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

日本に昔から伝わる「あそび」を体験し、日本文化に触れて
みませんか？こどもから大人まで参加できます。

Would you like to experience
traditional children's games
and pastimes? Would you like
to have a taste of Japanese
culture?
Come along!! Children and adults are welcome.

■日時(Date/Time) 19th Aug.（Sat） 13:00～ 15:00
■内容（Contents）
おりがみ（origami）、おはじき（ohajiki）、マンカラ（mankara）

■会場(Place) 豊洲シビックセンターギャラリー（1階）
Toyosu Civic Center Gallery（ Level 1）

シビックギャラリーステージ ～夏だ！生だ！生 LIVE だ！～

フリーライブを開催いたします。
魅力あふれる様々なアマチュアバ
ンドによるライブステージです。どな
たでもお聞き頂けます。ぜひお越
しください。

■日時 8月 20日(日) 12:00～ 19:00
■会場 豊洲シビックセンターギャラリー（1階）
■料金 全席自由 入場無料 ※当日直接会場へ

包丁砥ぎ・おもちゃ病院・手作り市開催のご案内

■開催日 7/23, 9/24, 11/26, 2018/1/28, 3/25
※奇数月の第 4日曜日

■時間 10:00～ 15:00（受付終了）
※おもちゃ病院は 12:00 まで

■会場 豊洲シビックセンターギャラリー（1階）

親子で作ろう！ ロボットセミナー参加者募集

芝浦工業大学が開発した 6
足歩行ロボット「ボクサー」を組み
立てます。基本形を組み立てた
後は、各自で飾り付けを施し、
デザインコンテストと相撲のような
競技大会に出場します。

6足歩行ロボット「ボクサー」
■日時

7月 1日(土)、 2日(日)、 22日（土）10:00～ 16:00
■会場
芝浦工業大学豊洲キャンパス及び豊洲文化センター

■対象
小学４年生～小学６年生の親子 40 組。全日程に参加

可能な方。※小学５年生以上はこどものみの参加可。
■料金 10,000円（ロボットキット代含む）
■申込み
電話・窓口で※ 6/18〆切、応募多数の場合は抽選。

【申込み・問合せ】
江東区豊洲文化センター
電話 03-3536-5061
FAX 03-5560-0505
https://www.kcf.or.jp/toyosu

豊洲文化センター URL

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 豊洲文化センター

〒 135-0061
江東区豊洲 2-2-18
豊洲シビックセンター

8階

【開館時間】
9:00～ 22:00

【休館日】
毎月第 2･4月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始

【交通】東京メトロ有楽町線豊洲駅 7番出口徒歩 1分、
新交通ゆりかもめ「豊洲」駅 改札フロア直結

豊洲文化センターニュース

Toyosu Paper Vo.56

2017.6.15（季刊 15日発行）

夏 休 み こ ど も 工 房

夏休みこども工房は、もの作りの楽しさを
体験しながら、多くのこどもたちとの交流を目
的としています。自分の力で一つの作品づく
りにチャレンジしませんか。（下記イベントの
ほか、当日参加プログラムもご用意していま
す。詳細はカルチャーナビ KOTO7 月号をご
覧ください。）

鉛筆キャップ
＝夏休みこども工房イベント一覧（抜粋）＝

★ＤＩＹこども工作教室（午前）50円
★手作り乾電池教室（午後）無料
★木のプレートづくり（午後）500円
★分光器を作ろう（午後）無料
★親子でランタンづくり！（午前）1,150円
★コロコロコップをつくろう（午後）500円
★アナグリフ３Ｄめがねをつくろう（午前）500円
★モザイクタイル「海のおもしろ生き物」（午前･午後）600円
★樹脂粘土で作る江戸前寿司（午後）1,000円
★オリジナルブックカバーづくり（午後）500円
★ウーパールーパーのポンポン工作教室（午前･午後）500円
★こども自然工房「メモスタンド」（午後）200円
★クマとかわいいフルーツが付いた鉛筆キャップ（午前）500円
★ペーパークイリング金魚（ミニうちわ）（午前）500円
★消しゴムはんこでオリジナルのエコバッグをつくろう（午前）800円
★万華鏡をつくってみよう！（午前）800円

※上記イベントは要事前申込みです。（お一人様 1申込みまで）

■日時 8月 6日(日) 10:00～
■会場 豊洲文化センター（1,7,8階）
■対象 小学生 ※小学 2年生以下は保護者同伴
■申込み 7月 11日(火)9:00～電話にて（先着順）



豊洲文化センター ホールイベントご案内

8/11(金祝),12(土) 各日 12:00 ／ 16:00 開演
みんなのミュージカル ホンク！～みにくいアヒルの子～

「本格ミュージカルに出演し
よう！」をコンセプトに始まった
区民参加ミュージカル。 2 年
目の今年も、オーディションで
合格した小学生から大人まで
の出演者と、プロのミュージカ
ル俳優が共演します。
アマチュアとは思えないほどの感動的なステージを披露し、ご

家族みんなで楽しめるミュージカルの世界を、ぜひご堪能くださ
い！
【出演】
あじおかえりこ、倉田英二、大塚庸介（イッツフォーリーズ）、

木藤佳代子、オーディションで合格した区民

豊洲シビックセンターホール（5階）
全席指定 一般4,000円 こども(中学生まで)2,000円
※ 2歳までひざ上鑑賞無料

6/21(水) 19:00 開演
Fazioli ピアノフォルティ Presents
アレクサンドル・ヤコブレフ ピアノリサイタル

ロシアンピアニズムの若き至宝！高松コンクール、伊ポッツォ
ーリコンクールなどの圧倒的な優勝をはじめ、世界の主要コン
クールで 1位～ 3位を占めた数は 50余り。
さらに円熟味を増すカンタービレの美しさ、俊英のピアニスト

が厳選した珠玉のプログラムをお聴き逃し無く！

【曲目】（予定）
モーツァルト／ピアノソナタ第

18 番ニ長調 K.576 、ブラームス
／ヘンデルの主題による変奏曲
とフーガ Op.24 、ムソグルスキー
／組曲「展覧会の絵」 ほか

豊洲シビックセンターホール（5階）
全席指定 一般 4,000円 学生 2,000円

9/6(水) 13:00 ／ 19:00 開演
Fazioli ピアノフォルティ Presents
第 15 回ルービンシュタイン国際ピアノコンクール
入賞者日本ガラ･コンサート

「神に愛されたピアニスト」アルトゥー
ル・ルービンシュタインを記念し、イスラ
エルのテルアビブで 3 年に一度開催さ
れる当コンクールは、いまや、世界最
高峰のコンクールの一つ。

1 位に輝いたシモン・ネーリング（ポ
ーランド）、 2 位・聴衆賞ダニエル・チ
ョバヌ（ルーマニア）、最優秀室内楽
賞エフゲニー・ヨントフ（イスラエル）の 3
名が出演予定です。

【昼の部曲目】
メトネル／ 2 つのおとぎ話 作品 20（ダニエル・チョバヌ）、

ハイドン／ソナタ 変イ長調 Hob. XVI:46（エフゲニー・ヨント
フ）、ラフマニノフ／音の絵 作品 39 より 第 3,5,7,9 番（シ
モン・ネーリング）ほか

【夜の部曲目】
スカルラッティ／ソナタ K9,K517,K32,K141 ニ短調（エフ

ゲニー・ヨントフ）、シマノフスキ／変奏曲 変ロ短調（シモン・
ネーリング）、プロコフィエフ／ピアノ・ソナタ 第 7番 変ロ長調
作品 83 「戦争ソナタ」（ダニエル・チョバヌ）ほか

豊洲シビックセンターホール（5階）
【昼の部】 全席自由 一般 3,000円
【夜の部】 全席指定 一般 4,500円 学生 3,000円

6/29(木) 18:30 開演
寄席 都笑亭 Vol.112 学生落語選手権

今宵は笑って過ごしましょう！
【出演】（予定）
久寿里菊之助、関東落語研究会選抜

メンバー ほか

豊洲文化センター レクホール（7階）
全席自由 一般 500円

「みんなのミュージカル ホンク！ 2018 」
出演者オーディション参加者募集

来年も「みんなのミュージカル ホンク！」を上演します。
小学生から大人まで、出演者を性別を問わず広く募集！
オーディション合格後は、約 1 年間の稽古を実施。あなたも
出演してみませんか。

■日時 第一次（実技）10月 7日(土)
第二次（面接）10月 8日(日)

※第二次オーディションは、第一次オーディション合格者のみ

■対象
①小学生～成人
② 11 月～来年 8 月ま
での毎週日曜の稽古、
および集中稽古、舞台
リハーサル、本番（2018
年 8 月上旬）に参加
できる方。

■参加費 2,000円

■申込み・問合せ
みんなのミュージカル担当 Tel 03-3536-5061
所定の申込書に記入の上、窓口、または郵送、メールでお

送りください。

郵送先：〒 135-0061江東区豊洲 2-2-18
豊洲文化センター みんなのミュージカル担当宛

e-mail：toyosu_cultural@kcf.or.jp
申込期間：7月 9日(日)～ 9月 20日(水)

※所定の申込書は江東区内各文化センターに設置。または豊洲文化
センターホームページよりダウンロードしてください。
※オーディション合格後の稽古には費用がかかります。
※オーディションの前に、ミュージカル出演に必要なノウハウを学ぶワーク
ショップを実施予定。（9/16,17,18）

■ 2018年本公演概要■
公演日 2018年 8月 24日(金)～ 25日（土）

※ 1日 2回公演、全 4回を予定
会場 豊洲シビックセンターホール


