
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。

ただ今、開催中。特別展のご案内

バレエの街プロジェクト
公開講座
～愛と冒険の物語～バレエ『アラジン』の魅力

文化センター英会話講座
受講生募集

第45期 江東シネマプラザ
江東シネマ倶楽部 新規会員募集

森下文化センター

古石場文化センター

日本を代表するバレエ団、新国立劇場バレエ団から主演
を務めた池田理沙子さん、福田圭吾さんをゲストにお迎
えし、指揮者でピアニストの冨田実里さんがピアノを弾き
ながら、魔法のランプをめぐるストーリーで大人気のバレ
エ作品『アラジン』の魅力についてお話しいただきます。

時   4/16（日） 14：00～15：30
場   多目的ホール　対   120名
￥   全席指定 1,000円（江東区民800円）
出    冨田実里（新国立劇場バレエ団指揮者） 
池田理沙子（新国立劇場バレエ団ファースト・ソリスト） 
福田圭吾（新国立劇場バレエ団ファースト・ソリスト）

申   3/10（金）10：00～電話で（先着順） 
森下文化センター 森下3-12-17 
☎03-5600-8666 FAX.03-5600-8677

江東区内8つのセンターで実施する英会話講座
は、2023年度より㈱シェーンコーポレーション
所属の講師が指導します。「楽しく、ためになる
レッスンを通じて一緒に学び上達しよう!」をモッ
トーに指導します。定員を16名に設定し、受講
生に寄り添う英会話講座を目指します。講座内
容や使用するテキストなど詳細をお知りにな
りたい方は、特集ページ4面をご覧ください。

区長特別賞に輝いたのは、コマ漫画の部ジュニア大賞 平沼巧さんの作品「新時代
だ!」です。1/22に開催された授賞式では、ご本人から「『入賞できますように』とい
う強い思いを込めながら頑張って描いたので、その努力の結晶が咲いてくれて、と
ても嬉しいです!」と喜びの声が。審査員の漫画家・山根青鬼先生より「今の時代を捉
え、将来の夢を描いているのが良いです。よく社会を学んでいて頼
もしい。」との講評をいただきました。おめでとうございます!

懐かしい名作の数々を!
今年生誕120周年を迎える、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します。映画を鑑賞でき、うれしい特典がある江東シ
ネマ倶楽部会員になりませんか？

日程 作品名 監督 主な出演（日本語吹き替え声優）

4/22（土） 父ありき  ★ 小津安二郎 笠智衆、佐野周二

5/27（土） 阿弥陀堂だより 小泉堯史 寺尾聰、樋口可南子、北林谷栄

6/24（土） 丹下左膳 百万両の壺 津田豊滋 豊川悦司、和久井映見、野村宏伸

7/22（土） カルメン故郷に帰る  ■ 木下惠介 高峰秀子、小林トシ子、笠智衆

8/26（土） 地下鉄（メトロ）に乗って 篠原哲雄 堤真一、岡本綾、大沢たかお

9/23（土） 放浪記  ★ 成瀬巳喜男 高峰秀子、田中絹代、加東大介

10/28（土） のど自慢 井筒和幸 室井滋、大友康平、尾藤イサオ

11/25（土） ベルリン・天使の詩  ▲ ヴィム・ヴェンダース ブルーノ・ガンツ、ソルベーグ・ドマルタン

12/16（土） 家族  ★ 山田洋次 倍賞千恵子、井川比佐志、笠智衆

2/24（土） 泥だらけの純情 中平康 吉永小百合、浜田光夫

皆様のご支援がこどもたちの未来を輝かせます皆様のご支援がこどもたちの未来を輝かせます

時   4/22（土）～2024年2/24（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（金）10：00～電話・窓口で（先着順） 
※午前の部または午後の部のどちらかを選択 
古石場文化センター 古石場2-13-2 
☎03-5620-0224 FAX.03-5620-0258

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

2022年、財団設立40周年を記念し、財団で生まれ活動中のジュ
ニアグループ5団体（江東少年少女合唱団、ティアラこうとう
ジュニアバレエ教室、ティアラこうとうジュニア
オーケストラ、キッズチアダンス・Sunny Wings、
豊洲こどもミュージカル）が一堂に会した公演を
実施し、その活動を紹介した動画を作成しました。

ご寄附のお願い
江東区文化コミュニティ財団では、次代を担うこどもたちに本物の芸術・文化に触れる機会を
数多く提供し、また、こどもたち自身が表現者となる活動に力を入れています。当財団の活動趣
旨にご賛同いただき、広く文化・芸術を愛するみなさま、財団への寄附を通じて、こどもたちを応
援しませんか。

寄附金の活用例
2018年には江東少年少女合唱団のオリジナル
衣装を作り、コンサートなどで着用しています。

池田理沙子
Ⓒ 新国立劇場バレエ団

福田圭吾
Ⓒ 新国立劇場バレエ団

中川船番所資料館
江戸時代から江戸近郊農村と
して、世界最大の都市「江戸」を
支えた現在の江東区。特別展で
は、江東区における野菜の促成
栽培を中心とした農業の歴史
や江戸三大農学者の著書など
を紹介しています。

時   4/23（日）まで 
9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
￥   大人200円、小・中学生50円
問   中川船番所資料館 
大島9-1-15 
☎03-3636-9091

特別展 「江東の農業」

芭蕉記念館
芭蕉の一門（蕉門）は全国各地
にありますが、芭蕉が江戸に出
てきた時に出来た江戸蕉門は最
初の蕉門です。展示では芭蕉庵
に集まった江戸蕉門の人たち、
芭蕉庵を訪ねた弟子たち、芭蕉
を支えた人たちを紹介します。

時   4/23（日）まで 
9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
￥   大人200円、小・中学生50円
問   芭蕉記念館 常盤1-6-3 
☎03-3631-1448

後期企画展 「芭蕉と江戸蕉門～深川にあった文学サロン～」

はじめやすい料金設定
受講料23,000円（全16回） 90分制

カルナビこども特集号がカルナビこども特集号が
� 発行されました� 発行されました

特典1
全10回の上映会を予
約なし、割引料金で鑑
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

講座検索は
こちらから ▶

自分に合った
クラスで
楽しくレッスンを
はじめよう!

リニューアル

『父ありき』 Ⓒ 1942松竹株式会社

★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）　▲日本語字幕

『カルメン故郷に帰る』 Ⓒ 1951松竹株式会社

上映スケジュール

第18回のらくろマンガ賞
区長特別賞・大賞受賞「新時代だ!」

平沼巧さん（錦糸小5年）

森下文化センター�第18回�のらくろマンガ賞の授賞式が行われました

受賞作品は
こちら▶

『のど自慢』
Ⓒ 1998 ジェイ・シネカノン・東宝・日活・ポニーキャニオン

『家族』
Ⓒ 1970松竹株式会社

『泥だらけの純情』
Ⓒ 日活

『阿弥陀堂だより』
Ⓒ 2002『阿弥陀堂だより』製作委員会

『丹下左膳 百万両の壷』
Ⓒ 2004 SAZEN Partners

『地下鉄（メトロ）に乗って』
Ⓒ 2006 METRO ASSOCIATES

『
放
浪
記
』 Ⓒ

 TO
H
O
 CO
., LTD

.

問   公益財団法人 
江東区文化コミュニティ財団 
管理課 江東区東陽4-11-3 
☎03-3644-8119 
FAX.03-3646-8369

ご寄附をお考えの方、
まずはご連絡ください!

ルーマニアの俳画家・
俳人イオン・コッドレスク氏来日記念講演

『芭蕉とブリューゲル～自然への二つのアプローチ』

芭蕉記念館

日本を代表する俳人・松尾芭蕉と、フランドル（現ベルギー）
を代表する画家・ブリューゲルは活躍した時代や芸術分野
は違いますが、自然を観察し、作品に反映するなど共通点が
あります。芭蕉の俳句とブリューゲルの絵画を鑑賞しなが
ら、俳画家でルーマニア・コンスタンツァ俳句協会初代会長
がふたりが持つ共通点を解説します。

時   4/14（金）14：00～16：00
場   会議室　対  35名
￥   1,000円（資料代含む）
師   イオン・コッドレスク（俳画家、俳人、ルーマニア・コンスタンツァ俳句協会初代
会長、コンスタンツァ・オヴィディウス大学元准教授（美術史・比較芸術））

申    3/10（金）9：00～電話または窓口で（先着順） 
芭蕉記念館 常盤1-6-3 
☎03-3631-1448 FAX.03-3634-0986

イオン・コッドレスク

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。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。

問   管理課広報担当 
☎03-3644-8119

西大島

春の新しい講座がスタートします!江東区の特色を生かしたものから、海外のカルチャーまで。
各文化センターのイチオシ講座が勢ぞろい!ぜひお気に入りを見つけてください。
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Ⓡ 3
3月末
まで

江東区文化コミュニティ財団
LINE新規登録キャンペーン
こかるちゃんオリジナルシールをもれなくプレゼント! こかるちゃん

3/10（金）

3月末まで

古石場文化センター古石場文化センター
不思議がいっぱい!不思議がいっぱい!

きのこのひみつきのこのひみつ

亀戸文化センター亀戸文化センター
ゆかたでおでかけ!ゆかたでおでかけ!

江東区江東区

総合区民センター総合区民センター
ご当地料理探訪ご当地料理探訪

パート3パート3

東大島文化センター東大島文化センター
美文字美文字

ペン字講座ペン字講座

砂町文化センター砂町文化センター
はじめてのはじめての
フランス語フランス語
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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

江東区文化センター
リニューアルオープンイベント!

「春のぶんか祭」3/12（日）開催
お待たせしました。12月からの改修工事を終え
て江東区文化センター再オープンしました。リ
ニューアルオープンイベントとして「春のぶんか
祭」を開催します。今回は岩手県大槌町との交流
イベントを開催します。そのほかにもKOTO街
かどアーティストのパフォーマンスショーや、講
座「ジュニア・ダンスミックス」の舞台発表＆体験
レッスン（要予約）、オリジナルグラス作りワーク
ショップなど江東区文化センターならではのイベ
ントを開催します。イベントの内容、時間や参加予
約等についてはお問い合わせください。
時 ���3/12（日）�
10：00～16：00

場 ��展示ロビーほか　
申 ��電話・窓口で
◆	岩手県大槌町との交	
流イベント

〇岩手・三陸物産展　
ホタテの浜焼き等三陸の美
味いモノ集めました。

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。今回は大道芸
人JTがやってきます。け
ん玉パフォーマンスをお
楽しみください。
Would�you�like�to�
experience�traditional�
children’s�games�and�
pastimes.
Street�performer�JT�is�
coming�next�time.
Please�enjoy�Kendama�
performance.
On�Saturday,�18th.�Mar.�
14：00～16：00�at�the�
Toyosu�Civic�Center�
Gallery.
時 ��3/18（土）14：00～16：00　
場 ��1階ギャラリー�
申 ��当日直接会場へ（先着順）

亀戸フェスティバル 
3/12（日）開催
カメリアホールでの
ステージライブや事
前予約制の体験教室
を開催します。当日
参加できる似顔絵教
室やおもちゃ病院、1
階では作業所による
まごころ市もありま
す。詳細はお問い合わせください。
時 ��3/12（日）10：00～16：40
場 ��カメリアホールほか　申 ��電話・窓口で

春の釣具コーナー「渓流竿」
ヤマメ、イワナなどの渓流釣り
に使用する江戸和竿を展示し
ます。
時 ��3/14（火）～5/21（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

特別展「江東の農業」
ミュージアムトーク
展示について担当職
員が解説します。
時 ��4/15（土）�
①13：00～13：30�
②14：30～15：00

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）
申 ��電話・窓口で（3/15（水）9：00～先着順）

着物DE江戸の町 ～着付け体験～
レンタル着物を着て江戸情緒あふれる展示室を
見学してみませんか。足袋と和装下着（タンクトッ
プ、スパッツ可）をお持ちください。
時 ��4/8（土）�
11：00～16：00

場 ��常設展示室
対 ��身長140cm以上�
※こども：要相談

￥ ��3,500円�
※�事前予約�
500円引き

申 ��ぎゃらりーひまわり�渡辺多充子（和服・着物着
付けこんしぇるじゅ）03-5809-8841または、深
川江戸資料館まで

伝統芸能公開「浪曲」
江戸時代の町並みを再現し
た展示室の中で当時の文化
や芸能にふれてみませんか。
「浪曲はいわば日本のミュー
ジカル」を信条に、夫婦二人
三脚で紡ぐ浪波節・浪曲。ぜ
ひお気軽に足をお運びくだ
さい。
時 ��4/22（土）�
14：00～14：30　

場 ��常設展示室火の見やぐら前
￥ ��観覧料に含む
出 ��東家一太郎、美（みつ）
申 ��当日直接会場へ�
※定員超の場合は入場制限あり

後期企画展
「芭蕉と江戸蕉門 ～深川にあった文学サロン」
ミュージアムトーク
展示のみどころを担当職員が解説します。この機
会に展示を何倍も楽しんでみませんか。
時 ��3/26（日）、4/16（日）14：00～�
※内容は各回同じ

場 ��2階展示室　対 ��各回10名
￥ ��大人200円、小・中学生50円（観覧料）
申 ��電話・窓口で（先着順）

第2土曜日はジュニア俳句教室
時 ��4/8（土）9：30～11：30�
※9：20集合

場 ��研修室　
対 ��小学生20名
￥ ��無料
内 ��俳句を作ってみよう

第22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。

ティアラこうとう
ホールボランティア募集
公演運営の現
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。
参加にあたり、
事前研修会に
ご参加いただき
ます。
時 ��5月から翌年3月まで、年間20回程度
場 ��ティアラこうとう大ホール　ほか
対 ��18歳以上の区内在住・在勤・在学の方。若干名。
　※�事前研修会の日程はティアラこうとうホーム
ページをご確認ください。

￥ ��無料

「日本画教室」作品展

日本画教室受講生の皆さんによる作品展です。佐
藤孝先生のご指導のもと、力作が揃いました。ぜ
ひ、ご覧ください。
時 ���3/11（土）～17（金）9：00～21：00　�
※最終日は18：00まで

場 ��展示ロビー　￥ ��入場無料
申 ��当日直接会場へ

時 ��3/12（日）10：00～16：00
　（商品がなくなり次第終了）
場 ��江東区文化センター沿い�コミュニティ道路
〇東北大震災からの復興～大槌町～写真展
震災からの復興、
そして三陸の現
在（いま）を写真パ
ネルでお伝えし
ます。（開催中～
3/23（木）まで）
時 ��9：00～21：00
　※3/13（月）は休館日
場 ��2階展示ロビー　￥ ��入場無料
〇「江東少年少女合唱団」＆
　キッズコーラス「あぐどまめ」
大槌町から「あぐどまめ」の皆さんがビデオレター
で歌声を届
けてくれま
す。江東少年
少女合唱団
が発表する
歌声ととも
にお聴きく
ださい。
時 ��3/12（日）12：00～12：30
場 ��3階レクホール　￥ ��入場無料
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で行われる豊洲
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。
時 ��3/19（日）10：00～15：00
場 ��1階ギャラリー
申 ��当日直接会場へ�
（先着順）
◆	アルファベットビーズの
ストラップ作り

アルファベットビーズと色々
なビーズを使いストラップ
を作ります。自分だけのオリ
ジナルストラップを作ってみませんか。
対 ��どなたでも（未就学児保護者同伴）
￥ ��800円
◆アロマスプレー・アロマヘアスプレー
天然精油をブレンド
しお好みのスプレー
を作ります。ヘアス
プレーは保湿ツヤの
でるシルクエキス入
りです。
対 ��どなたでも
　（小学2年生以下保護者同伴）
￥ ��各400円

トルコ共和国建国100年記念
トルコ映画祭 in 江東
記念イヤーにバラエティ豊かなトルコ映画祭を開
催します。トルコにすむ猫たちが楽しいドキュメンタ
リー映画『猫が教えてくれたこと』をはじめ、コメディ
ありアクションありの充実ラインナップです。当日
はトルコに関する物
品販売や猫の写真展
示なども開催します。
イベントについては
入場無料ですのでぜ
ひお越しください。
時 ��5/13（土）、14（日）

※�筆記用具をお持ちください。保護者の方は必ず　
受付までお越しください。要送迎。

申 ��電話・窓口で（3/10（金）9：00～先着順）

芭蕉ゆかりのまちあるき（北コース）
「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
イドと歩きます。
時 ��4/15（土）�9：30～12：00
場 ��都営新宿線森下駅地下改札前集合（A3出口おり
た正面・地上出口ではありません）

対 ��10名
￥ ��500円（保険代、資料代）
ルート ��北コース〈都営新宿線森下駅改札口（集合）

―長慶寺―要津寺―新大橋―隅田川テラス
―芭蕉庵史跡展望庭園―芭蕉記念館（解散）〉

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

時 ��3/12（日）～31（金）
　�9：00～21：00
場 ��展示ロビー
￥ ��入場無料
申 ��当日直接会場へ
※�砂町文化センターでは俳
句を楽しむ講座を毎年実
施しています。春は俳人の今井聖さんを講師に
「俳句のダンディズムの変遷～『男の俳句』の矜
持と韜

とう

晦
かい

～」を開講します。詳細は特集ページ2
面をご覧ください。

内 ��ホールコンサートやイベントで、パンフレット
配付や会場案内の業務補助を行っていただき
ます。

申 ��電話・窓口で　締 ��3/31（金）

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
2023年度前期団員募集 練習見学会

「合奏を楽しもう!」を合言葉にティアラこうとうで
練習しています。9月の定期演奏会に向けて、一緒
に音楽を奏でませんか。
時 ��5月～9月の土または日曜�18：00～20：30
場 ��大ホールほか
対 ��小学4年生（ヴァイオリンは小学3年生～）～大
学2年生の楽器経験があり楽器を持参できる
方。ヴィオラ、チェロ、コントラバス�ほか。

￥ ��前期15回　31,050円（教材費込み）
申 ��ティアラこうとう、各文化センターに備付のチ
ラシ（オーディション申込書）に記入し、窓口へ。
後日オーディション日程を調整します。

［練習見学会］3/12（日）18：00～ティアラこうとう
大ホール。入団希望者が対象です。直接会場にお
越しください。

KOTO街かどアーティスト
お披露目パフォーマンスショー
2023・2024年度にむけて、
新規にアーティストの登
録・審査を行いました。一次
審査を通過したアーティス
トが、皆様の前で様々なパ
フォーマンスを披露します。
時 ��下表参照
場 ��談話ロビー�ほか
￥ ��入場無料
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 ��5/28（日）、
　7/9（日）
　10：00～15：00
場 ��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（1区画は概ね180cm×180cm。長机2本、
椅子2脚を用意します）

◆申込方法（共通）
申 ��江東区内各文化センターに設置の応募用紙に記
入のうえ、豊洲文化センター窓口またはFAXで
提出。

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

場 ��大研修室�ほか　対 ��6歳以上
￥ ��全席自由�500円～1,000円（下表のとおり）
申 ��電話・窓口で（3/10（金）10：00～）

主催 ��NPO法人日本トルコ交流支援ミーライン

現在の大槌町の風景

マスター

Performer�AI

キッズコーラスあぐどまめ

日付 12：00～12：30 12：30～13：00

3/12（日）

金魚姫（スタチュー）、
Performer�Ai（ジャグリング）、
フラメンコグループ
Las�Perlitas（フラメンコ）

KEIKO（アコーディオン）、
音姫金魚
（スタチュー・グリーティング）

3/14（火）サンキュー手塚（ストリートパフォーマンス） komatan（コマ）

3/15（水）神田�伊織（講談） 虹たまや（しゃぼんだま）

3/16（木）マスター（ジャグリング） gazp（バンド）

3/19（日）アメノシズ（パントマイム） TaKe（ジャグリング）

3/21（火）ミッシェル（ヨーデル） 歩（パントマイム）

3/22（水）仮面舞踏塾（ダンスショー） ミホウ万華鏡
（南京玉すだれ、傘回しほか）

3/23（木）BURI♡CAMA（ダンスパフォーマンス）
YUKI
（マジックとローラーバランス）

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

江東区
文化センター 

岩手・三陸物産展

大道芸人JT
Street�performer�JT
kendama�performance

しゅうじ（Calligraphy）

アルファベットストラップ

アロマスプレー

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

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

ティアラ
こうとう

小ホールでの受付の様子

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

東大島
文化センター 

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

豊洲
文化センター 

ギャラリーでの豊洲手作り市

昨年の作品展より

自主グループ・利用グループ
合同成果展

日ごろ、総合区民センターで活動しているグルー
プによる成果作品展です。

時 ���9：00～21：00�
※各会期とも最終日は14：00まで

場 ��2階展示ホール
￥ ��入場無料

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

総合
区民センター 

前回の合同成果展より

展示「渋沢栄一と江東」
日本に近代的経済社会
の基礎を築いた渋沢栄
一。深川区会議長も務
め、江東区の近代的発
展に貢献しました。来
年には新一万円札の顔
となることが決定して
います。そんな渋沢栄
一と江東区の関わりを
紹介しています。
※�フォトコーナーで写真
を撮ってSNSにアッ
プした方に記念品プ
レゼント

時 ��開催中～3/14（火）9：00～21：00�
※�最終日は15：00まで

場 ��展示ロビー　￥ ��入場無料　申 ��当日直接会場へ

古石場2-13-2 1・3
☎ 03-5620-0224
FAX.03-5620-0258

古石場
文化センター 

渋沢栄一（渋沢史料館所蔵）

写真①�「猫が教えてくれたこと」
 Ⓒ�2016_Nine_Cats_LLC

写真④�「ハッピーエンドができるまで」

写真②�「愛は偶然を越えて」

すべて日本語字幕上映／開場は上映開始30分前／当日券は各200円増�※トルコ震災被災支援のための募金箱を設置します。

写真③�「カラタイ�～セルジューク最後の英雄」

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

芭蕉
記念館

雪中庵関係石碑群（要津寺）

渓
流
竿

時間 5/13（土） 5/14（日）

11：00
上映開始

「エスキア～山賊」
人間ドラマ・アクション／122分／500円

「カラタイ～セルジューク最後の英雄」写真③
歴史ドラマ／118分／500円

14：00
上映開始

「猫が教えてくれたこと」写真①
ドキュメント／80分／1,000円

「猫が教えてくれたこと」
ドキュメント／80分／1,000円

17：00
上映開始

「愛は偶然を越えて」写真②
恋愛ドラマ／118分／500円

「ハッピーエンドができるまで」写真④
恋愛コメディ／109分／500円

カメリアホールステージライブ出演スケジュール
10：15 Kids�Wings/STARRY�WINGS

10：30 Hikina＆Komohana

11：00 FUNKY�KNIGHTS

11：30 プアナニ髙橋ハワイアンフラカメリア

13：00 朗読の会　音夢

13：30 WILD�KIDS

14：00 日本舞踊若柳流若葉会

14：40 La�chou-choute

15：10 ダンス・アソシエイションCON

15：40 マーキュリアス合唱団

16：10 Ma-LYN

森下ものづくりカフェ参加者募集
つまみ細工で作る
チューリップのイヤーアクセサリー
つまみ細工で作る、ゆらゆ
らと揺れるチューリップの
イヤーアクセサリーです。
手染めの正絹の素材を使
い、自分だけのオリジナル
アクセサリーを作りましょ
う。金具はピアスかイヤリ
ングを選べます。収納ケー
ス付き。
時 ��4/16（日）�①10：00～�②14：00～（約2時間）
場 ��エントランス　対 ��小学5年生以上各回8名
￥ ��3,500円　師 ��菊野恵（ハンドメイド・クリエイター）
申 ��電話・窓口で（3/10（金）9：00～先着順）

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

森下
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

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

中川船番所
資料館

まごころ市

見どころを丁寧に解説します

展示室観覧料
大人400円、小・中学生50円 ※中学生以下は保護者同伴

着付け体験しませんか

東家一太郎、美

チューリップのイヤリング

会期 出展団体名

①�3/19（日）�
～25（土）

凱藝源画室、絵てがみの会あかね会、
絵てがみ�あゆみの会

②�3/26（日）�
～4/2（日）

和布による小物づくりグループ、
パッチワークモアイクラブ、
絵てがみの会「萌」、クレイスペース
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　ダンス

イ□定例ダンスパーティ 時□3/26㈰13時
〜16時 場□（文）レク ￥□1,000円 マスク・検
温・手指消毒あり。ミキシング・トライア
ル実施、上級者も多数参加、踊れます。
江東区ダンススポーツ連盟
☎︎3647-5944 高橋
■ヒップホップジャズ ダンスは楽しく元
気にかっこ良く 時□㈬㈮16:50 1・2年、
17:45 3・4年、18:30 5・6年、19:30 中学
以上、㈮16:00 ㈯15 :00 園児、㈯15:50
3・4年、17:00 健康 場□東大島 無料体験あ
ります。今すぐ ☎︎090-5441-9818 川上
■ヒップホップジャズ 健康に楽しく踊っ
てリフレッシュしよう 時□㈮9:15 経験者、
10:45 基礎 場□（砂） 無料体験有。体を動
かす時は今 ☎︎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

　芸術

■ 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

（雛菊や靴音で知る週始め　博子）
初回体験無料 ☎︎3645-0417 三上・宛
■アトリエ楽土窯陶芸教室  時□㈬㈭㈯
10:00〜12:30  13:30〜16:00 17:30〜
19:30（週1回 月4回） 場□大島2-39-7 入□
3,000円 月□7,000円（材料費込） 焼成代
別 1日体験もあります（2,000円）
☎︎3681-1152 岡本

　音楽

イ□60代からのらくらくピアノ体験会
初めてでも大丈夫。憧れのグランドピア
ノ、グループレッスンで始めてみませんか。
無料 時□3/16、4/6、4/20㈭11:30〜12:30
場□島村楽器亀戸店 ☎︎3684-3370
イ□下町のうたごえ 懐かしい童謡唱歌・
叙情歌・歌謡曲などピアノ伴奏で全員
で歌います。65才以上の方歓迎 時□3/22
㈬ 4/12㈬ 4/26㈬ 14時〜16時 場□（亀） 2F
￥□1回500円 ☎︎5627-5686 伊藤
■亀戸カラオケ 習いごとスタートして人生
を健康に楽しむことを応援します 時□毎
日12〜21時 場□亀戸駅1分 ￥□1回2,000
円  無料体験あり ☎︎3636-6772
■歌声  時□毎週㈫14〜16時 場□住吉駅
1分歌声ニド ￥□1,000円飲み物付童謡
唱歌抒情歌ロシア民謡歌謡曲等ピアノ
伴奏で皆で歌います ☎︎3635-1662 村上

■カタヤマVOCAL塾 ヒット曲をご一緒
に歌いましょう！ボイストレーニングも
充実。シニア歓迎。日本橋三越カルチ
ャーサロン講師が丁寧指導。時□隔週
㈭19:15〜20:45 ㈫14 :00〜15:30  場□
（文） （テ） 月□4,500円 ☎︎5609-8949 気軽に！
■ 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
場□西大島 ￥□1,500円で実感。お気軽に!
☎︎5609-8949 ヴォイスマン
■ファイン☆スターズ ミュージック
65〜80代以上、フレイル予防講座。
口腔体操、健康体操、歌、発声 時□4/6㈭、
14㈮、25㈫、28㈮ 10:30〜11:50  場□（亀）
2F 月□2,900円（2回分） マスク着用。
☎︎5628-6038（お問い合わせ）
■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4/27豊洲で発表会
☎︎080-2009-9601 半田
■ピアノ教室 楽しくレッスンしましょう
場□東陽4 対□3才〜シニア ※見学可
☎︎090-1613-5197 マスミ音楽教室
■ギター会江東  時□第1㈯10〜11時 場□
（文） ￥□1 ,000円 対□初心者 ギター始め
てみませんか。女性講師の指導あり。
☎︎070-9037-5215 宮川明ギター教室
■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

　スポーツ

■永代ヨガ教室 中高年向け、膝や腰に
やさしい調整体操と簡単ヨガ。ゆった
り楽しく血流・体力・代謝UP 無料体
験アリ 時□㈯㈰9:30〜11:00 ㈬10 :30
〜（全5クラス 各60分） 場□永代集会所
月□4,300円 ☎︎080-3388-5268 細井
■ お腹ひきしめエアロ・振付エアロ
時 場□□㈭（豊）お腹ひきしめ ㈬（古）振付エア
ロ、どちらも10:00〜11:00 入□3 ,000円
月□3 ,000円 対□どなたでもお気軽にご
参加下さい。☎︎090-9398-1885 土手
 e  hiroe0358@icloud.com
■太極拳葦の会  時□原則毎週（月3回以
上）㈰10時〜11時半 場□（亀）6F和室 月□
3 ,000円 初心者歓迎、楊名時太極拳
サークルです。e  taikyokukenn_shirai 
@yahoo.co.jp ☎︎090-3595-0089
■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

　学習

イ□江東区後援:講演会7カ国語で話そ
う 時 場□□3/18㈯14〜16時（文） 3/21㈷・㈫
10〜12時（亀） 4/1㈯18:30〜20:30（森）
対□0才〜ご家族で。希望日前日正午迄
要申込 ☎︎0120-557-761 or ヒッポファ
ミリークラブHPより
■話し方サークル明話会 時□第2・第4㈭
19時〜21時 場□（総） 月□2,000円 人前に立
つと緊張してうまく話せない、人間関
係に悩んでいる方などにおすすめの講
座。3分スピーチの実習あります。見学
大歓迎  e  yuezi555@hotmail.co.jp
■黄文藍中国語教室 入門〜上級 時□㈪〜
㈯ 場□東陽町駅1分 ￥□3ヵ月16,000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
■韓国語講座 東大島で入門無料クラス
5月土曜に新規開講。西大島や森下で
も他レベル開講中。無料体験可。詳細
はホームページをご覧ください。
場□（東） （総） （森） ☎︎080-5426-3950 日韓ライ
フネット  担当 吉田 HP nk-life.net
■ 英語国語塾 場□北砂4 砂町銀座0分
入□0円  月□初月0円、6,000円〜 体験無料
 新小五対象英語クラス 火曜17:30 そ
の他のクラスはお問合せください
 e  yoshienglish2019@gmail.com
☎︎090-1760-4376 池田・東間
■60代70代 の ゆっくり初 級 英 会 話
時□㈭13：00〜14：10 場□（総） 月□6,000円 
ライノ英語クラブ ☎︎3645-6548
■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人迄個人も同額可 ☎︎090-1127-1141

■こども英会話BIGFOOT  時□10 :00〜
10:45  場□（森） ￥□1 ,500円/回 対□4才 〜
USA出身の講師と英検Jr.の勉強 鈴木
e  bigfootenglishschool@gmail.com

■英検・TOEIC集中学習 有名英語学校
の講師による実践的授業 場□森下 ￥□1回
60分3,000円 対□年齢不問  e  english
@mixbuzz.com  ☎︎090-4209-1558
■英会話 時□4/19㈬新開講 初級㈬10:30
〜11:20。中級㈬11:40〜12:30 場□木場、
豊洲 月□3 ,000円 月2回。初級㈭午後開
講中 講師TOEIC900点  e  np2022en
glish@gmail.com お問い合わせ下
さい。塩浜英会話倶楽部

　趣味

■思い出の着物、自分で着られる様に
楽しく練習しませんか？  時□㈯午前 
場□亀戸 ￥□全9回7,500円 入□2 ,000円
☎︎090-2213-7273（18:30〜担当 塚田）

■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
■あなたのサイズで着物が縫える 時□㈬
・㈯10時〜12時 場□（総） 各コース月2回
入□2,000円 月□3,500円 ☎︎3640-4196 斉藤

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
3/17㈮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□3/18㈯13:30〜
17:00 場□（総）第5会議室 対□高校生及び
保護者 申込は HP https://www.singa
kuouen.jpで予約受付 ☎︎5050-2161

イ□「遺言・相続・外国・ビザ すまいる相
談会」無料 時□3/25㈯13:30〜16:30 場□
砂町文化センター第2会議室（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
イ□遺言・相続無料相談会 時□4/5㈬ 
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□セミナー「考えてみようお金のこと」
 時□4/16㈰13:30〜16:30 場□（豊）第2研修
室（要予約） ￥□1 ,000円（資料代） お金
の知識、管理、運用の基本を学びませ
んか？  e  fp.life.concierge.aqua@
gmail.com ☎︎080-7844-0533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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☎03-6659-6012

公演情報紙の送付

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

3/25（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

ツイッター

ホームページ

〈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

深川江戸資料館 芭蕉記念館 中川船番所資料館

ミュージアム
カレンダー

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） 観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）

5
月

3
月

4
月

後期企画展
「芭蕉と江戸蕉門
  ～深川にあった文学サロン～」
（開催中）4/23（日）まで

特別展
「Basho Oh（ばせを翁）!
  ～芭蕉の肖像～」
4/27（木）～9/10（日）

特別展「江東の農業」
（開催中）4/23（日）まで

冬の釣具コーナー「タナゴ竿」
（開催中）3/12（日）まで

春の釣具コーナー「渓流竿」
3/14（火）～5/21（日）

企画展示
「江戸和竿の歴史と
  釣具コレクション展」
4/26（水）～7/23（日）

江戸庶民の年中行事再現
「雛節句」
（開催中）3/10（金）まで

※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
展示コーナー ☆

講座・自主グループ合同成果発表展「小さなギャラリー」 主

型紙いらずの着物リメイク研究会 3/26（日）～4/1（土） 9：00 15：00

□ 江彩会（水彩画サークル） 3/26（日）～4/1（土） 9：00 15：00

聖山会（水墨画） 4/2（日）～8（土） 13：00 15：00

□ 江東きりえの会 4/9（日）～15（土） 9：00 15：00

□ 鎌倉彫文月会 4/9（日）～15（土） 9：00 15：00

森下文化センター
展示コーナー ★ 成果発表展「マンガの描き方講座」 主 3/12（日）～4/2（日） 9：00 21：00

古石場文化センター
展示ロビー ★

展示「渋沢栄一と江東」 主 （開催中）～3/14（火） 9：00 15：00

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 4/2（日）～8（土） 9：00 14：00

□ 公文書写 古石場教室、土画の会 4/9（日）～15（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 ☆

第41回障害者作品展 （開催中）～3/10（金） 9：00 15：00

豊洲ぼうさいフェスティバル2023 3/11（土）～12（日） 10：00 17：00

外国人のための日本文化体験 主 3/18（土） 14：00 16：00

豊洲日曜にぎわい市 主
手作り市・手作り体験教室・包丁砥ぎ・おもちゃ病院
（包丁砥ぎ、おもちゃ病院は12：00まで。整理券なくなり次第受付終了）
豊洲ギャラリーピアノ 主（雨天・強風時中止）

3/19（日） 10：00 15：00

江東区宙と水辺のコミュニティ 3/29（水）～4/2（日） 10：00 21：00

亀戸文化センター
2階展示ロビー ☆ みづぬるむ ～人物スケッチ会絵画展～ 3/20（月）～26（日） 12：00 16：30

東大島文化センター
展示ロビー ★ 「日本画教室」作品展 主 3/11（土）～17（金） 9：00 18：00

砂町文化センター
展示ロビー ★ 第22回石田波郷記念「はこべら」俳句大会　受賞作品展 主 3/12（日）～31（金） 9：00 21：00

総合区民センター
展示ホール☆

第30回江東区国際交流のつどい 3/12（日） 11：00 16：00

自主グループ・利用グループ 合同成果展 主 3/19（日）～4/2（日） 9：00 14：00

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

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チケットのお申込み・お問合せ

指揮／高関健（常任指揮者）　ヴァイオリン／山根一仁
曲目／ ブリテン：シンフォニア・ダ・レクイエム 作品20 

ベルク：ヴァイオリン協奏曲、オネゲル：交響曲第3番 「典礼風」

第360回
5/10（水）19：00開演

指揮／藤岡幸夫（首席客演指揮者）　ピアノ／務川慧悟
曲目／ シベリウス：悲しきワルツ 作品44、グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 

吉松隆：交響曲第3番 作品75

第361回
6/9（金）19：00開演

指揮／秋山和慶
曲目／ リャードフ：交響詩「キキーモラ」 作品63 

スクリャービン：交響曲第4番 作品54 「法悦の詩」 ほか

第362回
7/7（金）19：00開演

江東区文化センター
無料コンサートのご案内

3/10（金） 出演／ 宇賀神朋子（ヴァイオリン）、川口暁子（フルート）、鶴岡亜紀（ピアノ）

3/17（金） 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）

3/24（金） 出演／ 渕田嗣代（ソプラノ）、板谷潔（ピアノ）

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2階談話ロビー　時間／12：00～（約30分）

プロムナード・コンサート

【対象】   登録番号（8桁）の先頭番号が2の方（有効期限：2023年3月31日（金））　例）20011080
4月1日（土）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うえ、各施設の窓口にてお手続きくだ
さい。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（www.kcf.or.jp）からも
ダウンロードできます。

【受付期間】 3月31日（金）まで
【問い合わせ】  公益財団法人江東区文化コミュニティ財団管理課（〒135-0016 東陽4-11-3） 

☎03-3644-8119（土日祝日を除き、AM9時〜PM5時まで） FAX.03-3646-8369

施設予約システム利用者登録は、
3年に一度、再登録が必要です

第2土曜日は
ジュニア俳句教室

ゆ
る
ゆ
る
と
と
け
て
し
ま
っ
た
ゆ
き
だ
る
ま
（「
ゆ
き
だ
る
ま
」・
冬
）�

�

小
学
１
年�

田た

中な
か

祥よ
し

元は
る

ね
ず
み
も
ち
あ
お
く
て
ち
っ
こ
い
み
が
い
っ
ぱ
い
（「
ね
ず
み
も
ち
」・
冬
）�

�

小
学
３
年�

竹た
け

内う
ち

晴は
る

香か

と
お
せ
ん
ぼ
ス
ズ
メ
ハ
ト
ハ
ト
寒
い
朝
（「
寒
い
」・
冬
）�

�

小
学
４
年�

酒さ
か

井い

美み

遥は
る

は
く
さ
い
を
こ
っ
そ
り
の
こ
し
マ
マ
お
こ
る
（「
は
く
さ
い
」・
冬
）�

�

小
学
４
年�

田た

中な
か

伸の
ぶ

幸ゆ
き

こ
が
ら
し
や
水
彩
都
市
の
芭
蕉
句
碑�

（「
こ
が
ら
し
」・
冬
）�

�

小
学
５
年�

安や
す

雲く
も

龍り
ゅ
う
哉や

今月は1月14日開催分のこどもた
ちの作品をご紹介します。
1月はお正月らしく俳句カルタを
作り、作ったカルタで遊びました。

江東区内で文化・学習活動を行っている団体・サークル・教室・講座の情報を掲載しています。
お問い合わせは直接各団体の問合せ先へ。



2023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。
□4/15（土）、9/9（土）、11/23（木・祝）、2024年1/27（土） 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

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 6歳 以上
2023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
■ ティアラこうとうジュニアオーケストラ スプリングコンサート 4歳 以上

□3/19（日）　□14：00開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由・要予約
指揮／山上絋生
曲目／�チャイコフスキー：「白鳥の湖」組曲より、�

ブラームス：大学祝典序曲、エルガー：威風堂々第1番�ほか
申込み／�ティアラこうとうチケットサービス�

☎03-5624-3333

■ 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団公開リハーサル 6歳 以上
□4/14（金）　□12：00開始　□ティアラこうとう大ホール　□全席自由
指揮／高関健
常任指揮者�高関健が指揮する東京シティ・フィル定期演奏会リハーサルの模様をご見学いただ
きます。クラシックの名曲が作られていく過程を、どうぞお楽しみください。
申込み／ティアラこうとうチケットサービス�☎03-5624-3333

●ご招待
■ 東京ブラスソサエティ 第47回定期演奏会　ブラスバンドの原点を求めて 6歳 以上

□5/20（土）　□14：00開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由
ブリティッシュスタイルの金管バンド「東京ブラスソサエティ」
のコンサートに江東区内在住・在勤・在学の方、100組200名を
招待します。
申込み／�往復はがきに①住所�②氏名�③電話�④希望人数（2名ま

で）を記入し、右記まで�〒135-0002�江東区住吉2-28-36ティアラこうとう東京ブラス係（締切3/25（土）必着）

Ⓒ�上野隆文

発売中の公演
3/11土

12：00、16：00開演
中村勘九郎 中村七之助 春暁特別公演2023  残席僅か  6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定�S席8,800円�A席6,800円�B席4,800円

3/12日
14：00開演

第24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）

3/15水
12：00開演

東京シティ・バレエ団 ワンコイン・バレエ・レクチャー  4歳 以上

□江東区文化センターサブ・レクホール　□全席自由�500円

3/17金・18土
・19日

深川とっくり座 公演52回目 丹青の「水屋の富」
□17日 19：00開演、18日 14：00、19：00開演、19日 14：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由�3,000円（当日500円増）　中学・高校生2,000円　小学生以下1,500円

3/18土
14：15開演

上方落語 九雀亭　ゲスト／金原亭馬久  6歳 以上

□亀戸文化センター和室　□全席自由�2,500円（当日500円増）

3/18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3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

3/22水
19：00開演

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団  6歳 以上

アンサンブルシリーズVol.2～ピアノ五重奏～
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定�1,000円

3/25土
11：30、15：30開演

島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2023  6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定�S席7,000円�A席5,000円

3/25土
15：00開演

ふれあいこどもまつり 劇団ぱれっと「星の王子さま」
□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）�※2歳以下ひざ上無料

3/26日
15：00開演

ふれあいこどもまつり 蒼い企画「O
　オ　デ　オ　ン　

DEON」
□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）�※2歳以下ひざ上無料

4/8土
16：00開演

八神純子 Live キミの街へ ～for all living things～  6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定�6,500円

4/8土
18：00開演

Viva la Musica 2023 神谷満実子 Spring Concert Part.15  6歳 以上

オペラでs
シ ョ ー

how おはなしで笑
ショー

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定�4,500円

4/15土
15：00開演

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団  6歳 以上

第73回ティアラこうとう定期演奏会
□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�各席200円引）

4/16日
16：00開演

韓国伝統芸術公演「歌・舞・楽」風流  6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定�4,000円

4/21金
19：00開演

ティアラ JAZZ LIVE 2023  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.33
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定�4,300円

4/22土・23日
14：00開演

第46回 江東オペラ公演 歌劇「ファウスト」（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

4/23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（当日各500円増）�※2歳以下無料（要チケット）

5/13土
14：00開演

林家正蔵・たけ平 親子会 其の六  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日
16：00開演

和太鼓 東京打撃団  4歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定�4,000円

5/25木
14：00開演

喝采をあなたに 大月みやこ・伍代夏子・香西かおり 歌謡ビッグステージ2023 6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定�7,000円

5/27土
15：00開演

柳家花緑の落語バレエ「くるみ割り侍」 −バレエ「くるみ割り人形」  4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定�3,500円　江東区民3,300円

上方落語 九雀亭 6歳 以上

4/8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／三遊亭楽花山

桂九雀 三遊亭楽花山

ティアラこうとうジュニアバレエ団 4歳 以上

第17回発表会「バレエ・コンサート」
5/5金・祝 　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 2,000円
今年の発表会は、8つのヴァリエーションからなる「ブリリアント・プロローグ」と、古典バレエ「コッペリア」をお楽しみい
ただきます。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。
構成・演出・振付／石井清子　指導／東京シティ・バレエ団
出演／ティアラこうとうジュニアバレエ団　ゲスト／春野雅彦、渡部一人、西澤一透、大川彪（東京シティ・バレエ団）

Ⓒ�鹿摩隆司

寄席 都笑亭 vol.139 6歳 以上

4/21金　□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）／たちばな家半志楼、狐々亭さえの助、河内家るぱん、久寿里菊之助

舞踊作家協会 連続公演第228回 6歳 以上

五月人形を踊る!
5/2火 　□18：30開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由 3,000円　江東区民2,800円
バレエ、現代舞踊、舞踏、日本舞踊など様々なジャンルの舞踊家が「五月人形」
を踊ります!芸術監督は雑賀淑子です。
出演／尾上墨雪、加藤みや子、Dohriki（動力）、花柳かしほ、サイガバレエ 尾上墨雪

第25回東大島亭 三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会 6歳 以上
5/13土 　□14：00開演
□東大島文化センター第1和室
□全席自由 2,000円（当日300円増）
注目の若手が隔月で開催する落語会「東大島亭」。今回は三遊亭
ふう丈と港家小ゆき（浪曲）の二人会です。熊本県出身の二人に
よる落語と浪曲をお楽しみください（全席椅子席）。
出演／三遊亭ふう丈、港家小ゆき、沢村理緒（曲師） 三遊亭ふう丈 港家小ゆき

沢村理緒

THE 伝統芸能 素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃 6歳 以上
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5/31水 　□19：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席指定 2,500円　江東区民2,300円
太夫の竹本千歳太夫と三味線の野澤錦糸 ふたりがお届けする素浄瑠璃。宝暦七
年（1757）に大阪竹本座で初演、近松の「平家女護島」（1719）の改作ですが、江戸
期にはこちらの方が主流に。流罪になった俊寛は、鬼界ヶ島から密かに帰還し、
山賊の頭領になっていた…という物語。解説と対談付きで分かりやすくお届け
します。
出演／竹本千歳太夫（太夫）、野澤錦糸（三味線） 竹本千歳太夫 野澤錦糸

社会風刺コント集団 6歳 以上

ザ・ニュースペーパーLIVE 2023
6/3土 　□14：00 開演、17：30 開演
□亀戸文化センターカメリアホール　□ 全席指定 4,800円
政治、経済、事件、芸能…etc。時代を狂わす出来事も「笑いと批判」でぶった斬る! 
ザ・ニュースペーパーのライブでしか見られないコントをお見逃しなく!

東京シティ・フィルPresents
コンサート・バンビーニVol.17
6/10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 

※2歳以下ひざ上無料
東京シティ・フィルの楽団員が演奏し、東京シティ・バレエ団のダンサーが踊ります。    
0歳から、赤ちゃんも入場OK!（公演時間は約45分）

2022年度の公演より

0才からのジャズコンサート
～Kuni Mikami from New York～
6/10土 　□10：30開演、13：30開演、15：30開演
□総合区民センターレクホール
□ 全席自由 1,700円 

こども（0歳～小学生）300円（当日各300円増）
ニューヨークで活躍するピアニストによる赤ちゃんから大人まで楽しめる本格ジャズコンサート。NYのベテランピアニ
スト、クニ三上が率いるトリオによる演奏で、ジャズの名曲のほか、クラシックやアニメ曲もジャズで演奏します。赤ちゃ
ん連れはもちろん、大人だけの入場も大歓迎です。※シート席、おむつ替え、授乳コーナー、ベビーカー置き場あり。
出演／クニ三上（ピアノ）、越野振人（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目／明るい表通りで、ジャンボリミッキー、モーツァルト・ピアノソナタK545�ほか

井上あずみのジブリ音楽と
二胡とピアノが奏でる絵本朗読会（さくらせかい作）
6/11日 　□11：30開演、14：30開演　□森下文化センター多目的ホール
□ 全席指定 3,000円 こども（3歳～中学生）1,500円 

※2歳以下ひざ上無料
ジブリ映画「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」で大人気の歌手 
井上あずみは、今年歌手デビュー40周年を迎えます。歌とピアノ
＆二胡の共演や、絵本作家 さくらせかい作品の朗読など盛りだく
さんでお送りいたします。小さいお子様も楽しめる内容です。
出演／�井上あずみ（歌）、We＆Yu（二胡、ピアノ）、�

さくらせかい（絵本作家）
曲目／めぐる季節、さんぽ、君をのせて、となりのトトロ�ほか
朗読絵本／「はーい!タクシー」「いしゃがよい」 井上あずみ We＆Yu（二胡、ピアノ） さくらせかい

クニ三上トリオ 午後ジャズ 6歳 以上

6/11日 　□14：00開演　□総合区民センターレクホール
□全席自由 3,000円　江東区民2,800円（当日各300円増）
日曜の昼下がりに楽しむ本格ジャズ。   
New Yorkのピアニストによるご機嫌にSwingするお洒落なジャズを完全生音でお届けします。
出演／�クニ三上（ピアノ）、越野振人（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目／テネシー・ワルツ、イン・ザ・ムード、ペーパームーン�ほか クニ三上

柳家さん喬・柳家喬太郎 6歳 以上

親子会
6/17土 　□13：00開演、17：00開演
□江東区文化センターホール
□全席指定 4,000円
師弟競演!落語界を牽引する名人・さん喬師匠と、   
古典・新作どちらも得意とする喬太郎師匠の親子会。   
楽しいひと時をお過ごしください。 柳家さん喬 柳家喬太郎

辰巳ゆうとコンサート2023 6歳 以上

6/17土 　□14：00開演
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定 5,000円
2018年1月17日に20歳でデビュー。デビューシングル「下町純情」では、“第60回 輝く!日本
レコード大賞 最優秀新人賞”を受賞。2ndシングルでは、新人としては異例の、オリコン週間シ
ングル総合ランキング初登場10位を獲得。今、大注目の男性歌手です。 辰巳ゆうと

秋元順子バースデーコンサート 6歳 以上

6/20火 　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定 S席8,000円　A席6,000円　B席4,000円
今年も地元のティアラこうとうにてバースデーコンサートを開催出来ますことは、皆様の応援
あってのことと感謝申し上げます。昨年より、少しずつ各地へお伺いして生の歌声を聴いて頂
いています。さあ!!笑顔溢れるひと時を、ご一緒にお過ごしになりませんか。
心よりお待ちしております。秋元順子
曲目（予定）／愛のままで…、一杯のジュテーム、なぎさ橋から、いちばん素敵な港町�ほか 秋元順子

2023元気が出る! 6歳 以上

吉田正記念オーケストラコンサート
5/13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
ウイットに富んだ人気トーク＆バラエティ豊かな作品の数々
を大編成の華麗なるムード満点のサウンドで懐かしの音楽を
お楽しみください!
指揮＆MC／大沢可直　演奏／吉田正記念オーケストラ
曲目／�遥かなるアラモ、ひまわり、アルベデルチローマ、夢路よ

り・草競馬、スメタナ：モルダウ、街のサンドイッチマン、�
美しい十代、東京しぐれ、いつでも夢を�ほか

笑激!! 3歳 以上

お笑いカーニバルinこうとう
5/28日 　□11：30開演、15：30開演
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定 4,400円（当日500円増）
出演／�ウエストランド、どぶろっく、四千頭身、U字工事、吉住、インスタントジョンソン、ラバーガール、ニッチェ、かが屋、�

なすなかにし、やす子、スパイシーガーリック�※都合により、出演者が一部変更になる場合があります。

2023年3月10日発行

今月の新発売 3月10日（金）  AM 10：00〜 電話受付開始

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（金）  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

●�6歳 以上 �…数字がご入場いただけるお子さまの年齢です。

4 面

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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