
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)
17th Feb.2018（Sat）
13:00～ 15:00

■内容(Contents)
おりがみ（origami）、紙相撲

（Kamizumou）、あやとり
（ayatori）
■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）

包丁砥ぎ・おもちゃ病院・豊洲手作り市開催のご案内

豊洲シビックセンターギャラリーで行われる、恒例の催し物（手
作り市・包丁砥ぎ・おもちゃ病院）のご案内です。

■開催日
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）

年末年始のお知らせ

年末年始休館及び、施設予約抽選のご案内です。施設
予約抽選は、年末年始休館が入る関係上、日程が変更に
なりますのでご注意ください。

【年末年始休館】
12 月 29 日(金)～ 1 月 3 日(水)

【施設予約】
■抽選エントリー期間

12 月 20 日(水)～ 1 月 4 日(木)

■自動抽選日 1月 5日(金)
■抽選結果公開 1月 6日(土)
■ギャラリー抽選 1月 6日(土)
■自動抽選分支払期限 1月 19日(金)

【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 Vol.58

2017.12.15（季刊 15日発行）

江東区民が臨海部の魅力を取材･発信
ミニコミ誌「ぶらり豊洲」発行！

豊洲・湾岸地域の魅力と情報を紹介する「ミニコミ誌」をつく
る区民協働事業（※）が終了し、無料の情報誌『ぶらり豊
洲』が完成いたしました。

参加者のみ
なさんが実際に
まちや人を取材
し、記事にした
ものです。今年
は緑、サイクリン
グ、人と３つの
テーマで構成し
ました。ぜひご
覧ください。

↑
『ぶらり豊洲』

（B5版・ 20 ページ）

←
ミニコミ誌編集
受講生メンバー

【配架場所】
江東区内各文化センター（東大島を除く）、ティアラこうと

う、深川江戸資料館、図書館等で 12 月より無料配布いた
します。（なくなり次第終了）
またホームページからもダウンロード可能です。

※「区民協働事業」とは受講生と当センターが協働で内容を
決め活動することを目的とした事業です。



豊洲文化センター ホールイベントご案内

3/18(日) 15:00 開演
TSUKEMEN LIVE 2018

2 ヴァイオリン（TAIRIKU ・ KENTA）とピアノ（SUGURU）
のインストゥルメンタル・ユニット。

豊洲シビックセンターホール（5階）
全席指定 一般 4,000円

【 TSUKEMEN プロフィール】
メンバーの全員が音楽大学出身、それぞれが作曲を手掛

けている。マイクやスピーカーなどの音響装置（PA）を通さず
に楽器本来のもつ「生音」にこだわった LIVE を展開。デビュー
から 450 本を超える公演を開催し、現在までにのべ 35 万人
の観客を動員している。クラシックでもない、ポピュラーでもな
い、「 TSUKEMEN 」 というジャンルが確立されている。

TAIRIKU SUGURU KENTA

3/10(土) 12:00 開演
親子でジャズ♪ アニメから童謡まで！

親子で楽しめる「 0 歳からのコンサート」が今年も豊洲にや
ってきます！今回は初めて本格ホールでの開催です。赤ちゃん
から大人までご家族みんなが大好きなジブリの名曲から童謡
までをジャズピアノアレンジでお贈りします。

【出演】
立石一海トリオ〈立

石一海（ピアノ）、佐
藤忍（ベース）、鈴
木麻緒（ドラム）〉

【曲目】（予定）
となりのトトロ、アン

パンマンのマーチ、どん
ぐりころころ ほか

豊洲シビックセンターホール（5階） 全席自由
一般 2,000円、こども（0歳～小学生）1,000円
※ 2歳以下ひざ上無料

2/16(金) 18:30 開演
寄席 都笑亭 Vol.115 スペシャル

豊洲で生まれて 23 年都笑亭 2
月は特別企画、噺家らしく噺家ぶ
らずを売り物に平成の名人を目指
す入船亭扇辰師匠をお迎えしての
「都笑亭スペシャル」お楽しみに！

【出演】（予定）
三崎家桜の輔、久寿里菊之

助、河内家るぱん、入船亭扇辰
（ゲスト）

豊洲文化センター
レクホール（7階）

全席自由 一般 1,000円 ※当日一律 1,500円

1/27(土) 16:00開演, 28(日) 15:00開演
第 35回江東オペラ公演 歌劇「愛の妙薬」

名アリア"人知れぬ涙"が演奏され
るイタリアオペラブッファの金字塔。村
のアイドル アディーナの愛を手に入れ
るため奮闘するネモリーノの笑いと涙
の物語。ボルドーワインは愛の妙薬。
字幕付き公演でどなたでもお楽しみ
いただけます。

【指揮】
伊藤馨

【出演】
土師雅人、津久井佳男、高山由

美、中野瑠璃子、山口邦明、相原嵩
ほか

豊洲シビックセンターホール（5 階）
全席自由 一般 4,000円

12/17(日) 14:00 開演
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）
全席指定 一般 1,000円


