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〒135-0045江東区古石場2-13-2

電話 03(5620)0224　

FAX 03(5620)0258

毎月第 1・3月曜日 休館

シネマの巨匠 小津安二郎ゆかりの地

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

江東区古石場文化センター

まちとともに、40 年。

　　　　　　　　　　　　　　　（2022 年 9月 20 日現在）

●区の特例措置により利用料金の据え置き（改定前料金を維持）を 2023 年 3月末まで延長します。
　支払済の方へは差額を返金します。　（差額還付申請は 3月末まで）

●大研修室貸出休止のお知らせ
　古石場文化センター大研修室の貸出を次の期間休止します。
　※冷暖房設備及び照明工事のため
　休止期間：12/12（月）～ 2023 年 1/20（金）予定
　ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

施設ご利用のお客様へ

都市緑化植物園

木場ミドリアム

ふれあい広場

冒険公園

木場公園大橋

古石場文化センターから徒歩約15分、広大な敷地面積を誇る都立木場公園があります。木場は、江
戸から昭和にかけて、江戸・東京へ材木を供給し「材木のまち」として栄えてきました。昭和44年
には、江東再開発基本構想のなかの防災拠点の一つとして位置づけられ、木材関連業者が現在の新木
場へ移転したのを機に、水と緑の森林公園として整備されました。
公園中央に位置する木場公園大橋が各エリアの連絡通路であり、公園のシンボルとなっています。
こども向け遊具、テニスコート、バーベキュー広場、ドッグラン、おなじみ”江東区民まつり”を開催
する大きな広場もあり、北の端には『東京都現代美術館』があります。『都市緑化植物園』には、
帰化植物、洋風・和風庭園、ガーデニングなどのコーナー、『木場ミドリアム』には、親子で安心
して遊べるキッズスペース「木場キッズリアム」、休憩スペース、展示ひろば、売店があり、幅広
い年齢層の憩いの場として親しまれています。

『防災公園』でもある木場公園は、災害か
ら皆さんの命を守る重要な場所となってい
ます。防災トイレ（マンホールトイレ）、
かまどベンチ、揚水ポンプなど、災害時に
役立つ機能が設置されています。
古石場文化センター秋の講座では「深川マ
イスター 開園 30 周年 木場公園と防災を考
えよう」を開催します。都立公園の防災の
役割を知っていただくとともに、実際に防
災施設の設営体験をしていただくなど、万
が一の時の備えとして参加できる講座です。
この機会に「防災公園」について一緒に考
えてみませんか。(※中面「秋の講座」参照 )

～ 9月 11 日 ( 日 ) 木場公園多目的広場にて総合防災訓練が行われました～

防災訓練の風景

～古石場  地域の公園～

木場公園
※写真は木場公園ホームページより
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秋の講座 秋からはじまる新規講座をご案内します♪

お申込みは 9/24 まで。定員に達していない講座は申込期間後も引き続き
募集を行いますが、状況によっては、開講を見送る場合があります。

お申込みは　古石場文化センター　℡03－5620－0224

古石場文化センター　
☎０３－５６２０－０２２４

西洋絵画から読み解く映画

再発見‼ 深川の歴史と門前仲町

10/20～1/19　木曜　全5回
14:00～15：30 
受講料・教材費：4,000円・200円

講師：深川東京モダン館管理事務所副所長

　　　　　　　　　　　　　龍澤潤 ほか

11/15～12/20　火曜 　全5回
14:00～15:30
受講料・教材費：4,700円・300円

講師：美術評論家・

　　  フリーキュレーター　平松洋

11/22・29　火曜 　全2回
14:00～15:30
受講料・教材費：500円・100円

講師：公益財団法人

　　  東京都公園協会公園事業部

　　  木場公園公園長　葛貫智 木場公園 防災訓練

富岡八幡宮/御本社神輿

特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」
　　　　　　　　 見どころを探る

深川まちのマイスター
開園30周年 木場公園と防災を考えよう

10/21・28、11/4　金曜　全3回  
14:00～15:30
受講料・教材費：3,000円・200円

講師：東京国立博物館 列品管理課長  沖松健次郎ほか

先着順にて

受付中！

© 2001 Studio Ghibli・NDDTM

Packaging Design©2009 Universal Studios． All Rights Reserved． Film
©1995 Universal Studios． All Rights Reserved．

映画上映会・映像ワークショップなど映画を丸ごと楽しむ 2日間！

こうとうキッズシネマフェスティバル映画スケジュール

こうとうキッズシネマフェスティバルワークショップ

大スクリーンで映画をみたり、昔のサイレント映画を活弁と生演奏で楽しんだり、
映画にかかわる体験もできる、こどものための映画祭です。家族で映画を楽しみ
ましょう。「こども映画教室」で制作した作品の上映コーナーや似顔絵コーナー、
紙芝居などもあります。

もっと映画を楽しもう！

映画『アメリ』に登場するピエール＝オーギュスト・ルノワール
『舟遊びをする人々の昼食』1880 ～ 81 年、130.2 x 175.6 cm
フィリップ・コレクション（ワシントンD.C.）

開催日 開演 イベント名

開催日時 ワークショップ 参加対象

10/29
( 土 )

10/29( 土 )10:00 ～ 12:00
　　　　   14:00 ～ 16:00
10/30( 日 )12:30 ～ 14:30

10/29( 土 )10:00 ～ 12:00
10/30( 日 )12:30 ～ 14:30

10/30( 日 )11:50 ～ 12:10

10/30
( 日 )

10:50

14:20

10:00

14:30

12:30

こども映画教室制作作品発表会 ( 無料 )

『千と千尋の神隠し』

『ベイブ』　※日本語吹替え

各参加費 800 円　（要予約・先着順）
10/29 は「こどもが楽しい無声映画」、10/30 は「風の又三郎 ガラスのマント」映画親子観賞券付き

￥

　一般 500 円 中学生以下 100 円 ( チケットなくなり次第終了 )
　※2歳以下のお子様はひざ上無料（大人 1名につき 1名まで）
￥

こどもが楽しい無声映画 ( 生演奏付 )
『おい等の野球』
『忍術千一夜』
『キートンの警官騒動』

こどもワークショップ
「くるくる回して絵が動く！キノーラ作り」
アニメーションの原点、かわいらしい
キノーラを作ります。

親子ワークショップ
「親子でやってみよう！かんたん動画作成」
スマートフォンを使って楽しく作りましょう。
※スマートフォンまたはタブレットをご持参ください。
「35ｍｍフィルム映写機を知ろう！」( 無料 )

各回小・中学生 15 名
※小学 4年生以下は
保護者同伴

各回小・中学生の親子
15 組 (30 名 )

どなたでも

優秀映画鑑賞推進事業
『風の又三郎 ガラスのマント』

土

日
10/30
10/29

2022

『千と千尋の神隠し』

『ベイブ』


