
凡例 時日時  場 会場  対 対象・定員  ￥ 費用  師 講師・指導  出 出演  内 内容  申 申込方法・問合先  問 問合先  締 締め切り 各施設の連絡先・所在地・休館日等の一覧は４面です。 1面
見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

地域文化施設の
英会話講座運営及び
講師派遣業務委託
に係る公募型
プロポーザルの
実施について� 詳細3面
問   江東区文化センター 

☎03-3644-8111

おめでとう

第44期 江東シネマプラザ 江東シネマ倶楽部新規会員募集第44期 江東シネマプラザ 江東シネマ倶楽部新規会員募集
世界の巨匠・小津安二郎監督ゆかりの地で、毎月一本の映画を鑑賞する江東シネマプラザ。古き良き名
画をお得に鑑賞できる江東シネマ倶楽部の新規会員を募集いたします。会員特典もあります。詳細4面

森下文化センター講座メンバー
で大会を目指す元気いっぱいチ
アダンスチーム「Sunny Wings」
がUSA Regionals 2022 東京大
会 ① で第1位になりました。

第17回のらくろマンガ賞の授賞式は新型
コロナウィルスの感染拡大防止を踏まえ
て中止となりましたが、表彰状が各受賞者
に届きました。今回のジュニアの部では、

江東区内の小・中学生から
多くの入賞者が出ました。
区長特別賞を受賞した花岡
廉さんもその一人です。

江東区に息づく伝統工芸士のお話と、文化財専門員による
歴史解説をセットにした無料講座。今回紹介する伝統工芸
は「更紗染」。1反を染めるのに14～20枚程の型紙を使い丁
寧に仕上げる工程はまさに匠の技です。東大島周辺地域の
歴史解説とともにお楽しみください。

江東区文化コミュニティ財団は、
昭和57年3月に設立されました。
設立40周年を記念し、多くの区民
の方にイベント・講座情報や緊急
情報などのお知らせをお届けする
ため、LINEの公式アカウントを開
設しました。

こども対象講座の受講生イン
タビューや講座募集情報、イ
ベントのお知らせなどを掲載
しています。3月1日より江東
区内文化センター、総合区民
センターほか財団各施設で配
布しています。新しいことを始
めたいと思っているこどもた
ちに耳よりな情報が満載です。

問   森下文化センター 
森下3-12-17　☎03-5600-8666　FAX.03-5600-8677

時   4/9（土）10：00～11：30
場   東大島文化センター 第1研修室
対  40名　￥   無料
師   佐野利夫、佐野勇二 
（更紗染職人：江東区無形文化財保持者）、 
出口宏幸（江東区文化財主任専門員）

申   3/10（木）9：00～電話で（先着順）
問   深川江戸資料館 

☎03-3630-8625（9：00～17：00対応可）

時   （開催中）～4/24（日） 
9：30～17：00（入館は16：30まで）

￥   大人200円 小・中学生50円（観覧料）
問   中川船番所資料館　大島9-1-15 

☎03-3636-9091　FAX.03-3636-9094

時   （開催中）～4/24（日） 
9：30～17：00（入館は16：30まで）

￥   大人200円 小・中学生50円（観覧料）
問   芭蕉記念館　常盤1-6-3 

☎03-3631-1448　FAX.03-3634-0986

中川船番所資料館 ☎03-3636-9091

問   江東区文化コミュニティ財団 
管理課広報担当 
☎03-3644-8119

時   4/23（土）～2023年2/25（土）
　午前の部11：00開演、午後の部15：00開演（各回共通）
場   大研修室　対   6歳以上
￥   全席自由4,000円（全10回分）
申   3/10（木）10：00～電話・窓口で（先着順） 

古石場文化センター　古石場2-13-2 
☎03-5620-0224　FAX.03-5620-0258

森下文化センター深川江戸資料館
がんばるこどもたちを応援!
チアダンス講座＆のらくろマンガ賞

あなたの町へおじゃまします
出張ふかえどカレッジ 参加者募集

「江東の匠と歴史⑥（東大島編）」

カルナビこども特集号が発行されました

古石場文化センター

映画の登場人物の動作や場面状況を、「聴いてわか
る」言葉に置き換え、セリフの合間で説明する「映画
音声ガイド」。FMラジオをご持参いただければ、どな
たでも聴くことができます。いつもと一味違う楽しみ
方をしてみませんか。

■ 音声ガイドとは
小津安二郎監督の代表作のひとつ『秋日和』や小津監督の盟友・山中貞雄監
督の数少ない現存作品『河内山宗俊』を上映。その他、原節子、高倉健、吉永小
百合、三船敏郎など映画界を彩るスターの出演作をそろえました。また、海
外でも評価の高い是枝裕和監督のデビュー作『幻の光』や公開から40年近く
経った今でも人気の高いハリウッド作品『バック・トゥ・ザ・フューチャー』な
ど、懐かしい作品から人気作までバラエティ―に富んだラインナップ10本
をお届けします。

今期上映作品の見どころ

制 作・運 営 は ボ ラ ン
ティアグループ・音声
ガイド江 東シネマア
イがしており、今期は
音声ガイド制作ボラ
ンティア養成講座の
受講生も募集します。

（講座特集面参照）

音声ガイド制作ボランティア
日 作品名

4/23（土） 河内山宗俊
5/28（土） バック・トゥ・ザ・フューチャー ●
6/25（土） あ・うん  ★
7/23（土） 月光の夏
8/27（土） おはん  ★

日 作品名
9/24（土） 満月 MR. MOONLIGHT  ★
10/22（土） 秋日和  ■
11/26（土） 千利休 本覺坊遺文  ★
1/28（土） 幻の光
2/25（土） 幕末太陽傳  ■

■ FM放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）
● 日本語吹き替え　★ 35mmフィルム  ※監督、主な出演者など 詳細4面

『河内山宗俊』 Ⓒ 日活 『あ・うん』 Ⓒ 1989 東宝

電子版はこちらから
ご覧いただけます

花岡廉さんは、2017年度か
らストーリー漫画で3年続け
て入賞し、今年度は、コマ漫
画のジュニア部門で大賞と
区長特別賞を受賞しました。

オリジナルトートバッグ新発売オリジナルトートバッグ新発売
キャンバス地のオリジナルトートバッ
グを発売します（色：ネイビー）。新学
期、新年度のスタートに、お買い物の際
のエコバッグなどにいかがですか。

3/10（木）
販売開始
600円

A4縦が
ぴったり
サイズ

はぜちん
缶バッジ付
（期間限定）

佐野利夫 佐野勇二

まもなく終了。お見逃しなく。 特別展のご案内

川・運河と海に囲まれた江東区は、その長い歴史の中で度
重なる水害が発生し、人々の暮らしには「水とのたたかい」
がありました。今回の展示は、荒川放水路開削事業着手110
年を記念して開催します。「江東区の水害」と、荒川放水路
を中心とした人々と町を守る「治水」の歴史をたどります。

荒川知水資料館連携事業
特別展「水害と江東」

中川船番所資料館

芭蕉・蕪村・一茶などの江戸時代の俳諧から、正岡子規によ
る俳句の近代化や焦土の江東を詠んだ石田波郷の戦後俳
句まで、和歌から現代俳句に至る歴史を紹介します。こども
の俳句、英語俳句、ネット句会、AI俳句などをあわせ、現在
の「俳句」のかたちを紹介します。

芭蕉記念館開館40周年記念
特別展「俳句 その歴史と可能性」

芭蕉記念館

特別展のチラシ 特別展のチラシ

「荒川下流改修工事平面図」
（国土交通省荒川下流河川事務所所蔵）

「秋雨をあつめて早し隅田川」
麻生知子 画

LINE公式アカウントを
開設しました!

お友だち追加は
こちらから▶このアイコンが目印です

財団の
最新情報をお届け

施設の予約に
簡単アクセス

財団のことが
よくわかる

チケットの予約も
簡単アクセス

『秋日和』 Ⓒ 1960 松竹株式会社

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
© 1985 Universal Studios. All Rights Reserved

「 しまった 
そうだ、 
赤白帽!」

施設利用料金の特例的
措置の延長について
施設利用料金について、2020
年10月1日承認分より料金改定
が決定していますが、特例的措
置として本年9月末まで引き続
き改定前料金を据え置くこと
になっています。詳細はホーム
ページをご覧ください。

【改定後料金適用日】
 10/1（土）利用分から

やきもの入門
～目で楽しむ古伊万里～

亀戸文化センター

家庭でできるやさしい薬膳
季節に合わせた食養生

総合区民センター

仏像鑑賞講座

森下文化センター

～心を伝える・言葉を届ける～
朗読入門講座

砂町文化センター

作って楽しむ
ミニチュアフードの世界

江東区文化センター

～衣類の楽しいおなおし～
針仕事・ダーニング講座

東大島文化センター

武蔵武士団と鎌倉幕府
～保元・平治の乱から承久の乱まで～

豊洲文化センター 古石場文化センター

最新!
エジプト文明とピラミッド

※休館中

西大島

江東区文化コミュニティ財団では、皆様に安心してご利用いただくため、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた
上で施設貸出、事業を実施しております。今後の動向により、事業を中止または延期する場合があります。（2月28日現在）
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1・3 	毎月第1・3月曜休館（ただし祝日の場合は開館）

2・4 	毎月第2・4月曜休館（ただし祝日の場合は開館）

●	 毎月第2・4月曜休館（ただし祝日の場合は開館し、翌日休館）

	 毎週月曜休館（ただし祝日の場合は開館し、翌日休館）

各施設の名前の右にあるマークは
休館日を示します

〈お問合せ〉03-3641-6528
午後4時～7時（日・祭日休み）

江東区富岡1-22-８
富岡八幡宮境内

クレッシェンド音楽教室

info@cresc-ms.comMail

ピアノ（月～土）3才～大人
リトミック（火～土）0才～ 6才

☎03-6220-0326
ピアノとリトミック、絶対音感の説明会と無料体験受付中!

豊洲・東雲
教室

「一音会式絶対音感トレーニング」で、お子様に一生の宝物をつけてあげませんか?
リトミックは国立音大付属幼稚園のプログラムを取り入れています。
ピアノは【読譜力】と【表現力】が身につくオリジナルレッスンです。
ピティナ《豊洲CANALステーション》代表
2021年度ピティナコンペティションで6名の生徒が全国大会進出、
7名の講師が特別指導者賞と指導者賞を受賞しました。 HPはこちらから▶

内　　容 講　師 時　間 定　員 費用

① お花だらけのネックレス つだのりこ
（クレイスペース）

10：00〜12：00
13：30〜15：30 各4名 1,400円

② かわいいピンクッション 老沼秀子
（型紙いらずの着物リメイク研究会）

10：00〜11：30
13：00〜14：30 各4名 500円

③ パッチワークで作る柏餅 三橋八重子
（モアイクラブパッチワーク）

10：00〜11：30
13：00〜14：30 各4名 350円

④ 片手で作るキラキラブレスレット 竹田礼子
（バリアフリーアクセサリーを作る会）

10：00〜10：30
11：00〜11：30
13：00〜13：30
14：00〜14：30

各3名 1,300円

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
練習見学会・2022年度前期 団員募集

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の常任
指揮者、高関健氏と楽団員が指導するジュニア
オーケストラに参加しませんか。仲間と一緒に合
奏を楽しみたい人、大歓迎です。練習見学会を開催
しますのでぜひご参加ください。
時   3/13（日）18：00〜19：00　場   大ホール
対   小学4年生〜大学2年生（小・中学生は保護者同
伴、ヴァイオリンは小学3年生〜）の入団希望者

￥   無料
申   当日直接会場へ

春の釣具コーナー「渓流竿」
江戸の釣り文化が生み出し
た季節ごとの釣具を展示し
ています。今回は春の釣具
として、ヤマメ、イワナなどの
渓流釣りに使用する江戸和
竿です。魚の種類毎に様々
な工夫を凝らした伝統的な
江戸和竿をご覧ください。
時   3/15（火）〜5/22（日） 
9：30〜17：00 
（入館は16：30まで）
場   3階展示室
￥   大人200円、 

小・中学生50円
師   蜂谷功（監修）
申   当日直接会場へ

第2土曜日はジュニア俳句教室

小学生のための俳句教室です。記念館のお庭を歩
いて感じたことや、身近な出来事などから季節を
見つけ俳句を作ります。
時   4/9（土）9：30〜11：30
場   研修室　対   小学生20名
￥   無料
師   俳句講師ほか
申   電話・窓口で（3/10（木）9：00〜先着順）

第21回 石田波郷記念
「はこべら」俳句大会 受賞作品展

昭和を代表する俳人・石田波郷は、砂町を「第二の
故郷」と呼び愛しました。波郷をたたえ開催される

「はこべら」俳句大会の受賞作品を展示します。※受
賞作品については、カルナビ4月号で紹介します。
時   3/13（日）〜22（火） 9：00〜21：00
場   展示ロビー　￥   入場無料
申   当日直接会場へ

自主グループ・利用グループ
合同成果展&1日体験教室 開催

日頃、総合区民セン
ターで活動している
グループによる作品
展示と1日体験教室
を開催します。
時   【合同成果展】
3/20（日）〜4/3（日） 
9：00〜21：00（最終日は16：00） 
【1日体験教室】3/27（日）下表参照
場   第4・5会議室
申   電話・窓口で（3/10（木）9：00〜先着順）

Japanese culture experience
for foreigners
外国人のための日本文化体験

日本の「あそび」を体験
しませんか。
Would you like 
to experience 
traditional children’s 
games and pastimes? 
On Saturday, 19th. 
March 14：00〜16：00 
at the Toyosu Civic 
Center Gallery.
時   3/19（土）14：00〜16：00
場   豊洲シビックセンター1階ギャラリー
申   当日直接会場へ

3月「手作り体験教室」参加者募集
豊洲シビックセンターギャラリーにて行われてい
る豊洲手作り市では、同時に体験教室を開催いた
します。ぜひご参加ください。

森下ものづくりカフェ参加者募集
ベンガラで染める
オリジナルクロス

ベンガラとは土から取れる成分（酸化鉄）で紅殻、
弁柄とも呼ばれ、インドのベンガル地方より伝来し
たことからそう呼ばれています。土から採れて土に
かえる環境にやさしい染料「ベンガラ泥」を使って、
綿のクロスを染めます。柄の作り方やにじみ具合
でオリジナルの作品ができます。様々な用途に使
えるサイズ（約70cm×70cm）なので、インテリア
のアクセントや風呂敷としてもご活用ください。
時   4/10（日） ①10：00〜11：00 ②11：30〜12：30
場   エントランス　対   各8名　￥   3,500円
師   中安敬子（マザーツリー自然学校）
申   電話・窓口で（先着順）

ティアラこうとう
ホールボランティア募集

公演制作の現場を体験していただくことで、舞台
芸術への理解を深めることができます。参加希望
者のための事前研修会を開催します。
時   5月から2023年3月まで、年間20回程度
場   ティアラこうとう
対   18歳以上の区内在住・在勤・在学の方。4/17（日）
14：00〜16：30事前研修会に参加できる方。若
干名。

￥   無料
内   コンサートやイベントでのパンフレット配布や
会場案内の業務の補助を行います。

申   電話・窓口で　締   3/31（木）17：00まで

特別展「水害と江東」
ミュージアムトーク

特別展「水害と江東」について、担当職員が解説し
ます。今回が最終回です。
時   4/16（土）①13：00〜13：30②14：30〜15：00
場   2階展示室
対   小学生以上各回10名 
（小学3年生以下は保護者同伴・有料）
￥   大人200円、小・中学生50円（観覧料に含む）
師   中川船番所資料館職員
申   電話・窓口で（3/10（木）9：00〜先着順）

芭蕉ゆかりのまちあるき
（北コース）参加者募集

「芭蕉を偲ぶまちあ
るき」をテーマに、
弟子たちとの交流
の跡を江東区から
墨田区にかけて、江
東区文化観光ガイ
ドとあるきます。4
月から、北コースと
南コースを毎月交
互に開催します。
時   4/16（土） 9：30〜12：00　対   10名
￥   500円（入館料、保険代、資料代）
ルート   北コース   

（都営新宿線森下駅改札口→長慶寺→要津
寺→新大橋→隅田川テラス→展望庭園→
芭蕉記念館）

師   江東区文化観光ガイド
申   電話・窓口で（3/10（木）9：00〜先着順）

江東区文化センターまつり
「春のぶんか祭」3/13（日）開催
江東区文化センター
まつりとして、寄席
文字ほか体験教室
（事前予約制）を開
催します。おもちゃ
病院では、家にある
動かなくなったおも
ちゃをお持ちいただければ修理できるか診察しま
す。その他のイベントについてはお問い合わせく
ださい。
時   3/13（日）10：00〜16：00 終了
場   江東区文化センター 
展示ロビーほか

申   電話・窓口で 
（要申込み）

亀戸フェスティバル
3/13（日）開催

カメリアホールで
のステージライブ
や手話ソングの体
験、工作教室（事前
予約制）を開催しま
す。1階では当日参
加できるまごころ
市（食品の販売はな
し）もあります。詳細はお
問い合わせください。
時   3/13（日） 
10：00〜16：45

場   亀戸文化センター 
1階ロビーほか

申   電話・窓口で（要申込み）

深川江戸資料館 休館中
深川江戸資料館は改修工事のため、7/31（日）まで
休館しています。
※管理事務所のみ開いています。

出張展示「ふかえど屋」

深川江戸資料館は8/1（月）に再オープンします。休
館中は屋台「ふかえど屋」として、色々なイベントに
出展します。屋台をひと周りすると、まるで江戸時
代にタイムスリップしたような感覚に!

石田波郷や俳句がよりわかる
「波郷記念館だより」を発行しています

砂町文化センターに併設する石田波郷記念館の所
蔵資料や俳句関連イベントを紹介した「波郷記念
館だより」を無料で配布しています。最新の第55
号は、3月25日発行です。記念館見学の際にはぜひ
お読みください。「波郷記念館だより」は砂町文化
センターほか、区内各文化センター、総合区民セン

ター、芭蕉記念館で配付しています。

描いてみよう!
吉祥花文字ワークショップ
参加者募集

5月から開講す
る講座「吉祥花
文字を描く!」
を一足先に体
験できます。吉
祥花文字とは
古来中国の皇
帝や皇室が国の隆盛を願い、風水画家に「中国彩虹
書法」と呼ばれる技法を使って運気を上昇させる
花絵文字を描かせたのが発祥と言われています。
華やかな花文字は春にぴったりです。
※講座の詳細は講座特集1面をご覧ください。
時   3/19（土）10：00〜12：00　場   第1会議室
対   15歳以上（中学生を除く）10名
￥   1,500円
申   電話・窓口で（3/10（木）9：00〜先着順）

時   3/20（日）10：00〜15：00
場   豊洲シビックセンター1階ギャラリー
申   当日直接会場へ（先着順）
◆手作りおもちゃ体験教室
わりばし、PETボトル、
タレビンなど身近な
材料でアナログおも
ちゃを作ります。アナ
ログおもちゃは作るの
も遊ぶのもコツ、感性
が必要です。おもちゃ
を作って、遊んで感性
を育んでみませんか?
対   どなたでも（未就学児は保護者同伴）
￥   100円〜
◆本革でバックチャーム又はバングルを作ろう!
ベースとなる牛革に色々
な形のパーツを貼って、
自分だけのオリジナル
デザインを作ってくだ
さい。バングルはケーブ
ルバンドにも。
対   どなたでも（未就学児
は保護者同伴）

￥   500円

作品募集
「のらくろのいる風景in江東区」

「あなたの江東区内のお気に入りスポットに、のら
くろが現れたら?」1931年に、漫画家・田河水泡の
手によって誕生した「のらくろ」は、90年経った今
でも大人気のキャラクター。あなたの区内のお気
に入りの風景にのらくろを描きこんで、江東区の
さらなる魅力を引き出すような作品を大募集して
います。入賞した12作品は、記念品として配布する
2023年のカレンダーに採用します。
対   プロ、アマチュア、国内外不問
部門   一般・中高生・小学生以下
審査   山根青鬼（漫画家）、菅野たみお（画家）、沖山

潤（風景漫画家）、公益財団法人江東区文化コ
ミュニティ財団理事長

締   8/31（水）必着
募集内容・応募方法等の詳細は財団
ホームページをご覧ください。

「東大島 お笑いらいぶ」色紙展
3/19（土）に開催
する恒例のお笑い
らいぶ。これまで
出演いただいたお
笑いスターのサイ
ン色紙を展示しま
す。豪華多彩な色
紙の数々をお楽し
みください。
時   （開催中）〜3/19（土）9：00〜21：00
場   展示ロビー　￥   無料　申   当日直接会場へ

豊洲手作り市&体験教室運営者募集
豊洲シビックセンターで
開催される手作り市と体
験教室の運営者を募集し
ます。
◆募集内容
時   5/22、7/24（日） 
10：00〜15：00

場   豊洲シビックセンター
1階ギャラリー

対   【手作り市・体験教室共通】
本人の手作り品に限る。食料品は不可。販売を業
としている方の出店は不可。
【体験教室】
①初心者向けで時間内に作品が出来上がる。
②参加費は材料費など実費程度。
③運営、参加費徴収など各自で行う。

￥   500円（45cm×180cmの長机2本、椅子2脚を用
意します）

申   江東区内各文化センターに設置の応募用紙に
記入の上、豊洲文化センター窓口またはFAXで
提出。

締   3/20（日）17：00必着※申込者多数の場合は区
内在住の方を優先の上、抽選します。

住吉2-28-36 1・3
☎03-3635-5500
FAX.03-3635-5547

ティアラ
こうとう

いっしょに合奏を楽しもう

前回の合同成果展より

① お花だらけのネックレス

③ パッチワークで作る柏餅

② かわいいピンクッション

④ 片手で作るキラキラブレスレット 柄（イメージ）

前回の色紙展より

イメージ（のらくろぬりえ） Ⓒ 山根青鬼

ホールの仕事をお手伝いしませんか

おはじき（Flattended Marbles）

ガリガリとんぼ

豊洲手作り市

オリジナルキーホルダーとバングル

豊洲2-2-18 2・4
☎ 03-3536-5061
FAX.03-5560-0505

豊洲
文化センター 

大島4-5-1 2・4
☎ 03-3637-2261
FAX.03-3683-0507

総合
区民センター 

森下3-12-17 1・3
☎ 03-5600-8666
FAX.03-5600-8677

森下
文化センター 

大島8-33-9 1・3
☎ 03-3681-6331
FAX.03-3636-5825

東大島
文化センター 

●	公演情報	●
今年は皆様お馴染みの超実力派、玉川カルテット、青空球
児・好児のほか、ものまねやマジックなど豪華多彩な出演
者で春に笑いを届けます。
時間・料金については4面をご覧ください。

大島9-1-15 
☎ 03-3636-9091
FAX.03-3636-9094

中川船番所
資料館

竿かづ作のヤマメ竿

見どころをお伝えします

北砂5-1-7 1・3
☎ 03-3640-1751
FAX.03-5606-5930

砂町
文化センター 

石田波郷
波郷記念館だより

吉祥花文字（講師作品 「輝」）

常盤1-6-3 ●
☎ 03-3631-1448
FAX.03-3634-0986

芭蕉
記念館

お庭に出て俳句を作ります 快晴の芭蕉庵史跡展望庭園

東陽4-11-3 2・4
☎ 03-3644-8111
FAX.03-3646-8369

江東区
文化センター 

亀戸2-19-1 2・4
☎ 03-5626-2121
FAX.03-5626-2120

亀戸
文化センター 

白河1-3-28 2・4
☎ 03-3630-8625
FAX.03-3820-4379

深川江戸
資料館

寄席文字体験（要予約）

まごころ市を開催

まごころ市販売品の例

こわれたおもちゃを診察!
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　ダンス

イ□新春ダンスパーティ 時□3/27㈰ 13時
〜16時 場□（文）レク ￥□1 ,000円、マスク検
温・手指の消毒あり、トライアルミキシ

ング実施、上級者のアテンダントあり。

江東区ダンススポーツ連盟

☎︎3647-5944 高橋

■モダンバレエ・ピラティス・ストレッチ
無料体験要予約 時□㈬㈮㈯他 場□（文） （東）

（総）他 入□無 ￥□チケット3回3,800円・半年
払1回500円（子供） 対□3才〜ピラティス
男性class有 ☎︎080-2002-5775
e  shiiinakiyoko.dance@gmail.com

■ヒップホップ・ジャズダンス 無料体験
要予約 時□㈮㈯㈰他 場□（文）他 入□無 ￥□チ
ケット3回3,800円 対□5才〜大人男女
☎︎080-2002-5775
e  ks.inquirywindow2002@gmail.com

■ヒップホップジャズ 春も真近ダンスで
集中力を上げ体力学力もつきます 時□
㈬㈮16:50 1・2年、17:45 3・4年、18:30 

5・6年、19:30 一般、㈮16:00・ ㈯15:00 

園児、㈯15:50 3・4年、17:00 健康 場□（東）

無料体験有 ☎︎090-5441-9818 川上

■ヒップホップジャズ 体力を上げコロナ
にも打ち勝とう無料体験有 時□㈫9:15 
経験者、10:45 基礎 場□（砂） 楽しいダン

スで若々しく ☎︎090-4736-2237 前川

■櫻川流江戸芸かっぽれ亀戸道場 時□
第2・4㈭14〜16時、第2・4㈮19〜21時
場□（亀）亀戸駅徒歩3分。楽しい仲間が貴
方を待ってます。 ☎3636 -2044 大塚

　学習

■古文書を読む会  時□隔週㈯10:00〜
12:00 場□（東） ￥□1,500円 対□経験者を募
集 江戸時代の生の史料にふれる楽

しみを味わいつつ歴史を学びます。
e  inokoemi108@ll.em-net.ne.jp

☎︎5620-1701

■黄文藍中国語教室 入門〜上級 時□㈪〜
㈯ 場□東陽町駅1分 ￥□3ヵ月15,000円〜。
少人数制。個人有。小中学生。中検試験

会場 HP   「黄文藍」検索 ☎︎070-6514-5133

■英語国語塾  場□北砂4、砂町銀座0分
入□0円 月□5 ,000円〜 単語を覚えるの
が苦手なら、勉強の質と量を一緒に

考えてゆきましょう。中学英語クラス

募集中 ☎︎090-1760-4376 池田
e  yoshienglish2019@gmail.com

■基礎からの英会話 4月開講 時□㈬㈭
13:30〜14:30 場□木場、豊洲 月□6,000円
定員5名 楽しく英会話始めましょう。

個人レッスン可

☎︎090-4666-7074（SMS可）

■60代70代のゆっくり初級英会話
4月生募集 英語学習で右脳を活性化。
時□㈭13:00〜14:10 場□（総） 月□6,000円
☎︎3645-6548 ライノ英語クラブ

■やさしく楽しい英会話 時□㈪〜㈯好き
な時間可 場□西大島駅6分 月□5,000円〜
4回 会話中心 ☎︎080-3409-3638 吉田

■しゃべる英語 苦手な人も話せるように
時□㈭朝・昼 場□東陽 月□6,000円3回 各組
3人迄個人指導同額 ☎︎090-1127-1141

　芸術

■誰でも簡単アート教室  時□第1・3㈬
11:30〜13:00  場□（豊）8F研修室 ￥□1回
1,300円 対□大人、子どもだれでも、絵画、
立体をわかりやすく楽しく制作します。
e  n-yamamoto27@docomo.ne.jp

☎︎090-7816-5626 アトリエゴコロ 山本

■門俳句木の会・主宰鳥居真里子
時□第4㈭13:00〜16:50 場□（芭）￥□1,500円
（宿六は眼中に無し恋の猫　一耕）

初回体験無料 ☎︎3645-0417 三上・宛

　スポーツ

■空手道剛柔流誠伸義塾 時□㈫㈮19:30〜
21:00 場□富岡北集会所 富岡1-11-18 月□少
年5,000円 一般5,500円 ☎︎3893-2010 矢口

■太極拳葦の会  時□原則毎週㈰10時
〜11時半 場□ （亀）6F和室 月□2 , 5 00円
私たちは、カメリアプラザで20年続け

ている楊名時健康気功太極拳です。
e  taikyokukenn_shirai@yahoo.co.jp
☎090-3595-0089 白井
■自彊術教室 健康と美容に最適なス
トレッチ体操 時□㈪13時・15時、㈭ 19時
場□（文） 月□3,000円 ☎3649-2352 有賀
■永代ヨガ教室 体のカタい中高年の方、
大歓迎。簡単ポーズで腰痛肩こり解消。

無料体験アリ 場□永代集会所
時□㈰9:20〜・10:50〜㈬10:30〜（各60分）
月□4,300円 ☎︎080-3388-5268 細井

　音楽

イ□下町のうたごえ 懐かしい童謡 唱歌
抒情歌など皆で一緒に歌いませんか 60

才以上歓迎です 時□3/23㈬ 4/13㈬ 4/27
㈬ いずれも14時〜 場□（亀）2F大会議室

￥□1回500円 入□無 ☎︎5627-5686 伊藤
■心を歌に乗せて歌う教室 時□毎月2・3
㈭午後 場□（文）大研修室 ￥□年間34,000
円 故岡村喬生が設立した独唱を学ぶ

教室。グループレッスンなので仲間と一

緒に楽しめます。年1回発表会も有り。

☎︎080-2009-9601 半田

■ファイン☆スターズ ミュージック
60代〜80代以上の方、楽しく誤えん予

防口腔体操、健康体操、発声、歌 時 場□□
4/7㈭（総）、14㈭21㈭28㈭（亀）2F。10:30〜

11:50 月□2,900円（2回分） マスク着用。
☎︎5628-6038（お問い合わせ）

■ヴォーカルマンツーマンレッスン
中島みゆき〜高橋真梨子までお好き

な曲で現役プロ講師が丁寧に指導。

ボイストレーニングも充実。体験60分

 ￥□1,500円で実感。お気軽に!
場□西大島 ☎︎5609-8949 ヴォイスマン
■ヴォイストレーニング&J-POPの名曲
を歌おう! シニア歓迎 時□隔週㈭19:15
〜20:45 場□（文） 月□4 ,000円 お気軽にお
電話を! ☎︎5609-8949 ヴォイスマン

■新内教室（三味線と語り）  時□月4回㈫
 場□（総）7F和室 見学・体験自由

☎︎090-9208-9774 新内

■端唄と三味線教室 時□㈬13:00〜20:00
場□森下二丁目町会会館 初心者〜個
人指導 月4回 ☎︎080-6640-6220 三和

■くろしろチェンバロ教室  時□㈯㈰他、
応相談 場□住吉駅そば ￥□4 ,000円〜
 楽器をお持ちでなくてOK 一緒に楽

しみましょう！お問合わせはお気軽に

☎︎050-3395-8779 貴南（キナミ）

■ピアノ教室 個人レッスン3才〜体験可
場□大島2 ☎︎090-4955-2526 土田

　趣味

■囲碁を覚えたい方、強くなりたい方に
時□入門教室 ㈪ 17 :30〜19:00、初心者
教室 ㈬ 17:30〜19:00 場□大島駅2分
☎︎5858-0107 囲碁サロンさくら

■ひまわり健康麻雀  時□㈰㈪㈭㈮9:30
〜17:00 場□（総） （東） 入□2,000円 1日1,000円
☎︎090-8595-7488 竹田

■和裁教室 会員募集 時□㈯10時〜12時
月2回 場□（総） 入□2,000円 月□3,500円 初心者
歓迎 教材自由見学可 ☎︎3640-4196 斉藤

■楽しいステンドグラス  時□㈪〜㈯好き
な時間可 場□西大島駅6分 入□5 ,000円
月□8,000円4回 ☎︎080-3409-3638 吉田

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
3/16㈬10:00〜12:00 場□豊洲文化セ
ンター｡相続･遺言作成・各種トラブル
等、お気軽にご相談下さい｡ご予約は

「銀座ブロード法律事務所」 ☎5159-5710
e  fukuda@minegishi-law.jp

イ□『奨学金等の進学資金無料相談会』
区教育委員会後援、主催:若者の進学応

援プロジェクト 時□3/20㈰13:30〜17:00
場□（文）4F第1会議室 対□高校新1年〜3年生
と保護者。申込はHP http://www.sin

gakuouen.jpで受付 ☎︎5050-2161
イ□遺言・相続無料相談会 時□3/22㈫ 
10時〜18時 場□アリオ北砂1F アクア
コート 行政書士、司法書士、税理士に

よる遺言・相続・終活相談など。

☎︎6666-5248 ほ〜む助っ人の会事務局

（行政書士よしかわ事務所内 吉川）
イ□「遺言・相続・外国・ビザ すまいる相
談会」無料 時□3/26㈯9:30〜16:00 場□
古石場文化センター第4研修室（要予約）

行政書士が担当 ☎︎080-5983-6076
HP https://smile-sodan.com/

士業による無料相談の会 上野

趣味

音楽

スポーツ・健康ダンス

芸術

学習

その他

江東★ティアラこうとう（火）
★古石場文化センター（水・木）
★東大島文化センター（金）
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・
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・

http://gatto-aroma.com/
info@gatto-aroma.com

3/26（土）15:30～17:00
4,400

3,850

表示価格は全て税込み価格です。

3,850
8,800ナード・アロマアドバイザー

オンラインレッスン
対応中

公演情報紙の送付

歴史三館

ミ
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ム
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ン
ダ
ー

芭蕉記念館 中川船番所資料館
深川江戸資料館は
改修工事により

2022年7月31日（日）まで
休館します。

観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで） 観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）

4
月

5
月

3
月

開館40周年記念特別展
「俳句 その歴史と可能性」
（開催中）4/24（日）まで

冬の釣具コーナー
「タナゴ竿」
（開催中）3/13（日）まで

荒川知水資料館連携事業
特別展「水害と江東」
（開催中）4/24（日）まで

荒川知水資料館連携事業
特別展「水害と江東」
（開催中）4/24（日）まで

春の釣具コーナー
「渓流竿」
3/15（火）～5/22（日）

※このほか、
　各館の常設展示を
　ご覧いただけます。

各センター
展示ロビーのご案内

★第1・3月曜休館 ☆第2・4月曜休館 いずれも祝日の場合は開館。
※ 観覧時間は基本的に9：00〜21：00です。緊急事態宣言等により、開催中止になる場合があります。 

詳細はお問い合わせください。  主：主催事業

施設名 イベント名 開催期間 初日
開始時刻

最終日
終了時刻

江東区文化センター
展示ロビー ☆

講座・自主グループ合同成果発表展「小さなギャラリー」 主

書道教室 3/15（火）～19（土） 9：00 15：00

鎌倉彫文月会 3/20（日）～26（土） 9：00 15：00

江東区デッサン教室、江陶会 3/27（日）～4/2（土） 9：00 15：00

□ 聖山会 4/3（日）～4/9（土） 9：00 15：00

森下文化センター
展示ロビー ★

2021年度講座成果展
ノートパソコンやタブレットでデジタルイラスト＆マンガを描こう
／広重が描いた江戸の今を撮る

3/13（日）～19（土） 9：00 16：00

書道サロン＠豊洲作品展 4/1（金）～3（日） 12：00 16：00

古石場文化センター
展示ロビー ★

自主グループ・利用団体成果発表展 主

自由に描くパステル画教室 （開催中）～3/12（土） 9：00 14：00

□ 公文書写 古石場教室 3/13（日）～19（土） 9：00 14：00

□ しらゆり絵画教室、土画の会 3/20（日）～26（土） 9：00 14：00

豊洲文化センター
シビックセンター
ギャラリー ☆

外国人のための日本文化体験 主 3/19（土） 14：00 16：00

豊洲ギャラリー広場
手作り市・手作り体験教室・包丁砥ぎ・おもちゃ病院 主
（包丁砥ぎ・おもちゃ病院は12：00まで）

3/20（日） 10：00 15：00

魅力百様、江東区。オンライン観光写真コンテスト2021展示会 3/22（火）～25（金） 12：00 16：00

第25回シビックギャラリーステージ
クラリネットアンサンブル オン ザ キャナルサイド 主 3/26（土） 14：00 14：40

日本セルビア友好140周年企画展 3/29（火）～31（木） 12：00 17：00

亀戸文化センター
2階展示ロビー ☆ 人物スケッチ 3/21（月・祝）～27（日） 12：00 17：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

東大島文化センター「日本画教室」作品展 主 （開催中）～3/11（金） 9：00 18：00

「東大島　お笑いらいぶ」色紙展 主 （開催中）～3/19（土） 9：00 21：00

砂町文化センター
展示ロビー ★ 第21回石田波郷記念「はこべら」俳句大会 受賞作品展 主 3/13（日）～22（火） 9：00 21：00

総合区民センター
展示ホール☆ 自主グループ・利用グループ　合同成果展 主 3/20（日）～4/3（日） 9：00 16：00

第2土曜日はジュニア俳句教室
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当財団が管理運営を行っている施設予約システム利用者
登録は、3年に一度、更新の手続きが必要です。
【対象】
登録番号（8桁）の先頭番号が1の方
例）10001992

※�対象団体の方にはご案内のはがきを送付しています。

4月1日以降も施設予約システムの利用を希望される方は、
「施設利用者登録申込書」に必要事項を記入し、登録要件に
該当する確認書類をご持参の上、各施設の窓口にて更新の
手続きをお願いいたします。
郵送・ファクスでのお手続きはできません。
※�施設利用者登録申込書は各施設窓口に設置のほか、財
団ホームページ（https：//www.kcf.or.jp）からもダウン
ロードできます。

【手続き期間】�3/31（木）まで

施設予約システム利用者登録
更新手続きのご案内

江東区文化センター□無料コンサートのご案内

3/11（金） 会場／ホール　時間／ 12：00～（約30分）
　出演／�丹羽道子（ヴァイオリン）、栗山幸子（ヴィオラ）、児玉千佳（チェロ）
3/18（金） 会場／ホール　時間／ 12：00～（約60分）
　出演／�山口和江・林晶子・穂積磨矢子（ソプラノ）�

中優子・川井彩子（ピアノ）
3/25（金） 会場／展示室　時間／ 12：00～（約30分）
　出演／�三戸誠（ヴィオラ）

1月は地元の俳人・大谷弘至さんを
講師にお迎えして開催しました

地域文化施設の英会話講座運営及び
講師派遣業務委託に係る
公募型プロポーザルの実施について
（1面のつづき）

地域文化施設（江東区文化センターほか7館）の英会話講
座の運営委託事業者をプロポーザル方式で選定いたしま
す。事業内容・必要書類等の詳細については、財団ホーム
ページをご覧ください。
応募期間／�3/10（木）から�

3/31（木）まで

問合せ／�江東区文化センター�
☎03-3644-8111

江東区音楽家協会
によるコンサート
会場／江東区文化センター

プロムナード・
コンサート

江東区文化センター
マスコット�ぶんぶん

江東区芸術提携団体 チケット販売のご案内

□ 東京オペラシティ コンサートホール（京王新線「初台」駅東口徒歩5分）
□�全席指定���S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円�

プラチナS席4,500円��プラチナA席3,500円（60歳以上）�※江東区民は一般料金（S席～C席）より各席200円引

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 定期演奏会 6歳 以上  託児 あり

ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
東京シティ・フィル チケットサービス ☎03-5624-4002
託児のお申込み ㈱マザーズ  0120-788-222

チケットのお申込み・
お問合せ

指揮／高関健（常任指揮者）
曲目／三善晃：交響三章、ブルックナー：交響曲第4番�変ホ長調�「ロマンティック」

第351回
 4/22（金）19：00開演

指揮／藤岡幸夫（首席客演指揮者）　ピアノ／角野隼斗
曲目／�ラヴェル：組曲「マ・メール・ロワ」、ピアノ協奏曲�ト長調�

黛敏郎：シンフォニック・ムード、BUGAKU

第352回
5/12（木）19：00開演

指揮／飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）
【シューマン交響曲全曲演奏シリーズ�Ⅱ】
曲目／シューマン：交響曲第3番�変ホ長調�作品97�「ライン」、交響曲第4番�ニ短調�作品120

第353回
6/11（土）14：00開演

芭蕉記念館では毎年小学生のための
俳句教室を開催しています。
今月は1/8開催ジュニア
俳句スペシャル分のこど
もたちの作品をご紹介し
ます。



□古石場文化センター大研修室 □午前の部11：00／午後の部15：00開演 □全席自由4,000円（全10回分）

6歳 以上

懐かしい名作映画を大画面で上映、うれしい特典あり !【1面の続き】懐かしい名作映画を大画面で上映、うれしい特典あり !【1面の続き】

第44期 江東シネマ倶楽部新規会員募集第44期 江東シネマ倶楽部新規会員募集

日程 作品名 監督 主な出演
4/23（土） 河内山宗俊 山中貞雄 河原崎長十郎、中村翫右衛門、原節子

5/28（土） バック・トゥ・ザ・フューチャー�[吹] ロバート・ゼメキス マイケル・J・フォックス（山寺宏一）、
クリストファー・ロイド（青野武）

6/25（土） あ・うん� ★ 降旗康男 高倉健、富司純子、板東英二
7/23（土） 月光の夏 神山征二郎 若村麻由美、田中実、渡辺美佐子
8/27（土） おはん� ★ 市川崑 吉永小百合、大原麗子、石坂浩二
9/24（土） 満月�MR.MOONLIGHT�★ 大森一樹 時任三郎、原田知世
10/22（土） 秋日和� ■ 小津安二郎 原節子、司葉子、岡田茉莉子
11/26（土） 千利休�本覺坊遺文� ★ 熊井啓 奥田瑛二、三船敏郎、萬屋錦之介
1/28（土） 幻の光 是枝裕和 江角マキコ、浅野忠信、内藤剛志
2/25（土） 幕末太陽傳� ■ 川島雄三 フランキー堺、左幸子、南田洋子
[吹]：日本語吹き替え　★：35㎜フィルム　■：FM放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

上映スケジュール

特
典
①

全10回の上映会を
予約なしで
鑑賞できます

特
典
②

すてきなグッズが
当たる特別抽選会に
参加できます

特
典
③

上映日には
指定店舗での割引が
受けられます

『月光の夏』 Ⓒ 日本映画放送 『満月MR.MOONLIGHT』
Ⓒ 1991松竹株式会社

『千利休 本覺坊遺文』
Ⓒ KADOKAWA 1989

『幕末太陽傳』 Ⓒ 日活『幻の光』 Ⓒ TV MAN UNION,INC

『おはん』 Ⓒ 1984 東宝

2022年度シーズンのラインナップが決定! 全4公演がセットになった ティアラこうとう定期会員
券は、1公演ずつ購入するよりも40%OFF!!  この機会にぜひお求めください。
□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席8,400円、A席7,200円、B席6,000円

7/9（土）
第69回

指揮／高関健（常任指揮者）　フルート／竹山愛（東京シティ・フィル首席フルート奏者）
曲目／ バルトーク：舞踏組曲、モーツァルト：フルート協奏曲第1番 ト長調 K.313、 

ブラームス：交響曲第3番 ヘ長調 作品90

9/23（金・祝）
第70回

指揮／藤岡幸夫（首席客演指揮者）　ソプラノ／高野百合絵
曲目／ チャピ：サルスエラ「セベデオの娘たち」より囚われ人の歌、ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」　ほか

2023年
1/21（土）
第71回

指揮／飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）　ヴァイオリン／荒井里桜
曲目／ シベリウス：交響詩「フィンランディア」 作品26、シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47、 

シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 作品43

2023年
2/4（土）
第72回

指揮／高関健（常任指揮者）　ピアノ／佐川和冴
曲目／ バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント、モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467、 

ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調 作品88

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 6歳 以上  託児 あり
2022年度ティアラこうとう定期会員券発売のご案内

●入場無料 第25回シビックギャラリーステージ
3/26土  クラリネットアンサンブル オン ザ キャナルサイド

クラリネットのために作曲された名曲から、オペラの序曲まで、さまざまな作品を集めました。ソロ・デュエット・トリ
オによるクラリネットの華やかな音色をお届けします。
□豊洲シビックセンター1階ギャラリー　□14：00開演　□全席自由
出演／粕谷千春、菅沼立子、小村英生、谷下満浩、岩渕純
曲目／ モーツァルト：五つのディヴェルティメント 第4番 変ロ長調 K.186 （159b）、 

メンデルスゾーン：二つの演奏会用小品 第2番 ニ短調 Op.114 ほか
申込み／当日直接会場へ（先着順50名）　問合せ／豊洲文化センター ☎03-3536-5061

発売中の公演

3/12土
14：00開演

古石場文化センター出前上映会 「2001年宇宙の旅」 日本語字幕付
□江東区文化センターホール　□全席自由500円（当日200円増）

3/12土
14：00開演

第19回 東大島亭 三遊亭わん丈独演会 6歳 以上
□東大島文化センター レクホール　□全席自由 1,500円（当日300円増）

3/12土
14：15開演

上方落語 九雀亭　ゲスト／笑福亭希光
□亀戸文化センター和室　□全席自由 2,500円（当日500円増）

3/13日
14：00開演

RAKUGOもんすたぁず 6歳 以上
□古石場文化センター大研修室　□全席自由 1,800円（当日200円増）

3/19土
14：00開演

東大島 お笑いらいぶ 4歳 以上
□東大島文化センターレクホール
□全席自由 1,800円　70歳以上1,600円　こども（4歳～中学生）1,000円（当日各200円増）

3/19土
1５：00開演

豊洲ソロクラシックアーティスト支援事業
第2回 スプリングクラシックコンサート 6歳 以上
□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール　□全席指定 1,000円

3/19土
15：00開演

新世代ユニオンメンバーが贈る 6歳 以上

「ゆにふぇすツアー2022ファィナルコンサートat Morishita」
□森下文化センター多目的ホール　□全席指定 2,700円（当日300円増）

3/20日
15：00開演

こうとうジュニア音楽祭 ～響け！未来へのハーモニー～ 残席僅か  4歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 1,200円　江東区民1,000円　高校生以下500円

3/20日
15：00開演

令和3年度 ふれあいこどもまつり 参加作品 ジュール・ルナール作「にんじん」
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定 2,500円（当日300円増）

3/21月・祝
11：00、15：00開演

令和3年度 ふれあいこどもまつり 参加作品 びり＆ブッチィー ベストセレクション
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定 2,500円（当日300円増）

3/27日
16：00開演

→P
ピアノジャック

ia-no-jaC←“TIARA” Special Live 2022
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 5,500円（当日500円増）未就学児は無料

（大人1名につきこども1名までひざ上可、ただし座席が必要な場合は要チケット）

4/9土
18：00開演

Viva la Musica 2022 神谷満実子 Spring Concert Part.14 6歳 以上

ア・ソング・イズ・ボーン
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定 4,500円

4/16土
14：00開演

ベイビーブー 20th Anniversary ～ベイビーブー列車にのって♪～
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 5,000円（当日500円増）
※ こども（小学生以下）1,000円の取扱いは ［Ro-Onチケット］ ☎047-365-9960 
（2歳以下ひざ上1名まで無料 ただし座席が必要な場合は要チケット）

4/17日
14：00開演

金
きん

亜
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 来日30+2周年記念 揚
よう

琴
きん

コンサート 6歳 以上
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定 5,000円

4/23土・24日
14：00開演

第44回 江東オペラ 歌劇「カルメン」（全幕字幕付き原語上演） 6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由 4,000円

4/24日
11：00、13：30開演

～0歳からシニアまで楽しめる～ トリオベールファミリーコンサート
□総合区民センターレクホール
□全席自由 1,500円　こども（3歳～小学生）500円　0～2歳無料（要チケット）

4/28木
19：00開演

ティアラ JAZZ LIVE 2022 6歳 以上

後藤雅広 白石幸司 スインギン・クラリネット・デュオPart.31
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定 4,300円

5/14土
14：00開演

林家正蔵・たけ平 親子会 其の五 6歳 以上
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定 3,200円（当日200円増）

5/21土
14：00開演

東京シティ・バレエ団 0歳からのバレエ・コンサート 星のバレリーナ
□ティアラこうとう大ホール
□ 全席指定 2,500円　江東区民2,300円　こども（3歳～小学生）1,000円 

親子ペア（一般1枚＋こども1枚）3,000円 ※2歳以下ひざ上無料

5/21土
17：00開演

華原朋美 Season1 6歳 以上
□江東区文化センターホール　□全席指定 6,000円

5/27金
18：00開演

吉田兄弟 三味線だけの世界 6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 5,500円

7/9土
15：00開演

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第69回ティアラこうとう定期演奏会 託児 あり  6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　S席3,500円　A席3,000円　B席2,500円　江東区民各200円引

完売御礼

完売御礼

ティアラこうとうジュニアバレエ団
第16回発表会
バレエ・コンサート 4歳 以上

5/5木・祝 　□15：00開演
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定 2,000円
グリム童話の「白雪姫」や、クラシック音楽で有名な「ボレロ」など、
ティアラこうとうジュニアバレエ教室の受講生が美しい踊りを披
露します。
出演／ティアラこうとうジュニアバレエ団
ゲスト／福田建太、渡部一人、西澤一透、大川彪（東京シティ・バレエ団）
構成・演出・振付／石井清子
指導／ 安達悦子、堀田麻子、高木糸子、志賀育恵、上山千奈、 

信田洋子、友利知可子、坂本麻実（東京シティ・バレエ団）
Ⓒ 鹿摩隆司

上方落語 九雀亭
4/16土 　□14：15開演
□亀戸文化センター和室
□全席自由 2,500円（当日500円増）
桂九雀が東京・亀戸で落語会を開催しています。   
番組は当日のお楽しみ…。
出演／桂九雀　ゲスト／立川こはる 桂九雀 立川こはる

寄席都笑亭 vol.134 6歳 以上

4/20水　□18：30開演　□豊洲文化センター レクホール　□全席自由 500円
今宵は笑って過ごしましょう!
出演（予定）／久寿里菊之助、松鈴亭竜扇、三崎家桜の輔 ほか

舞踊作家協会 連続公演第222回
親子で楽しむ創作ダンス鑑賞「踊る絵本」
5/1日 　□16：00開演、18：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由 3,000円
親子ペア3,000円　こども（中学生以下）500円
高校生1,000円 ※2歳以下ひざ上無料
こどもはもちろんのこと、大人までも楽しめる絵本。5人のアーティストたちが
絵本からテーマをもらい、それぞれの絵本を踊りにします。親子で楽しめます。
絵本もダンスも大好きになりますよ。
出演／真島恵理バレエスタジオ ほか　芸術監督／真島恵理 昨年度公演

ティアラマンスリーコンサートVol.232 6歳 以上

「チェロとピアノのジョイントコンサート」
5/13金 　□19：00開演
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由2,000円
ロマン派の美しい響きをチェロとピアノのフレッシュな演奏でお楽しみください。
出演／粟飯原亮太（チェロ）、飯田浩孝（ピアノ）
曲目／ ブラームス：チェロソナタ第1番、シューベルト：アルペジオーネソナタ、

ショパン：英雄ポロネーズ ほか 粟飯原亮太 飯田浩孝

元気が出る! 吉田正記念 6歳 以上
オーケストラ コンサート2022
5/14土 　□14：00開演
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定 S席5,000円　A席4,000円
肩が凝らずに聴ける馴染みの歌謡曲、ムード音楽、シャンソン、ラテン、クラシックが一度に楽しめるプログラムの総合デ
パートからお届けする唯一無二のオーケストラ。人気のMCトークとともに活力があったあの時代へ一緒にタイムスリッ
プしましょう!
指揮＆MC／大沢可直　演奏／吉田正記念オーケストラ
曲目（予定）／ ［吉田メロディー新BGM音楽!］公園の手品師、再会、赤と黒のブルース、［世界名曲音楽］愛の讃歌、 

ムーランルージュの歌、［気軽にワンポイントクラシック!］マーラー交響曲5番より第1部 ほか多数

黄昏 －人生最高の輝きを今－ 6歳 以上

6/4土 　□13：00開演　□江東区文化センターホール　□全席指定 8,800円
Withコロナの時代の中で、以前のように気軽に実家に帰れ
ない、面会もできないと、家族との時間が貴重になっている
今、“黄昏”は「老い」、「家族のあり方」という普遍的なテーマ
で、新型コロナウイルス感染症と戦った今だからこそ、改め
て“家族の絆”を感じ、考えることができる作品です。
作／アーネスト・トンプソン　訳／青井陽治
演出／鵜山仁
出演／高橋惠子、瀬奈じゅん、松村雄基、石田圭祐 ほか 高橋惠子 瀬奈じゅん 松村雄基 石田圭祐

東京シティ・フィルPresents
コンサート・バンビーニVol.16 弦楽器とバレエを見に行こう!
6/11土 　□11：30開演、14：00開演
□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール
□ 全席自由 1,000円 

こども（3歳～小学生）500円（3歳未満でも座席が必要な場合は有料）
今年もホールで開催!東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の楽団員が演奏し、 
東京シティ・バレエ団のダンサーが踊ります。赤ちゃんも入場OKです。（公演時間は約45分）

2021年度公演より

柳家さん喬一門会 柳家小んぶ改メ
柳家さん花真打昇進記念公演 6歳 以上
6/18土 　□13：00開演、17：30開演
□江東区文化センターホール　□全席指定 4,000円
柳家さん喬一門から新しい真打が誕生しました。さん喬師匠を中心に、一門の
選りすぐりの噺家が登場します。真打昇進記念公演ならではの華やかな高座にご期待ください。

柳家さん喬 柳家喬太郎 柳家さん花

秋元順子バースデーコンサート 6歳 以上

6/29水 　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定 S席7,700円 ※A、B席はプレイガイドのみ販売
大ヒット曲「愛のままで…」をはじめジャズや懐かしい名曲をお届けします。
出演／ 中村力哉（ピアノ）、和田弘志（ベース）、長谷川清司（ドラム）、 

桑山哲也（アコーディオン）、鈴木直樹（クラリネット、サックス） 秋元順子

L
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ELVETS コンサート 2022 6歳 以上
『Because of you』～僕らは歌う～
6/11土 　□17：00開演　
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 7,000円 ※おひとり様4枚まで
宮原浩暢、佐賀龍彦、日野真一郎、佐藤隆紀。2008年結成。全員が身長180センチ以上で音楽
大学声楽科を卒業。音楽評論家の湯川れい子先生にグループ名『LE VELVETS』を名付けてい
ただき、クラシックを中心にロックやポップス、ジャズ、日本の民謡に至るまで、様々なジャン
ルの歌を自在に表現、独自の世界を創り上げている。「レ・ミゼラブル」「エリザベート」等、メン
バー各々がミュージカルでも活躍中。

チケットのお申込み方法
1   チケット取扱施設へ電話予約 
右表財団施設一覧「チケット取扱」のある施設へ

2   チケット取扱施設での窓口予約
3   インターネットでの予約 
https：//www.kcf.or.jp

●�チケットの表示価格は、すべて税込です。
●�各種割引をご利用の場合は、チケットお引き取りの際に�
証明できるものをご提示ください。

● 新発売のチケット 3月10日（木）から発売開始 
電話 10：00〜21：00※　窓口 13：00〜21：00※ 
インターネット 翌日0：00〜
● 発売中のチケット
電話・窓口 9：00〜21：00※　インターネット 24時間
電話・インターネットでのご予約は公演前日まで

※深川江戸資料館は17：00まで

2022年3月10日発行

今月の新発売 3月10日（木）  AM 10：00〜 電話受付開始

●�6歳 以上 �…数字がご入場いただけるお子さまの年齢です。
●�託児サービス�
託児 あり �…お申込み先�株式会社マザーズ ☎0120−788−222�
託児 あり �…お申込み先�総合保育サービスHAS ☎0120−500−315

4 面

新型コロナウイルス感染症の動向により、事業を中止または延期する場合があり
ます。また会場定員に対する販売席数については事業ごとに異なりますので各施
設へお問い合わせください。各種事業に参加の際は、マスク着用、手指の消毒など
の感染予防対策にご協力をお願いします。入場時の検温で37.5度以上の発熱の場
合は入場をお断りいたします。みなさまのご理解ご協力をお願いします。

江東区文化コミュニティ財団施設一覧
【開館時間】 9：00〜22：00（深川江戸資料館・芭蕉記念館・中川船番所資料館の各展示室は9：30〜17：00）
【休 館 日】  1・3  毎月第1・3月曜休館�(ただし祝日の場合は開館)�

2・4  毎月第2・4月曜休館�(ただし祝日の場合は開館)�
�●  毎月第2・4月曜休館�(ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)�
�〇  毎週月曜休館�(ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)

休館日 施設名 電話 チケット取扱 所在地

2・4  江東区文化センター 電話�03−3644−8111
FAX�03−3646−8369 あり

〒135−0016

東陽4−11−3

1・3  森下文化センター 電話�03−5600−8666
FAX�03−5600−8677 あり

〒135−0004

森下3−12−17

1・3 古石場文化センター 電話�03−5620−0224
FAX�03−5620−0258 あり

� 〒135−0045

古石場2−13−2

2・4 豊洲文化センター 電話�03−3536−5061
FAX�03−5560−0505 あり

� 〒135−0061

豊洲2−2−18

2・4  亀戸文化センター 電話�03−5626−2121
FAX�03−5626−2120 あり

〒136−0071

亀戸2−19−1

1・3  東大島文化センター 電話�03−3681−6331
FAX�03−3636−5825 あり

〒136−0072

大島8−33−9

1・3  砂町文化センター 電話�03−3640−1751
FAX�03−5606−5930 あり

〒136−0073

北砂5−1−7

2・4  総合区民センター 電話�03−3637−2261
FAX�03−3683−0507 あり

〒136−0072

大島4−5−1

1・3  ティアラこうとう（江東公会堂）

ティアラこうとうチケットサービス

電話�03−3635−5500
FAX�03−3635−5547
電話�03−5624−3333

あり
〒135−0002

住吉2−28−36

2・4 深川江戸資料館 電話�03−3630−8625
FAX�03−3820−4379

あり
（17：00まで）

� 〒135−0021

白河1−3−28

●  芭蕉記念館 電話�03−3631−1448
FAX�03−3634−0986 なし

〒135−0006

常盤1−6−3

〇  中川船番所資料館 電話�03−3636−9091
FAX�03−3636−9094 なし

〒136−0072

大島9−1−15
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