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毎月第 1・3月曜日 休館

江東区古石場文化センター
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

まちとともに、40 年。

（3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 9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 9月末まで）

●第３研修室貸出休止のお知らせ
　古石場文化センター 第 3研修室の貸出を次の期間休止します。
　※冷暖房設備工事のため
　休止期間：5/2（火）～ 10/31（火）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。

小津安二郎の学び舎
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小津監督生誕の地・江東区　2023 年は生誕 120 周年
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設置のパンフレットをご覧く
ださい。

3/18 ㊏～ 4/2 ㊐まで
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春のイベント

門前仲町界隈から牡丹町まで、深川の
見事な桜をぜひお楽しみに！
桜と人で賑わう春の一大イベントです。

 

明治小学校校歌 
明治の御代の 

名にしおう 

学びの園の教えぐさ 

恵の露にしげりつつ 

花咲く見るこそ楽しけれ 

明治小学校メモリアルルーム展示写真
初代校舎正面

りょこう

　明治小学校は、2023年1月現在児童数873名の江東区立小学校です。近年は全日本小学校バンドフェ
スティバルで度々受賞するなど、こどもたちの活躍が注目されています。
　この小学校は、150 年に及ぶ長い歴史をもっています。明治 3(1870) 年に、深川の陽岳寺本堂を借
りて開かれた深川閭校を前身とし、その後明治政府の政策により、明治 6(1873) 年、第六中学区第三
番小学村松学校として始まりました。明治小学校と改称されたのは明治 10(1877) 年で、その年に初
代の校舎が落成しています。
　そのころ深川に居住していた渋沢栄一は、明治小学校のために 200 円 ( 現在の価値およそ 400 万円 )
の寄付をしています。江戸から明治へと社会や価値観が大きく変わり、新しい時代を担うこどもへの
教育の重要性が、強く意識され始めた時代でした。
　明治小学校の校歌には、そうした気風があふれています。校歌は、歌詞が一番しかなく、その歌詞
も作者はわからないそうです。しかしこの一番しかない歌詞の中に、無名の作者の、また当時の人々
の、こどもの成長を願うまっすぐで素直な思いが詰まっています。
　この歴史と伝統をもつ明治小学校からは、様々な分野で新しい時代を切
り拓き活躍する人物が輩出されてきました。古石場文化センターで展示コ
ーナーを設けて紹介している映画監督の小津安二郎もその一人です。深川
生まれの小津監督は、明治 43(1910) 年から三重県松阪に転居するまでの
3年間、明治小学校に
通いました。
　今年、2023 年は小
津安二郎生誕 120 周年
にあたります。
　 赤堀美子校長明治小学校の廊下に展示されている小津監督の書簡
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　 今後は古石場文化センターフェイスブックで随時情報発信をさせていただきます。



シネマプラザは小津監督作品をはじめ名画を楽しむ映画会です。月 1回土曜日に
開催します。シネマプラザは会員制で会員になると、予約なしで毎月の上映を鑑
賞できる等の特典があります。この機会にぜひお申し込みください。

〈期間〉4/22（土）～ 2024 年 2/24（土）
〈時間〉午前の部 11:00 開演 / 午後の部 15:00 開演　＊どちらかをお選びください。　
〈場所〉古石場文化センター　2階　大研修室
〈料金〉    ●年会員（全 10回） 一般：4,000 円 / ティアラ友の会：3,800 円
     ※入会月により年会費が変わります。
　　　  ●月会員（1回のみ）  一般：500 円

(★)35mmフィルム　(■) 音声ガイド付　(□) 日本語字幕付　
※やむを得ない事情により、上映作品が変更になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

※年会員が定員に達した場合は募集しません。　
※月会員の受付は上映月の 10 日から行います。（4月は 9日）
※お席に余裕がある場合のみ開演の 15 分前より当日受付をします。

監督：小津安二郎
監督：小泉堯史
監督：津田豊滋
監督：木下惠介
監督：篠原哲雄
監督：成瀬巳喜男
監督：井筒和幸
監督： ヴィム・ヴェンダース
監督：山田洋次
監督：中平康

〈上映スケジュール〉
   4/22（土）    『父ありき』（★）
   5/27（土）　『阿弥陀堂だより』   
   6/24（土）　『丹下左膳 百万両の壺』 
   7/22（土）　『カルメン故郷に帰る』(■)  
   8/26  （土）　『地下鉄 (メトロ )に乗って』
   9/23（土）　『放浪記』(★) 
 10/28（土）　『のど自慢』
 11/25（土）　『ベルリン・天使の詩』(□) 
 12/16（土）　『家族』(★) 
   2/24（土）　『泥だらけの純情』 
   

2月12日（日）、古石場文化センターで活動し

ているグループによる成果発表会が行われまし

た。これまで練習してきた成果を披露する発表

会です。多彩なグループの参加により、賑わい

のある見応えあるステージとなりました。

ご出演のみなさん、ご来場のみなさん、ありが

とうございました♪
　古石場文化センター 1階ロビーでは、渋沢栄
一にちなんだ特別展示「渋沢栄一と江東」を開
催しました。
　3/11（土）、東京北区渋沢栄一プロジェクト
広報キャラクターの「しぶさわくん」と江東区
観光キャラクターの「コトミちゃん」が遊びに
来ました！
　当日は特別上映会で映画「さくら、さくら～
サムライ化学者高峰譲吉の生涯～」の上映や「ふ
るいしマルシェwith 渋沢栄一」の出店もあり、
イベントを盛り上げてくれました♪

第 45期 江東シネマプラザ シネマ倶楽部会員募集

ドリームスクエアジャズオーケストラ バレトン＆ZUMBA「結YUI」<ダンス>フルート教室プルメリア

MY Kids  R.P.G <ダンス>

LIKO HULA（リコフラ）<ハワイアンフラ> 千穂徳の会<日本舞踊>

大野ウクレレ教室

『ベルリン・天使の詩』
©Wim Wenders Stiftung - Argos Films　

『父ありき』　©1942 松竹株式会社　

映画のまち深川で、映画を観
ようKoto Cinema Plaza

古石場文化センター

自主グループ・利用団体
古石場文化センターを利用している自主グループ・利用団体の 1年間の成果を
展示いたします。ぜひご覧ください！

＊会場：古石場文化センター　1階ロビー

＊各日 9:00 ～ 21:00（最終日は 14:00 まで）

＊2団体合同の会期があります。

＊第１・３月曜日は定期休館日です。

　（祝日の場合は開館）

果 展表発成

会期 日程 展示団体名  

１期 4/2（日）～4/8(土) ・自由に描くパステル画教室 

２期 4/9(日)～4/15(土) 
・公文書写 古石場教室 

・土画の会 

３期 4/16(日)～4/22(土) ・室井玄聳書道会 古石場 

４期 4/23(日)～4/29(土) ・はがき絵で季節のごあいさつ 

 

古石場文化センターに
しぶさわくん と コトミちゃん が遊びに来ました！

2022年度
古石場文化センター

2/12(SUN)
成果発表会

開催しました！

写真：東京北区渋沢栄一プロジェクト広報キャラクター「しぶさわくん」（左）
　　　江東区観光キャラクター「コトミちゃん」（右）


