
■■ 豊洲あれこれゼミナール ■■

地元企業・近隣の大学の協力
で様々な角度から豊洲について学
ぶシリーズです。新豊洲変電所、
清水建設技術研究所ほか外出講
義を 5回予定しています。

【日時】 10/25 ～ 1/17 新豊洲変電所
14：00～ 15：30（水曜全 6回）

【受講料・教材費】 3,000円・ 300円
【講師】 芝浦工業大学工学部教授 岩倉成志 ほか

■■ おとなのそろばん教室 ■■

1桁の計算からはじめ、 3桁から 4桁
の暗算までを目標にします。また、それぞ
れの進度に合わせて学んでいきます。

【日時】 10/26～ 1/18
19：00～ 20：30（木曜全 10回）

【受講料･教材費】 7,000円・ 500円
【講師】 そろばん教室主宰 徳丸小知子

■■ 継続補充募集講座 ■■
通年講座で、後期補充募集をする講座です。

■美 BODY をめざすシェイプアップエクサ
【日時】 10/12～ 2/22 20：00～ 21：00（木曜全 10回）
【受講料】 8,000円
【講師】アウルスポーツジム所属トレーナー 大久保こず枝

■江戸文字教室～勘亭流～
【日時】 10/25～ 3/7 19：00～ 20：30（水曜全 10回）
【受講料･教材費】 17,000円・ 6,500円
【講師】勘亭流家元二代目 荒井三禮直門 荒井三鯉

■ポピュラーヴォーカル教室
【日時】 10/25～ 3/7 19：00～ 20：30（水曜全 17回）
【受講料･教材費】 18,500円・ 300円
【講師】ヴォイストレーナー 伊藤美子

10/21(土)・ 22(日) 第 24 回 豊洲フェスタ開催！

地域の方を中心に、近隣の企業･団体の協力による体験
教室やスタンプラリー、模擬店、無料のコンサートなどを開催い
たします。お子様連れはもちろん、大人の方だけでも楽しめま
すので、皆様のご来場をお待ちしています！

豊洲フェスタホールイベント
親と kidsのクラシック～江東区音楽家協会がおくる～

プロの演奏家による「親子で楽
しむ本格的クラシック音楽」のコン
サートです。０歳からご入場いた
だけます。（午前と午後で演奏内
容が変わります。）

【日時】 10/22(日) 10：30 、 13：00開演
【場所】 豊洲文化センター シビックセンターホール
【料金】 全席自由 入場無料 どなたでも

【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.57

2017.9.15（季刊 15日発行）

秋の募集講座ご案内

■■ しあわせの国紀行・ブータンを知る ■■
国民総幸福量の概念を取

り入れた「しあわせの国」として
有名なブータン。近年、博物
館等で企画展が開催されるな
ど注目度が上がっています。歴
史・文化等様々な側面からブ
ータンについてみていきます。

【日時】 10/27 、 11/17 ・ 24 、 12/1 ・８
19：30～ 21：00 （金曜全 5回）

【受講料･教材費】 4,300円・ 100円
【講師】 日本ブータン友好協会事務局長 渡辺千衣子 ほか

■■ 再考･応仁の乱 ■■
応仁の乱（1467 ～ 77）とは京都

を中心にほぼ全国的に拡大した内乱で
す。この乱は勝者もわからず、カリスマ的
な指導者が不在、度々の和睦の機会
がありながら最終的に 11 年も続いたこ
とはあまり知られていません。日本史の
重要な出来事として位置付けできる応
仁の乱について新たな視点から見直し
ていきます。

【日時】 10/28～ 1/20
14：00～ 15：30（土曜全 5回）

【受講料･教材費】 4,300円・ 200円
【講師】 国立歴史民俗博物館准教授 田中大喜

...「秋の募集講座」見開きにも続きます！
（申込みは 9/24 まで）



豊洲文化センター ホールイベントご案内

9/23(土) 14:00 開演
金子三勇士ピアノ･リサイタル

新進気鋭の人気若手ピアニスト、
金子三勇士のリサイタルを開催。

【曲目】（予定）
モーツァルト／きらきら星変奏曲、
ラヴェル／水の戯れ、ショパン／エチュード「別れの曲」、
リスト／ラ・カンパネラ、ハンガリー狂詩曲第 2番 ほか

豊洲シビックセンターホール（5階）
全席指定 一般 4,500円

9/28(木),29(金) 各日 19:00 開演
TOKYO CITY BALLET LIVE 2017
「 CITY BALLET SALON vol.6 」

東京シティ･バレエ団の現役ダ
ンサーが創作作品を発表する、
大人気の"サロン"シリーズ。

(c)鹿間隆司
【プログラム】
「 Nostalgia 」／振付：浅井永希、「夜、」／振付：石黒善
大、「 numero5 」／振付：中弥智博、「孤独の先に...」
／振付：草間華奈 、「 blue&white 」／振付：渡邉優

豊洲シビックセンターホール（5階）
全席指定 一般 3,500円

9/22(金) 18:30 開演
寄席 都笑亭 Vol.113

今宵は笑って過ごしましょう！

豊洲文化センター レクホール（7階）
全席自由 一般 500円

11/25(土) 18:00, 26(日) 13:00/17:00 開演
TOYOSU DANCE LIVE 2017
-心が舞う祭典- 華麗なる躍動と感動のライブ！

プリンシパルダンサー西島数博プロデ
ュース公演第 2 弾は、異ジャンルのパ
フォーマーとミュージシャンの超新感覚ス
ーパーダンスライブ！

豊洲シビックセンターホール（5 階）
全席指定 一般 6,000円

12/16(土) 15:00 開演
岡本知高 アフタヌーン音楽会

豪華な衣装と奇跡の歌声でお馴染み
のチャーミングな男性ソプラノ歌手、岡本
知高が豊洲に降臨！優雅なひと時をお
届けします♥

【曲目】（予定）
誰も寝てはならぬ、カッチーニのアヴェ・マリア
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（小学生～高校生）2,000円

12/17(日) 14:00 開演 ＝ 10/10 新発売＝
豊洲フレッシュアーティストサポート公演 2017
ソプラノ･ヴァイオリン･ピアノによるジョイントコンサート

【出演】 北角恵子（ソプラノ）、宇賀神朋子（ヴァイオリン）、
本村裕香（ピアノ）

【曲目】（予定）
プッチーニ／歌劇「つばめ」より『ドレッタの夢』、 J.S.バッハ／
「無伴奏ヴァイオリンソナタ第３番」より、シューマン／幻想小
曲集作品１２より「飛翔」 ほか

豊洲シビックセンターホール（5階）
全席自由 一般 1,000円

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) 21th Oct.（Sat） 13:00～ 15:00
■内容(Contents) おりがみ（origami）など
■会場(Place)
豊洲シビックセンター内 Toyosu Civic Center

包丁砥ぎ・おもちゃ病院・豊洲手作り市開催のご案内

■開催日
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）

器具利用料金一部変更について

下記の通り器具利用料金の一部を 10 月 1
日より変更させていただきます。よろしくお願い
いたします。

◆演台（ホール備付は除く）
［現行］演台（花台付）150円 →

［変更後］演台セット（花台付）300円


