
豊洲文化センター ホールイベントご案内

6/30(土)18:00 、 7/1(日) 13:00／ 17:00開演
『 SUPER SWAN 』新演出 白鳥の湖 全 2幕
TOYOSU DANCE LIVE 2018

バレエ界を代表するプリンシパ
ルダンサー西島数博によるプロデ
ュース公演の第 3弾は、ダンスカ
ンパニー DAZZLE主宰 長谷川
達也をメインに、異ジャンルのパ
フォーマーとのコラボレーション。
作品は世界中で上演されてい
るクラシックバレエの名作「白鳥の湖」。大胆にアレンジする全く
新しい白鳥の湖の世界をお楽しみに！

豊洲シビックセンターホール（5階）
全席指定 一般 SS席 8,000円 S席 6,000円
※ SS（前方席）席は、プレゼント付。

6/10(日) 11:00 開演
コンサートバンビーニ Vol.13
東京シティ･フィル Presents
親子できこう・うたおう・おどろうコンサート

0 歳から入場 OK ！クラシックからアニメ
の曲まで親子で一緒に楽しみましょう。ゲ
ストに東京シティ・バレエ団のバレエダンサ
ーも登場します。（公演時間 60 分）
※おむつ替え・授乳コーナーあり。

豊洲文化センター レクホール（7階）
全席自由 一般 1,000 円 こども（3 歳～小学生）500 円

4/25(水) 18:30 開演
都笑亭 Vol.116

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

シビックギャラリーステージ ～春だ！ LIVE だ！豊洲へ GO！～

豊洲シビックセンターギャラリー
にて、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。どなたでもお聞きいただけるイ
ベントですので、ぜひお越しくださ
い！（タイムテーブルは豊洲文化センタ
ーまでお問い合わせください。）

【日時】
3/18（日）12:00～ 19:30

【場所】
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

【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.59

2018.3.15（季刊 15日発行）

春の募集講座ご案内

■■ ミュージカルの世界 ■■

ミュージカルの成り立ちから制作現場の
お話など、幅広く話題を取り上げます。今
年は指揮者や作曲家として活躍した、バ
ーンスタインの生誕 100 周年。ミュージカ
ルナンバーを聴きながら、ミュージカルの魅
力や楽しさに触れてみませんか。

【日時】 6/14～ 10/11（木曜全 5回）
14:00～ 15:40

【受講料･教材費】 7,000円・ 200円
【講師】 作曲家・編曲家 西村勝行

■■ 明治維新 150年 江東維新発見伝 ■■

今年は明治維新 150
年です。この時代を江東
区周辺と庶民の視点に
重点をおきながら、江戸
時代後期から明治時代
までを探ります。浮世絵
師・小林清親や、「江東
区ゆかりの人物」、江戸
無血開城の真実を取り上 ｢東京銀座街｣町田市国際版画美術館
げます。見学会もあります。

【日時】 5/19～ 7/21（土曜全 5回）14:00～ 15:40
【受講料･教材費】 3,600円・ 150円
【講師】 東洋大学文学部教授 岩下哲典ほか

...春の募集講座裏面に続きます！（3/24 申込み〆切）



■■ 山に行こう！「ゆる登山」の楽しみ方 ■■

大人気「ゆる登山」シリーズ著者
の西野淑子先生と一緒に、山の歩
き方・楽しみ方を学びます。実際に
高尾山や陣馬山、鳩ノ巣渓谷とい
った人気のルートにも行きます。あな
たも、「ゆる～く、楽しい」山歩きライ
フを始めてみませんか。 陣馬山

【日時】（座学）5/31,7/12,8/30 14:00～ 15:30
（外出）6/7,7/26,9/6 10:00～ 15:00（木曜全 6回）
【受講料･教材費】 4,500円・ 300円（別途交通費）
【講師】 日本山岳ガイド協会認定登山ガイド 西野淑子

■■ 区民協働事業「みんなでつくるミニコミ誌」 ■■

豊洲地域の情報誌を一緒に
つくりませんか。参加者で企画会
議を行い、グループに分かれて取
材、記事を作成・編集します。
最終日には「冊子」として印刷・
発行し、江東区内の各文化セン
ター等で配架する予定です。

ミニコミ誌｢ぶらり豊洲 2017 ｣
【日時】 5/12～ 12/1（土曜全 10回）10:00～ 12:00
【受講料･教材費】 2,000円・なし
【講師】 元サンケイリビング新聞社編集長 向山奈央子

■■ 英語で読む児童文学 ■■

洋書をテキストに使い作品を読み解い
ていきます。年間で 1 冊の洋書を読みす
すめます。今回のテキストに使用するのは
E ・ L ・カニグズバーグ作の『 From the
M ixed -up F i l e s o f Mr s .Bas i l
E.Frankweiler 』（邦題：クローディアの
秘密）です。
※英会話講座ではございません。

【日時】 5/12～ 10/6 （土曜全 9回）14:00～ 15:30
【受講料･教材費】 11,000円・ 1,400円
【講師】 中央大学講師・翻訳家 斉藤美加

■■ 補充募集講座 ■■
一年を通して行う講座で、補充募集をする講座です。

大人のベリーダンス教室 タップダンス教室

■初心者歓迎！大人のベリーダンス教室 ※女性限定
【日時】 5/10～ 10/4（木曜前期 15回）18:40～ 19:40
【受講料・教材費】 16,000円・なし
【講師】アイニーベリーダンス所属 Jericho（エリコ）

■美 BODY体幹エクササイズ ※女性限定
【日時】 5/10～ 10/4（木曜前期 15回）20:00～ 21:00
【受講料･教材費】 12,000円・なし
【講師】 アウルスポーツジム所属トレーナー 大久保こず枝

■おもてなし中国語 ステップアップ初級クラス
【日時】 5/11～ 10/5（金曜前期 17回）19:00～ 21:00
【受講料･教材費】 17,000円・ 2,600円
【講師】 ディラ国際語学アカデミー派遣講師 張小兵

■タップダンス教室 入門・初級
【日時】 5/12～ 10/20（土曜前期 14回）13:10～ 14:10
【受講料･教材費】 13,000円・なし
【講師】 佐々木隆子タップダンススタジオ代表 倉形裕代

■ポピュラーヴォーカル教室
【日時】 5/16～ 10/17（水曜前期 17回）19:00～ 20:30
【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

■江戸文字教室～勘亭流～
【日時】 5/16～ 10/10（水曜前期 10回）19:00～ 20:30
【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

親子でけん玉に挑戦

ＮＴＴデータけん玉研究会が、
小学生の親子を対象に楽しい講
習会を開催します。級の認定会も
行います。

【日時】 4/8（日）10:00～ 11:30／ 13:00～ 14:30
【場所】 豊洲シビックセンターギャラリー（1階）
【対象】 各回親子 15組 30名
【料金】 無料 ※要事前予約（先着順）

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)】 7th Jul.2018（Sat）13:00～ 15:00
【内容(Contents) 】 おりがみ（ origami）、あやとり
（Ayatori）ほか

【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】 3/25,5/27,7/29,9/23,11/25
※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）


