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2018 年 6 月から 12 月までの夏休み期間を含む第 2 部に、
お子様がキッザニア東京に何度でも入場できるお得な

「キッズワーキングパス 2018」を先着順にて販売いたします。

いつでも入場できるパスを販売中!

詳細は、専用ページへ

ゴールデンウィークは 個 性 的 な 展 示 が目白 押し !
深川江戸資料館

芭蕉記念館

中川船番所資料館

江東区文化センター

森下文化センター／田河水泡・のらくろ館

江戸時代から続く伝統芸能「落語」を様々な角度から紹介
します。風景漫画家・沖山潤さんの「落語の漫画」を中心
に、「深川と落語」についてゆかりの噺、落語家や寄席の紹
介など、盛りだくさんの内容です。
時   4/21（土）～5/6（日）9：30～17：00（入館は16：30まで）
※4/23（月）は定期休館日

場   レクホール　￥   観覧料に含む

江戸時代後半になると、江戸の町の名所案内記が次々と出
版されました。『江戸名所図会』は、その最も代表的なもの
です。これらの本の中では、名所の紹介とともに、俳句の記
されている場所が多くあります。展示では、名所案内記に
出てくる俳句を取り上げ、詠み込まれた名所や季節、俳句
を作った俳人、俳句と名所の関わりを紹介します。
時   4/26（木）～10/21(日)9：30～17：00（入館は16：30まで）
場   展示室　￥   大人200円、小・中学生50円

今回は館収蔵の浮世絵を取り上げます。歌川広重や歌川豊
国、小林清親など、江戸時代から明治にかけて制作された
浮世絵の中から、江東区やその周辺地域を描いた作品、約
30点を展示します。どのような場所が選ばれ、どう描かれ
ているのか、解説とともにお楽しみください。
時   4/25（水）～5/27（日）9：30～17：00（入館は16：30まで）
場   2階展示室　￥   観覧料に含む

問   中川船番所資料館　☎︎03-3636-9091
FAX.03-3636-9094　〒136-0072 大島9-1-15
休館日／月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
観覧料／大人200円、小・中学生50円

初心者から上級者まで楽しめるこども囲碁大会です。日本
棋院所属のプロ棋士が中心となり指導。優勝者には加藤正
夫名誉王座の「加藤正夫」杯が与えられます。入賞者にはプ
ロ棋士との対局というビッグなプレゼントも！
時   7/8（日）12：30開会
場   レクホール ほか
対   5歳（4/1現在）～中学生130名　
① 上級クラス：おおむね9級以上、スイス方式で4回対局・持
ち時間20分・ハンデ戦。
② 経験者（19路）・初心者（13路・9路）クラス：10級以下、時
間内規定対局数による勝率で決定。

クラスの決定方法／経験年数と盤面（9路、13路）、棋力で、
上級者・経験者・初心者にクラス分け。（大会の約１週間前に
郵送でお知らせ）
￥   500円　申   4/15（日）9：00～電話・窓口で（先着順）

東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団の2018～
2019シリーズ第1弾とな
る、第315回定期演奏会の直
前リハーサルを公開します。
指揮：高関健（常任指揮者）
時   5/8（火）11：00開演
場   大ホール
対   区内在住・在勤・在学の方
￥   無料（全席自由）　申   電話で（先着順）

問   ティアラこうとうチケットサービス
☎︎03-5624-3333　FAX.03-3635-5547

松尾芭蕉ゆかりの地、江東区。毎年恒例の俳句大会
に投句してみませんか。兼題部門は、「芭蕉を偲ぶ
句」のほかに、「今年のテーマ句」からも選べます。
今年のテーマ 「友」
松尾芭蕉の有名な句「川上とこの川下や月の友」（小
名木川五本松にも掲載）にちなんだテーマです。「友」
を詠み込んでも、「友」のイ
メージで作ってもOKです。
申   詳細は2面
締   7/31（火）必着

問   芭蕉記念館
☎︎03-3631-1448
FAX.03-3634-0986

戦後の焦土から、たくまし
く立ち上がる下町の情景を
句に詠んだ石田波郷を顕彰
する「はこべら」俳句大会。
3/11（日）の授賞式では、特
選15句、入選50句の入賞
者の方々に賞状を授与、選
者による特選・入選句の評、
波郷の俳句やエピソードな
どが語られました。

問   砂町文化センター
☎︎03-3640-1751
FAX.03-5606-5930

問   江東区文化センター　☎︎03-3644-8111
FAX.03-3646-8369　〒135-0016 東陽4-11-3

日本漫画学舎代表の木村忠夫氏が永年取り組んできた「漫
画家リレー訪問記」。日本の漫画家たちが木村氏との対談時
に提供された色紙の一部や関係資料を展示し、「訪問記」が
掲載されていた「漫画新聞」を紹介します。木村忠夫氏の足
跡や田河水泡、手塚治虫などの色紙約100点も展示します。
時   4/21（土）～5/6（日）9：00～21：00
場   展示ロビー　￥   無料

問   森下文化センター
☎︎03-5600-8666　FAX.03-5600-8677
〒135-0004 森下3-12-17

【漫画新聞とは】漫画専門の通信教育を手がけてきた木村氏が、その受講生の
作品や業界向けの情報を掲載してきた新聞。1977年から2011年まで、月刊
紙として全401号を発行していた。

問   芭蕉記念館　☎︎03-3631-1448  FAX.03-3634-0986
〒135-0006 常盤1-6-3
休館日／第2・4月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
観覧料／大人200円、小・中学生50円

4/28はミュージアムトーク
収蔵資料展の見どころを詳しく解説します。
時   4/28（土）13：00～14：00　場   2階展示室
￥   観覧料に含む　師   久染健夫（中川船番所資料館）
申   当日直接会場へ

「こども囲碁教室」無料開催！
囲碁がはじめてのお子さん対象の教室です。
時   5/26、6/2・9・16・23・30　全て（土）全6回 
10：30～12：00

場   美術室
対   5歳（4/1現在）～中学生30名 ※なるべく全回参加できる方
￥   無料　師   江東区こども囲碁指導者の会
申   4/15（日）9：00～ 電話・窓口で（先着順）

森下文化センター1階
「森下アートスペース」では
約9,000冊のマンガが読み放題！
ゴールデンウィークは、「田河水泡・のらくろ館」へ！

「芝浜」
沖山潤氏作品

「饅頭こわい」

こどもの成長を願う年中行事とし
て庶民に親しまれてきた「端午の節
句」。江戸の人びとは、鯉のぼりや軒
先の菖蒲葺などで祝いました。当時
の資料をもとに「端午の節句」飾り
を再現します。
時    4/24(火)～5/13（日） 
9：30～17：00（入館は16：30まで）

場   常設展示室　￥  観覧料に含む

問   深川江戸資料館
☎︎03-3630-8625　FAX.03-3820-4379
〒135-0021 白河1-3-28
休館日／第2・4月曜（祝日の場合は開館）
観覧料／大人400円、小・中学生50円
※中学生以下は保護者同伴

落語ファン必見
特別展「目で見る落語の世界」

前期企画展
「江戸の名所と俳諧」

江戸、明治の江東の風景を紹介
収蔵資料展  「描かれた江東・浮世絵の世界」 

〜広重・豊国・清親 ほか〜

プロ棋士が指導！
加藤正夫杯 江東区こども囲碁大会

東京シティ･フィル
公開リハーサルを開催

第37回 江東区芭蕉記念館
時雨忌（芭蕉忌）
全国俳句大会 作品募集

第17回 石田波郷記念 「はこべら」俳句大会
投句総数700句から
受賞作品が決定

ゴールデンウィーク特別企画展
「 漫画家リレー訪問記色紙展 

　　〜木村忠夫コレクション」

江戸庶民の年中行事再現
「端午の節句」

小名木川五本松  隅田川東岸
『江戸名所図会』

端午の節句飾り
「東都名所五百羅漢さざゐ堂」歌川広重

参加者全員に参加賞も用意しています！

参加者
募集

芭蕉記念館 砂町文化センター／石田波郷記念館
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漫画新聞のロゴは田河水泡が手がけた田河水泡からの色紙

深川江戸資料館
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芭蕉記念館 中川船番所資料館

ミュージアムカレンダー

特別展「目で見る落語の世界」
4/21（土）～5/6（日）

企画展「時代小説と深川」
（開催中）11/11（日）まで

前期企画展
「江戸の名所と俳諧」
4/26（木）～10/21（日）

後期企画展
「明治維新と『俳句』
～正岡子規とその周辺～」
（開催中）4/22（日）まで

収蔵資料展
「描かれた江東・浮世絵の世界」
～広重・豊国・清親 ほか～
4/25（水）～5/27（日）

江戸庶民の年中行事再現
「端午の節句」
4/24（火）～5/13（日）Ⓒ堀田力丸

東京2020オリンピック・パラリンピック
まで 日あと

パラリンピック
まで 日あと

オリンピック
多くの競技がここ江東区で開催されます！
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各施設のホームページはこちらから https://kcf.or. jp

TEL：3637-4258
ホームページ http://www.zen-hair.jp

☆パート歓迎、勤務時間休日応相談、社・保完備☆

美容師（スタイリスト・アシスタント）
（有）カールピア・モリモト（採用担当：松本）

スタッフ募集

ホームページ http://www.san-ai.jp/

明治42年の創立で今年109年を迎える中村学園。
教育機関が乏しかった明治末期の女子教育を広め
るきっかけとなり、大正時代に“下町の華族学校、
中村”の基礎が築かれ、やがて自由主義を謳歌する
“明朗な学校”として発展してきました。その後の
関東大震災や東京大空襲による校舎消失を乗り越
え、創立90周年にあたる1999年（平成11年）に現
在の新校舎（地下1階地上7階）が誕生しています。

第30回江東こどもまつり
「ミュージカル オズの魔法使い」
本当の知恵と心と勇気を求めて、ドロシーと愉快
な仲間たちのミュージカルアドベンチャーです。
ぜひご家族でお楽しみください。
時 ���5/20（日）�
14：00開演　

場 ��大ホール
¥ ��全席自由�
大人500円�
こども（3歳～中学生）200円�
※2歳以下ひざ上は無料。

出 ��劇団トマト座
申 問 ��江東区児童会館�☎03-3633-6911

真夏のレクイエムこうとう2018
合唱団員急募!
8/19（日）に開催の「真夏の
レクイエムこうとう2018」
に出演する合唱団員を追加募集します。（レッスン
は昨年10月からスタートしています。）
今回はブラームス作曲のドイツ・レクイエムを演
奏します。
指揮は、日本におけるドイツ音楽の重鎮で、新国立
劇場オペラ芸術監督の飯守泰次郎氏です。
この名曲に造詣が深いマエストロの指揮で、感動
のステージを体験しませんか。経験者歓迎！

森下ものづくりカフェ参加者募集
レジンで作る素敵な小物入れとイヤリング
透明樹脂に素敵なパー
ツを閉じ込めてオリジ
ナルの小物入れとお揃
いのイヤリングを作り
ます。
イヤリングはピアスに
も変更できます。
小物入れはアクセサリーケースのほか、ピルケー
スとしても使えて持ち歩きに便利でおしゃれです。
時 ���5/13（日）10：30～、13：30～
場 ��エントランス
対 ��各10名　 ¥ ��1,200円
師 ��Ake�O（雑貨アーティスト）
申 ��電話・窓口で（先着順）

新設「第６研修室」「第7研修室」
貸出のご案内
当センターでは8月のリニューアル・オープンに
先立ち、新設の第6研修室、第7研修室の自動抽
選エントリーを4/20（金）から開始します。利用
目的・料金を見直したことにより、幅広い用途で
ご利用いただける施設になりました。ぜひご活
用ください。詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
◆第６研修室（1階）
防音に配慮した音楽目的でも利用可能な施設です。
長机、椅子は室内に備え付けてありますが配置は
してありません。面積70.4㎡。定員30名。
◆第７研修室（1階）
美術用机と丸型回転椅子を備え付けた美術目的で
も利用可能な施設です。流し台も設置してあります。
面積52.9㎡。定員20名。

水辺のワークショップ
「貝のキーホルダー作り」
東京湾にいる外来種の貝、
コウロエンカワヒバリ貝。そ
の貝を使ってキーホルダー
を作ります。東京湾の環境
の勉強もしながら、キーホ
ルダーを手作りしませんか？
時 ���4/29（日・祝）10：00～12：00　場 ��会議室
対 ��小学生以上15名�
※小学3年生以下は保護者同伴

伝統芸能公開
場 ��常設展示室火の見櫓前ほか
¥ ��観覧料に含む　申 ��当日直接会場へ
◆江戸庶民の語り物「新内流し」
切々とした哀調を特色と
し、唄も三味線も泣くよう
に弾き語り、江戸庶民の語
り物として親しまれた新
内節をお楽しみください。
時 ���4/14(土)14：00～15：00
出 ��新内多賀太夫�ほか
◆落語
江戸庶民の大きな楽しみの一つであっ
た落語。落語の舞台そのものである常
設展示室で、江東区ゆかりの落語家に
よる落語をお楽しみいただきます。
時 ���4/28(土)14：00～14：30
出 ��桂夏丸

江東区では、簡単な英会話や、外国人とのコミュニ
ケーションの基礎知識を習得するため、中学１年
生で習う程度の区民向け英会話講座を無料で開講
します。
講座修了者には、東京2020オリンピック・パラリ
ンピックの際、ボランティアをはじめとする活動
に参加していただくことを目指しています。
東京2020大会開催時に江東区を訪れる外国人来訪
者を、あなたの笑顔で“おもてなし”してみませんか。
※�公益財団法人江東区文化コミュニティ財団は、
区から委託を受け、平成31年2月末までの間に
同様の講座を文化センター等8館で全15回、開
講予定。今回は1・2回目の募集です。

KOTOおもてなしコミュニケーション英会話
～Welcome to KOTO
 世界の人々をお迎えしよう～ 受講生募集！

第17回 チャリティ手づくりショップ開催
毎年恒例、50店舗が出店して大賑わい。小物・アク
セサリー・雑貨等、心をこめたハンドメイドの商品
を、お求めやすいお値段で販売します。
売り上げの一部は社会福祉協議会に寄付します。

時 ���5/19（土）・20（日）10：00～16：00
場 ��展示ロビー
主催 ��江東手工芸協会
問 ��☎03-3637-0747（竹内）または�
☎03-3684-5502（東山）

夏季文学講習会A「俳句入門」
恒例、初心者のための俳句入門講
座を開講します。今回の講師は俳
誌「街」主宰の今井聖さんです。俳
句の作り方や季語、歳時記につい
て、俳句の鑑賞などを通して、俳
句の基本を学び、実際に俳句を作
ります。4回目は吟行、最終回では
句会も体験。この機会に俳句に挑
戦してみませんか。
時 ���6/13・20、7/11・18、8/8すべて（水）全5回�
13：30～15：30

　※�7/18は外出講義（清澄庭園での吟行）�
10：00～12：00

場 ��会議室�※第4回のみ清澄庭園
対 ��38名　 ¥ ��3,000円（教材費・資料代、別途）
師 ��今井聖（俳人・「街」主宰）
申 ��電話・窓口、またはFAXで。FAXの場合は、①講

時 ���5/8（火）～8/14（火）、8/16（木）～18（土）�
（オケ合わせ3日間）、18：30～21：00、開催当日
ゲネプロおよび本番

場 ��大会議室ほか
対 ��全パート（ソプラノ、アルト、テノール、バス）。オ
ケ合わせ、ゲネプロに参加し、練習回数の3分の
2以上出席できる方。

¥ ��月額6,000円
指定楽譜／
�ブラームス作曲「ドイツ・レクイエム」Op.45（ド
イツ語）Brahms／A�German�Requiem（for�
soli,Choir�and�Orchestra)
※�ブライトコプフ＆ヘルテル社版を大型楽器
店、大型書店、インターネット販売にて、各自
ご購入ください。（実費負担）

師 ��四野見和敏（合唱指揮）、�
荒井香織（ヴォイストレーナー）�ほか

申 ��電話で（先着順）

2018年度前期 ティアラこうとう
ホールボランティア募集
ティアラこうとうのイベントにたずさわってみま
せんか。ホールイベントにおけるチラシ配布・アン
ケート回収等の受付、アウトリーチコンサートの会
場設営等をお手伝いいただける方を募集します。
なお、お手伝いいただいた日については、公演をご
鑑賞いただけます。
対 ��下表日程の内3回以上参加できる方6名�
（18歳以上）
¥ ��無料（ボランティア保険に加入します。）
申 ��電話・窓口で（先着順）　締 ��4/30（月・祝）

2018水彩サロン春学期
水辺とまちづくり
江東区は水辺に満ちた水彩都市。
その江東区を水辺から見つめたまちづくりを提案
します。
（1）マイパブリックとグランドレベル
都市部の遊休地にキャンプ場を出現させ「アーバ
ンキャンプ」を各地に展開してきた講師が、都市と
いう器にどんなアクティビティを持ち込めば、ど
んな展開が生まれるのか、その知恵と思いを語り
ます。
時 ���5/20（日）14：00～16：00
師 ��田中元子（㈱グランドレベル代表取締役）

（2）夜の水彩カフェテラス
2017年秋に旧中川・川の駅で実施した「夜の水彩
カフェテラス」がもたらしたものについて、また今
後についてまちづくりの観点からディスカッショ
ンします。
時 ���6/17（日）14：00～16：00

◆受付方法等
下記の「レクホール・研修室等抽選エントリーのお
知らせ」をご参照ください。

レクホール・研修室等
抽選エントリーのお知らせ
4/20（金）より、平成30年11月分のレクホール、
AV・ホール、8月分の会議室、研修室、和室、音楽
スタジオ等の抽選エントリーを開始します。イン

ターネットや区内各文化センター（東大島を除く）
に設置の専用端末でお申し込みいただけます。詳
細は下表をご参照ください。

¥ ��参加費400円・教材費800円
師 ��寺田浩之（ココペリプラス）
申 ��電話・窓口で（先着順）

中川船番所周辺散策ツアー
あたたかなゴールデンウィークのゆったりとした雰
囲気の中で、「描かれた江東・浮世絵の世界」展と旧
中川周辺ヘ、のんびり散策にでかけてみませんか？
都会とは思えない自然豊かな風景がそこには広
がっています。
時 ���5/3（木・祝）13：30～15：00�※雨天中止
場 ��中川船番所資料館周辺
対 ��小学生以上15名�※小学3年生以下は保護者同伴
¥ ��大人200円、小・中学生100円
申 ��電話・窓口で（先着順）

着物DE江戸の町 着付け体験
レンタル着物を着て江戸
情緒を味わいながら、常設
展示室を見学してみませ
んか。
着付けにはお一人20分程
かかります。足袋と和装
下着をお持ちください。
時 ���5/5(土・祝)11：00～15：30
場 ��常設展示室
対 ��身長140cm以上の方。�
※140cm未満の方は要相談

¥ ��女性2,500円、男性3,500円�
※前日までの予約は500円引

師 ��渡辺多充子（和服・着物着付けこんしぇるじゅ）
出 ��電話・窓口で（先着順）
申 ��ぎゃらりーひまわり�☎03-5809-8841�
または、当資料館まで

師 ��茂手木功（都市デザイン会議メンバー）
（3）海外の水辺とまちづくり
ベルゲン、オスロ、コペンハーゲン、ベルリン、ハン
ブルグ、パリ、ロンドン、サンフランシスコなど各地
の水辺を紹介し、活気あふれるまちづくりの実際
に迫ります。
時 ���7/15（日）14：00～16：00
師 ��庄司邦昭（東京海洋大学名誉教授）

【共通事項】
場 ��研修室　対 ��各30名
¥ ��各1,000円（学生500円）
申 ��電話・窓口で（先着順）
主催・問 ��NPO法人江東区の水辺に親しむ会�

☎03-5639-2818

新施設「第2レクホール」受付日のご案内
【11月分】5/3（木・祝）13：00～
【12月分】6/3（日）13：00～
申 ��当センターへ電話・窓口で（先着順）
※10月分までは、随時受付中です。

座名②氏名・フリガナ③〒住所④電話・FAX番
号を必ず明記ください。

締 ��5/15（火）必着�※応募者多数の場合は抽選

第2土曜日はジュニア俳句教室
時 ���5/12（土）9：30～11：30�
※9：20集合、筆記用具をお持ちください。

場 ��研修室　対 ��小学生20名　 ¥ ��無料
申 ��電話・窓口で（先着順）

芭蕉記念館俳句会
時 ���5/23（水）13：30～15：00�※13：15集合
場 ��研修室　対 ��20名　 ¥ ��無料
※�句報を希望の方は82円切手を貼付・宛名明記の
封筒をお持ちください。

内 ��兼題�初夏雑詠3句
申 ��電話・窓口で（先着順）

展示室・図書室臨時休室のお知らせ
4/24（火）・25（水）展示替えのため臨時休室しま
す。�※4/23（月）は定期休館日

かつて「バレーの中村」で
全国にその名を知られ、
過去のオリンピックに数
多くの名選手を輩出した
歴史を持つ中村学園（中
学校・高等学校）ですが、
21世紀の現在は、世界共
通言語を「芸術」「スポー
ツ」「英語」と定め、グロー
バルコミュニケーション
のとれる教育に重点を置
いています。
このたびその卒業生と現
役の中学、高校の生徒、
教員による作品展を5/1
（火）の総合区民センター
をかわきりに約1ヶ月間開催します。
絵画・書・写真など50余点の作品と109年に及ぶ
歴史資料をパネルにより紹介します。
時 ���場 ��別表のとおり　 ¥ ��無料

〒135-0002 住吉2-28-36
☎︎03-3635-5500 FAX.03-3635-5547

〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

ティアラ
こうとう

5/8（火） 10：30〜12：00 東京シティ・フィル 公開リハーサル
6/20（水） 11：00〜13：30 ティアラ ワンコイン・コンサート2018 東京シティ・フィル Presents
6/27（水） 16：30〜20：00 第22回 東京シティ・バレエ団 「ウヴェ・ショルツ・セレクション」 練習見学会
7/22（日） 12：00〜15：00 オーケストラ&バレエ体験

9/22（土）・23（日・祝） 10：30〜15：00 ティアラ・バレエ・デイズ
9/26（水） 11：00〜13：30 ティアラ ワンコインコンサート2018 東京シティ・フィル Presents

ティアラこうとうアウトリーチコンサート　区内小学校プログラム
※ 会場がティアラこうとうでなく、区内の小学校にて行うコンサート。 

参加希望者には別途日程スケジュールをお送りします。（前期8日程度）

〒135-0006 常盤1-6-3
☎︎03-3631-1448 FAX.03-3634-0986

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館、翌日休館

芭蕉
記念館

第37回 江東区芭蕉記念館 時雨忌（芭蕉忌）全国俳句大会作品募集（1面のつづき）
投句 2句1組（兼題 芭蕉を偲ぶ句、または今年のテーマ句「友」1句・四季雑詠1句）。未発表作品に限ります。何組でも可。

投句規定

①規定の応募用紙、またはA4判の用紙を使用。応募用紙はホームページからダウンロードできます。
②はっきりと楷書で記入してください。
③ 類句、類想句、二重投稿（句会報・結社誌・大会句集・新聞・雑誌・ホームページなど、本大会への投句以前に既に投句され

たもの）については、賞を取り消すことがあります。
④記入いただいた個人情報は、本大会事業以外に利用いたしません。
⑤応募作品のすべての著作権、および、これから派生するすべての権利は主催者に帰属するものとします。
※その他、投句規定の詳細はお問い合わせください。

投句料 2句1組1,000円（大会句集および送料込み）※定額小為替または現金書留のみ（切手等は不可）。

選者 池田澄子、稲畑廣太郎、井上康明、大木あまり、小川軽舟、辻桃子、宮坂静生（五十音順・敬称略）

賞
芭蕉記念館時雨忌賞・芭蕉記念館賞受賞者各1名に、賞状および記念品。受賞句は一年間館内に掲示。各選者による特選3
句には、賞状および記念品。各選者による入選10句に賞状、選外佳作20句（大会句集掲載のみ）。

発表 9月末日までに入賞者に直接通知。

授賞式 10/8（月・祝）14：00より芭蕉記念館にて開催。

大会句集 授賞式までに、投句者全員に送付します。句集には、賞、特選、入選、佳作のみを掲載します。

応募方法 所定の応募用紙、またはA4判の用紙を使用。作品、〒住所、氏名・俳号（各フリガナ）、年齢、性別、電話番号を必ず明記。

締切 7/31（火）必着

投句先 江東区芭蕉記念館（〒135-0006江東区常盤1-6-3） ☎03-3631-1448

日程 5/10（木）・17（木）・24（木）・31（木） 全4日間

時間 14：00〜15：30 19：00〜20：30

会場 豊洲文化センター
豊洲2-2-18 ☎03-3536-5061

江東区文化センター
東陽4-11-3 ☎03-3644-8111

対象者
下記条件をすべて満たす方
①江東区内在住・在勤・在学のいずれか ②中学生を除く15歳以上 ③すべての日程に参加が可能
④ 本講座の趣旨を理解し、講座の中でのグループワークなどに協調性をもって積極的に参加できる

定員 20名

費用 無料

内容 ◦困っている外国人に手助けを申し出る ◦観光地などへの行き方や所要時間を伝える
◦道に迷っている外国人に道案内をする ◦観光地やおすすめのレストランを案内する など

申込方法 4/11（水）9：00〜実施会場へ電話・窓口で。

締切 4/25（水）
※ 応募者多数の場合は抽選。お申込みいただいた方には当選・落選を問わず、郵送にて通知します。

講師：今井聖

〒135-0004 森下3-12-17
☎︎03-5600-8666 FAX.03-5600-8677

〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

森下
文化センター 

江戸和竿師の製作実演
〜伝統工芸の技と優美〜
東作本店より「東亮」松本亮平
氏をお招きして江戸和竿製作
工程の一部を実演します。現在
ではめずらしい江戸和竿に関す
る質問などもお受けします。
時 ���5/3（木・祝）13：00～16：00　場 ��１階ロビー
¥ ��観覧料（大人200円、小・中学生50円）に含む
師 ��松本亮平（東作本店「東亮」）� 申 ��当日直接会場へ

お知らせ
4/24（火）は展示替えのため臨時休館します。
会議室の夜間貸出は7/31（火）までの予定です。

〒136-0072 大島9-1-15
☎︎03-3636-9091 FAX.03-3636-9094

〈月曜日休館〉祝日の場合は開館、翌日休館

中川船番所
資料館

貝のキーホルダー

東作本店：「東亮」松本亮平氏

〒135-0021 白河1-3-28
☎︎03-3630-8625 FAX.03-3820-4379

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

深川江戸
資料館

新内流し

桂夏丸

着付体験で記念撮影！

展示室観覧料
大人400円、小・中学生50円�※中学生以下は保護者同伴

〒135-0016 東陽4-11-3
☎︎03-3644-8111 FAX.03-3646-8369

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

江東区
文化センター 

昨年の様子

【利用料金】

施設 午前
9：00〜12：00

午後
13：00〜17：00

夜間
18：00〜22：00

第6研修室 1,300円 2,600円 3,500円
第7研修室 1,000円 2,000円 2,600円

※利用時間には、準備及び後片付けの時間を含みます。

東大島文化センター施設抽選日程

レクホール、AV・ホール
会議室、研修室、和室、

音楽スタジオ等
抽選申込期間 抽選結果公開 先着順申込受付

平成30年11月分 平成30年8月分 4/20（金）〜5/1（火） 5/3（木・祝）9：00〜 5/3（木・祝）13：00〜

平成30年12月分 平成30年9月分 5/20（日）〜6/1（金） 6/3（日）9：00〜 6/3（日）13：00〜

平成31年1月分 平成30年10月分 6/20（水）〜7/1（日） 7/3（火）9：00〜 7/3（火）13：00〜

平成31年2月分 平成30年11月分 7/20（金）〜8/1（水） 8/3（金）9：00〜 8/3（金）13：00〜

中村学園作品展 －清澄白河を描く－
区内4か所の展示ロビーを巡回展示します

中村学園（清澄2-3-15）
大江戸線・半蔵門線「清澄白河」下車
～清澄庭園・中村学園通り～

【巡回予定】

5/ 1（火）〜 6（日） 総合区民センター

5/ 8（火）〜13（日） 森下文化センター

5/15（火）〜20（日） 豊洲文化センター

5/22（火）〜27（日） 江東区文化センター

※初日は13：00〜、最終日は17：00まで

昭和33年8月優勝カップとともに

作品見本

東大島文化センター仮事務所（9：00〜17：00）
〒136-0072 大島4-5-1（総合区民センター内）
☎︎03-3681-6331 FAX.03-3683-0507

東大島
文化センター

（平成30年7月まで休館） 【平面図】
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　学習

イ□子供プログラミング講座 時□4/29
㈰場□ （文） ￥□1 ,000円 パズル感覚でゲ
ームづくり e  encour@ytpe.org HP  
http://ytpe.org/encour.htm/?p=111
■韓国語講座 西大島で5月から新規
開講。まったく初めての方大歓迎。入
門クラスは無料 他のレベルも随時無
料見学可。場□（総）　（豊） （森）☎080-5426-3950
HP nk-life.net e  info@nk-life.net
■韓国語教室 初心者大歓迎 場□木場
曜日・時間はご相談ください。
月□10,000円4回 ☎090-7226-6890
■こども英語 時□㈬14:00〜、15:00〜、
16:00〜月3回場□南砂区民館 ￥□ 3,000円
対□未就学児 英語で歌、ダンス、工作、
絵本、読み書き、ゲーム、季節のイベ
ントを楽しもう。無料体験有。
☎6324-2896・090-8479-1539 山本
■こども英会話BIGFOOT ネイティ
ブ講師と楽しく 場□（文）時 対□□0〜3才親子
クラス9:45〜10:30 ㈯ 3〜5才子供のみ
プリクラス10:45〜11:30㈯ ￥□1,500円
只今1レッスン無料体験実施中 鈴木
e  bigfootenglishschool@gmail.com
■中高大生英語 まず学校の成績upを
英語を理解し楽しく学んで実力upを
完全個別指導 将来断然有利 詳細は
TELで 場□亀戸 ☎3638-0246 中井
■やさしく楽しい英会話 時□㈪〜㈯好き
な時間可 場□西大島駅5分 月□ 5,000円〜
4回 会話中心 ☎080-3409-3638 吉田
■しゃべる英語 苦手な貴女も話せる
様に。時□㈭昼・夜  場□東陽  月□6,000円
3回〜 ☎5683 -1508・090 -1127 -1141
■シニアとこども初心者英会話 場□大
島（森）　（豊） シニアクラス15回 ￥□17,000円
子供 月□6,500円 中学クラス 月□9,000円
ネイティブ講師と楽しく会話と表現を

「グローリーアカデミー」でgoogle検索
☎3684-2945・090-2536-2493
■時事問題を英語で討論 時□毎週㈪
19:00〜21:00 場□江東産業会館 月□約
6,500円 米国人講師 ☎3649-5838 髙橋

■黄文藍中国語教室 入門〜上級 時□㈪
〜㈯場□東陽町駅1分 ￥□ 3ヵ月16,000円
少人数制。個人有。小中学生月□5,000円
 HP YAHOO「黄文藍」検索 ☎070-6514-5133

　芸術

イ□茶楽会 茶室でいただく美味しい
玉露茶と和菓子　煎茶道体験で美し
い所作を身につけましょう時□5/18㈮
14:00〜16:00 場□（豊）￥□1,500円茶菓代含
4名様まで 4/30㈪申込締切
e  suishyukai@gmail.com
■玉嬋墨彩塾 時 場□□4/13・5/11㈮（文）、
4/18・5/16㈬ （豊）13:30〜15:30 月□2,000
円教材費込、体験500円、女性限定。色
紙で季節の墨彩画 ☎3615-7668 𠮷村
■児童造形絵画教室アトリエピッコロ
時 場□□㈫ ㈬ ㈭南砂、㈮ （文）14 :30〜入 月□□
各5,000円 対□3才〜中学生 写生画・想
画・デザイン・立体工作・粘土等を楽しく
詳細は HP http://oekaki-piccolo.com
☎3640-3621 前澤
■茶道裏千家 茶道に興味がある方、
ご一緒にお稽古しませんか。初心者も
経験者も歓迎です。お許状も取得でき
ます。時□第2・4㈭昼13:30〜夜17:00〜
2部有 場□ （豊） 入□3 ,000円 月□5 ,000円、 
体験1,000円 ☎080 -6773 -9470（式）
■ 門俳句木の会・主宰鈴木節子
時□第4 ㈭13:00〜16:50  場□（芭）  ￥□1,500円

（飲食の足りて春愁深むなり　水織）
初心者歓迎 ☎3642 -3459 石盛青柿
■俳句同好緑陰会 時□第2㈫10:00〜
12:00 場□ （芭） 1F会議室月□1 ,500円 対□
初心者歓迎。馬酔木主宰徳田千鶴子
先生が丁寧に指導。 e  fnakasan@
nifty.com ☎3699-6302 代表 中里
■美蘭書道会 時□月4回㈪㈫㈭15時〜。
場□東雲1丁目 対□幼〜硬筆併習。少人数
きめ細かく指導 ☎080-1172-0538 斎藤
■秋湖書道会 時□㈬13:30〜21:00 場□（文）
時□㈪17:30〜21:00  場□冬木町会館「書
道」に関する知識や書く楽しさを深め
ながら一人ひとり経験にあわせて、わ
かりやすく丁寧に指導します。
☎3667-6718 連絡 田塚欣子迄

　音楽

イ□大人のためのコンサート〜ピアノ
と歌おう昭和の歌謡曲〜 時□4/27㈮
15時開演 場□（豊）レクホール ￥□1,000円
2名以上で割引有 ☎090 -3883 -5770
e  canal.music.310@gmail.com 佐藤
■ヴォイストレーニング＆J-POPの名曲
を歌おう! シニア歓迎 時□隔週㈫ ㈭19 :15
〜20:45 場□（テ） 　（文） 月□4,000円 お気軽に
お電話を ☎5609 -8949 ヴォイスマン
■ヴォーカルマンツーマンレッスン
いきものがかり〜髙橋真梨子までお
好きな曲で現役プロ講師が丁寧に指
導。ボイストレーニングも充実。体
験60分 ￥□1 ,500円で実感。お気軽に。
場□西大島 ☎5609 -8949 ヴォイスマン
■スウィング歌唱教室 声が出ない方 初
心者の方御年輩にも発声他基礎から
丁寧に御指導します。演歌、POPS、歌
謡曲、JAZZ他。※体験無料。場□ （森） （テ）
☎6318-0360 電話受付は平日9〜18時
■カラオケ広場 懐かしい唄や新曲を個
人のレベルに合わせて指導します 無料
体験有り 時□毎日12〜21時 場□亀戸駅
1分  ￥□1回2,000円 ☎3636-6772
■歌声 時□毎週㈫14〜16時場□住吉駅1分
歌声ニド ￥□1,000円飲み物付童謡唱歌
抒情歌ロシア民謡歌謡曲等ピアノ伴
奏で皆で歌います ☎3635-1662 村上
■端唄と三味線教室 時□㈬13：00〜20：00
場□森下二丁目町会会館初心者〜個人
指導 月4回 ☎080 -6640 -6220 三和
■端唄根岸悦子三味線教室 時□月3回
㈮11時〜17時 場□（文）4F 和室 初心者〜
上級親切指導 ☎090-5315-1254 根岸
■楽しい!民謡教室 初心者歓迎見学OK
三味線教室も有 場□住吉・砂町 月□4,500円
☎090 -6034 -4490 短メール可和音会
■太田ヒロドラム教室（吉幾三バンド
ドラマー） 基礎からやりたい曲まで
マンツーマン 1 時間 3 回 ￥□10 ,000円
時□10〜22時 場□門前仲町SOSスタジオ
初心者から親父バンドまで ☎5245-3777

■ピアノ教室 基礎より楽しくレッス
ンしましょう ※体験見学可 場□東陽4
☎3644-6833 マスミ音楽教室
■音楽サークル ピアノ、歌、その他楽器
を独学で楽しんでいる方のためのサ
ークルです。場□（豊） （テ）対□高校生〜大人。
入□無 月□無 詳細は☎090 -4632 -0393
キルシェ音楽教室まで
■大人のピアノ同好会 40歳〜の趣味
のピアノ愛好家が楽しく集う会です。
6月と11月の演奏会出場者同時募集。
場□（豊） （テ） e  playground.op1@gmail.com

　ダンス

イ□雅の会フリーダンス 時□4/14㈯ 21㈯
5/4㈷13:10〜16:30 場□（総）2F ￥□800円
ペアお一人でも ☎090-5780-2953関口
イ□亀戸LOD会フリーダンス 時□4/15㈰
13〜16時場□（亀）￥□800円ミキシング、トラ
イアル、選曲良し ☎3637 -8031 岩瀬
イ□ザ・ダンス&ビギン 時□4/22㈰13〜
16時 場□ （亀）2F ￥□800円ミキシ・トライ
アルお一人参加歓迎 ☎3685-2181 関
イ□初級講習会 時□4/29 ㈰10時〜12時
W・Cの基本、13時〜16時親睦ダンス
パーティー 場□ （文）レク ￥□各1,000円
菓子・飲物あり、W・T・C・Rのトライアル
あり。江東区ダンススポーツ連盟
☎3647-5944 高橋
イ□ダンス花の会 時□4/29㈰13:00〜16:
30場□（亀）￥□800円歓迎☎3648-2815秋葉
イ□トモ春の親睦パーティー 時□5/3㈷
13:30〜16:30 場□（砂） ￥□800円（茶菓子
ドリンク）ミキシングトライアル有。
ご来場お待ち致します。☎3683 -1536
トモダンス日吉
■超初心者・初心者のためのダンス 時□
㈭ 1 0〜12時 場□ （総） 6 F 入□1 , 0 0 0円
月□3,600円 ゆっくりていねいわかりやす
いレッスンです。必ず踊れるようにな
ります。いつからでも遅すぎることは
ありません ☎080-3252-9131 木曜会

■社交ダンス初級 時□㈫19:30〜21:00
㈮14:00〜15:45 場□扇橋2丁目小松橋
区民館5Fホール 入□1,000円 月□3,000円
美容と健康の為ダンスを踊りませんか。
2人のプロが楽しく優しく指導します。
☎3647-2019 あすか 木内絹子
■社交ダンス まったく初めての方初
心者 時□㈮13:00〜14:00 月□2,000円初級
中級14:00〜16:00 月□4,000円 場□東陽
区民館4F ☎3521 -1759 フェアリー
■ 楽しく易しい 初 歩 の ダ ンス
時□㈭ 初心者13時〜14時 月□2 ,000円
初級・中級14時〜16時 月□3,500円 場□
（文）サブレク、見学自由、やさしく指導
☎3647-5944 チェリーズ高橋
■社交ダンス初級・中級 時□㈫13:30〜
15:30 ㈭18:00〜21:00 場□東陽区民館
4Fメトロ木場駅前 月□4,000円 レベルアッ
プ目指す方 ☎3521-1759 ハナモモ
■社交ダンス初級中級 時□㈬18:00〜
21:00 場□東陽区民館4F 月□4 ,000円
基本中心のステップとトレーニング
中高年歓迎 ☎3521-1759 ウイング
■社交ダンス初級・中級 時□㈭13:30〜
15:30サブレク 時□㈮18:00〜21:00レク
ホール 場□ （豊）7F 月□4 ,000円 基本中心
のステップとトレーニングレベルアップ
目指す方 ☎3521-1759 フェアリー
■社交ダンス初級 ・ 中級 時□㈮13:30〜
15:30 場□砂町区民館4F 月□4 ,000円
基本中心のステップレベルアップ目指す
中高年歓迎 ☎3521 -1759 さざんか
■社交ダンス中級 時□㈰14:00〜15:45
場□主に東陽区民館4Fホール ￥□一回
1,000円 入□1,000円 美容と健康の為ダ
ンスを踊りませんか。2人のプロが優し
く楽しく指導致します。中高年者歓迎
☎3647-2019 あすか 木内絹子
■社交ダンススタンダード中級クラス
時□㈬㈮13:30〜15:00 月□6,300円、女性
限定。㈯14:00〜14:50 ￥□1,350円 場□ウ
チノダンススタジオ お気軽にどうぞ
☎3681-2151 ウチノダンス
■櫻川流江戸芸かっぽれ亀戸道場 時□
第2・4㈭14〜16時、第2・4㈮19〜21時
場□（亀）亀戸駅徒歩3分。楽しい仲間が貴
方を待ってます。 ☎3636 -2044 大塚

■ヒップホップジャズ 今が始める時
体力を上げ健康に。初めてでも大丈夫
時□㈮9:15経験者、10:45基礎 場□ （砂）
無料体験あり ☎090-4736-2237 前川
■ヒップホップジャズ 時□㈬ ㈮16:50 12年、
17:45 34年、18:35 56年、19:30 特別クラ 
ス、㈮16:00園児、㈯16:00 1〜3年、16:50 
健康 場□東大島 無料体験有、経験豊
かな講師です ☎090-5441-9818 川上
■ヒップホップ・ ジャズダンス 無料体験有
・要予約 時□㈬ ㈯ ㈰10:30、15:45、17:00、
20:30 場□（文）亀戸7 ￥□チケット3回3,800円
入□無 対□5才〜大人男女 ※㈮16:00〜
18:45も体験OK ☎080-2002-5775
■モダンバレエ＆ストレッチ 無料体験
有・要予約 時□㈬ ㈮ ㈯ ㈰10:30、10:45、
13:30、15:00、17:15 場□（文）　（総）亀戸7 入□無
￥□チケット3,800円（3回分） 対□3才〜女
性 ※㈫も体験OK ☎080-2002-5775

　趣味

■着付サークル花衣 時□4/24㈫より
月3回 14:00〜16:00、 18:30〜20:30
場□（豊）入□2,500円月□2,500円着物、帯、小
物等無料貸与1人で美しく、楽に、早く
着てみませんか。☎5683 -9955 高間
■着付教室たちばな会 随時受付 時□
4/18〜7/11 全10回 ㈬10:00〜12:00
場□ （文） 4F和室 入□2 ,500円 月□2 ,500円
はじめての着付から他装まで家族で
日本の着物文化を楽しみませんか
☎090-2625-5661 森田

■東大島女性マージャン教室 時□10 :15
〜13:00、13:30〜16:15年中無休 場□ダ
イエー東大島店3F ￥□1,400円〜 春の特
別無料体験キャンペーン始めました。
ぜひこの機会に頭の体操として麻雀
を始めてみませんか。☎5609 -7581
■楽しいステンドグラス 時□㈪〜㈯ 好き
な時間可 場□西大島駅5分 入□5 ,000円
月□8,000円4回 ☎080-3409-3638 吉田
■大谷美智子ニットスタジオ手あみ教室
お好きなデザインをお好みのサイズで。
時□㈫・㈮13:00〜16:00 場□（総）
☎080-3011-3498・6884-5089

　スポーツ

■自彊術教室 健康と美容に最適なスト
レッチ体操 時□㈪13時・15時、㈭19時
場□（文）、時□㈬19時半 場□三好、時□㈮10時
場□森下 月□3,000円 ☎3649-2352 有賀
■空手道剛柔流誠伸義塾 時□毎週㈫ ㈮
少年部18：00〜19：20 一般19：30〜21：00
場□富岡北集会所 深川1-11-18 月□少年
5,000円 一般5,500円 ☎3893-2010 矢口
■太極拳葦の会 時□原則毎週㈰10時
〜11時半 場□□ （亀） 6F和室 月□2 ,500円
いつでもどこでも誰でもできる太極拳
をしましょう。年齢問いません。
e  taikyokukenn_shirai@yahoo.co.jp
☎090-3595-0089 白井
■居合道入門 誰でも始められる日本刀
を用いた武道です（初心者は木刀・運
動着）見学随時 時□毎週㈯9〜12時
場□富岡区民館他 月□3,000円 HP （居合
道修塾）参照 ☎090-6564-9260 山崎

■合気道を楽しむ 中学生以上誰でも参
加でき、心身共に充実させる武道。時□
毎週㈭ ㈯19:00〜 場□深川スポーツセン
ター 月□初心者3,000円有段者5,000円
HP http://aikikai-fukagawa.com/
☎3641-2760 深川合気会 相川
■いきいき体操とスポーツ吹矢 時□第
2・4㈮10:30〜12:00 場□小松橋区民館
5F ￥□1,000円  ㈰夜クラスあり
☎3645-6881鈴木
■卓球教室  初心者も経験者も卓球
を上達したい方歓迎。卓球の技術を
二人の指導員が本格的に指導します。
見学可。時□毎週㈬19:00〜 場□千田児
童館（千田21-18） ￥□1回につき2,500
円 月□600円 ☎090-5516-9437 戸塚

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
4/18㈬10:00〜12:00 場□豊洲文化セン
ター。離婚・相続・各種トラブル等、お気
軽にご相談下さい。ご予約は「銀座ブ
ロード法律事務所」 ☎5159-5710
e  fukuda@minegishi-law.jp
イ□夫婦の悩み相談室  時□4/26㈭10〜
12時 場□（豊）8F入場無料、途中入退場OK
主題は「不倫」「夫婦問題」について
主催：NOSUハートフルカウンセリング
事務所 e  nosu.heartful@gmail.com
☎090-1465-6338 宇野
■パネルシアター教室とんとこ 時□
㈰2回13〜16時 場□南砂2丁目住宅 ￥□
1回1,500円 ☎090 -7248 -1633 佐藤

ダンス

趣味

音楽学習

芸術

その他

スポーツ・健康

陶芸教室

●入会金  5,000円、月謝（2～4回/月）：
　4,000～7,000円（1日体験も有り）
●曜日  （水）、（木）、（金）、（土） 午前、午後、夜
●場所  都営新宿線大島駅徒歩3分
●問合せ先 江東区大島5-7-5 雄悠窯（土田）
　電話 03-3681-3607、090-2328-8669

見学・体験
歓迎“ろくろ”を回してみませんか

無料体験実施中

銀座ブロード法律事務所

中央区銀座一丁目10番3号 銀座DTビル3階
電話03-5159-5710（代表） mail : fukuda@minegishi-law.jp

※お問合せの際には、「カルチャーナビを見て」とお伝え頂ければスムースです。

銀座一丁目において、50年以上の歴史と実績を持つ法律事務所です。
遺言、相続、各種トラブル等
「丁寧」「迅速」「的確」にベストな解決方法をご提案致します。
豊洲文化センターにて無料法律相談も定期開催しておりますので、まず
はお気軽にお問合せください。

http://gatto-aroma.com/
info@gatto-aroma.com

4/22（日）13:30～15:00
4,000

3,500

表示価格は全て税込み価格です。

3,500
8,000ナード・アロマアドバイザー

クレッシェンド音楽教室

info@cresc-ms.comMail

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（火～土）0 才～6 才

☎03-6220-0326
ピアノとリトミック、絶対音感の説明会と無料体験受付中!

豊洲・東雲
教室

「一音会式絶対音感トレーニング」で、お子様に一生の宝物をつけてあげませんか?
リトミックは国立音大付属幼稚園のプログラムを取り入れています。
ピアノは、読譜力と表現力が身につく楽しいレッスンです。
ピティナ《豊洲CANALステーション》代表
2017年ピティナコンペティションで122名の生徒が優秀賞および奨励賞を受賞しました。
5名の生徒が全国大会に進出しました。8名の講師がピティナ指導者賞を受賞しました。

リトミック秋クラス、
0歳児～5歳児クラス
生徒募集中!

無 料 体 験

◆住吉と大島にも教室がございます ◆スマホ・タブレットも受付中

●月曜～土曜 開校　●門前仲町1-18-4 奥村ビル1階
●門前仲町駅 徒歩5分
パソコン市民IT講座 深川教室

実施中!

これからパソコンをお使いになる方、初心者の方も♪
お仕事から趣味まで、幅広く活用できる講座をご用意♪

03-3643-6641
まずはお電話お待ちしております!

パソコン教室

きっかけはお見合から！！

結婚相談室 初・再婚・年齢不問

創業昭和４５年　伝統と信頼の
全国仲人連合会・
江東東陽支部

☎０３-３６４７-７５８１
江東区東陽１－３３－１２－１０１
営業時間 午前１０：００～午後6：００
　　　　 木曜日定休

治療実績38年～ 鍼灸師 齋藤美智子
東砂7-5-19-1015（駐車可）

☎090-1856-2699 完全予約不定休

こころに元気 からだに健康
じんよう しんきゅう

人陽鍼灸リバース HP検索
●全身経絡鍼灸療法（ストレス・うつ・不眠）…6,000円
●腰痛・ギックリ腰…3,000円　●PC　　眼精疲労…2,500円

場所・大島2-39-7　ビアレイド岩月1F

3681-1152

一日体験もあります。

江東★ティアラこうとう（火）
★古石場文化センター（水・木）
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各センター展示ロビーのご案内 ★第1・3月曜休館 ☆第2・4月曜休館 いずれも祝日の場合は開館。
※日程は変更になる場合があります。予めご了承ください。   主：主催事業

施設名 イベント名 開催期間 開始時刻 終了時刻

江東区文化センター
展示ロビー☆

講座・自主グループ合同成果発表展「小さなギャラリー」主

江東区デッサン教室、とんぼ玉の会、ボビンレースの会 （開催中）〜4/14（土） − 15：00

【体験教室】
江東区デッサン教室「デッサンの基本『花を描く』」

4/13（金） 10：00 12：00

4/14（土） 13：00 15：00

型紙いらずの着物リメイク研究会、江陶会（陶芸） 4/15（日）〜21（土）   9：00 15：00

【体験教室】
型紙いらずの着物リメイク研究会「着物地の素敵な巾着」 4/20（金） 11：00 15：00

フローラル・ラ・メーサ フレッシュ粘土の花展 4/25（水）〜30（月・祝）   9：00 16：00

避難所生まれのアーティスト ダンボールアート展 5/2（水）〜8（火）   9：00 17：00

森下文化センター
展示ロビー★

ゴールデンウィーク特別企画展 主

「漫画家リレー訪問記色紙展 〜木村忠夫コレクション」 4/21（土）〜5/6（日）   9：00 21：00

中村学園 作品展 －清澄白河を描く－ 5/8（火）〜13（日） 13：00 17：00

古石場文化センター
展示ロビー★

古石場図書館 江東区の中・高生おすすめ本POP展 4/18（水）〜25（水）   9：00 21：00

お江戸深川さくらまつり 写真展 4/28（土）〜5/6（日）   9：00 15：00

亀戸文化センター
1階展示ロビー☆

彩のある季節の展示〜春〜 主 （開催中）〜4/12（木） − 17：00

押し花絵作品展 4/21（土）〜27（金） 13：00 16：00

砂町文化センター
展示ロビー★

髙田光木柳句展 4/11（水）〜14(土） 10：00 15：00

自主グループ・利用グループ合同成果展 主

桂風会 江風書道会 4/15（日）〜21(土）
  9：00 15：00

初めての油絵教室 4/22（日）〜28(土）

スケッチ・水彩画で辿る 砂町文化センターとともに歩んだ道のり 〜菅野たみお〜 4/29(日）〜5/11（金） 12：00 12：00

総合区民センター
展示ホール☆

江東絵本同好会 35周年記念展示会 4/14（土）〜18（水） 13：00 15：00

中村学園 作品展 －清澄白河を描く－ 5/1（火）〜6（日） 13：00 17：00

□東京オペラシティ コンサートホール（京王新線初台駅東口徒歩1分）
□全席指定　 S席6,300円　A席5,300円　B席4,200円　C席3,200円 

プラチナ（60歳以上）PS席4,800円　PA席4,000円
※江東区民は一般料金（S席〜C席）より各200円引

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 定期演奏会 6歳 以上  託児 あり

江東区芸術提携団体 チケット販売のご案内

第315回
5/9（水）

19：00開演

指揮／高関健　ピアノ／清水和音
曲目／ ムソルグスキー：「はげ山の一夜」（原典版）、 

ニールセン：交響曲第6番「素朴な交響曲」、 
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番 ニ短調

第316回
6/8（金）

19：00開演

指揮・チェロ独奏／鈴木秀美
曲目／ ハイドン：交響曲第26番 二短調 「ラメンタツィオーネ」、 

シューマン：チェロ協奏曲 イ短調、 
シューベルト：序曲『魔法の竪琴』（「ロザムンデ」序曲）、 
シューベルト：交響曲第7番 ロ短調 「未完成」

第317回
7/13（金）

19：00開演

指揮／飯守泰次郎　ソプラノ／橋爪ゆか　メゾ・ソプラノ／増田弥生
テノール／与儀巧　バス／清水那由太
合唱／東京シティ・フィル・コーア　合唱指揮／藤丸崇浩
曲目／ ブラームス：ネーニエ（悲歌）、ブルックナー：ミサ曲第3曲 へ短調

ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
託児のお申込み ㈱マザーズ 0120-788-222

チケットの
お申込み・お問合せ

江東区文化センター 談話ロビー　無料コンサートのご案内

江東区音楽家協会によるコンサート

区内で音楽活動等を行っている団体や個人によるステージ

会場／江東区文化センター 2階談話ロビー　時間／12：00〜（約30分）

会場／江東区文化センター 2階談話ロビー　時間／12：00〜（約40分）

プロムナード・コンサート

マイ・ステージKOTO

4/13（金） 穗積磨矢子（ソプラノ）

4/20（金） 三藤あや（ソプラノ）、高田幸恵（ピアノ）

4/27（金） 宇賀神朋子（ヴァイオリン）、松江亜衣（ピアノ）

5/  4（金） 清水美緒（ピアノ）

4/17（火）
86歳のピアニスト「心に響く名曲を」
出演／松代輝雄
曲目（予定）／ ニーノ・ロータ作品メドレー「ロミオとジュリエッ

ト〜太陽がいっぱい〜ゴッド・ファーザー」ほか

5/  9（水）
「49（フォーティ・ナイン）登場！」 
〜社会と生活を歌うメッセージ〜
出演／49（フォーティ・ナイン）
曲目（予定）／ 「ワーキング・オールナイト」 

「5&9（ゴジラとクジラ）」「877（バナナ）」 ほか

入場
無料

入場
無料
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生演奏の三味線と囃子と
日本舞踊が織りなす上質な空間。

※写真は過去の会のものです

【場所】深川江戸資料館 小劇場
【時間】13：00開場／13：30開演
【料金】一般 3,000円 学生 2,000円（高校生以下）
【演目】島の千歳、土蜘 上の段、娘道成寺

☎050-3557-0302（代表）
メールアドレス info@wazawogi.com

お問い
合わせ

伝統芸能一座
定期公演

皐月の会
5月12日（土）

今年度の定期公演は
5月、8月、12月

ティアラこうとう 大ホール

昼の部14：30開演
夜の部18：00開演

［全席指定］（各席税込）
SS席¥6,500  S席¥5,500

☎03-3222-7982
ティアラこうとう ☎03-5624-3333

ご予約・お問合せ

大月みやこ・
市川由紀乃
スペシャル
コンサート
（ゲスト）中澤卓也

6月2日（土）

今月の上映作品  大冒険（昭和40年/106分）6歳 以上
4/28土  □午前の部11：00開演／午後の部15：00開演
□古石場文化センター大研修室　※35mmフィルム上映
□全席自由 臨時会員券500円（要事前予約） 当日200円増
ハナ肇とクレージーキャッツ結成10周年を記念して製作された映画。 
植木自身が危険なスタントをこなし、当時植木の付き人だった小松政夫がある場面で植木に代わりスタントを披露している。
監督／古澤憲吾　出演／植木等、団令子 ほか

Ⓒ東宝・渡辺プロ

日程 作品名
4/28（土） 大冒険 ☆

5/26（土） 銀座の恋の物語

6/23（土） お茶漬の味 ★

7/28（土） 東京五輪音頭

8/25（土） 私が棄てた女

9/22（土） 名もなく貧しく美しく ☆

日程 作品名
10/27（土） 秋刀魚の味 ★

11/24（土） RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ

1/26（土） 瞼の母 ☆

2/23（土） たそがれ清兵衛

3/23（土） ひとりぼっちの二人だが
☆…35mmフィルム上映
★…FM放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

上映スケジュール
□古石場文化センター大研修室　□午前の部11：00／午後の部15：00開演　□全席自由4,000円（全11回分）

昭和の名画中心に大画面で上映、特典いっぱい！
第40期 江東シネマプラザ 新規会員募集

6歳 以上

ご入会いただくと
嬉しい特典が
あります。

特典１ �特別上映会に無料ご招待!
特典２ �すてきなグッズが当たる抽選会に参加できる
特典３ �全11回の上映会を予約なしで鑑賞できる
特典４ �「江東シネマ倶楽部だより」を上映会でプレゼント

「銀座の恋の物語」 Ⓒ日活 「東京五輪音頭」 Ⓒ日活 「秋刀魚の味」 Ⓒ1962松竹株式会社

●ご招待
6/9土 東京ブラスソサエティ 第42回定期演奏会 6歳 以上

ブリティッシュスタイルの金管バンド「東京ブラスソサエティ」のコンサートに、 
100組200名様をご招待します。
□ティアラこうとう大ホール　□14：00開演 　
申込み／ 往復はがき（124円）に①〒・住所 ②氏名 ③電話番号 ④希望人数（2名まで）  を記入し、下記までお送りください。 

〒135-0002 江東区住吉2-28-36 ティアラこうとう「東京BSご招待 カルナビ係」
締切／4/26（木）必着　※応募者多数の場合は抽選。

●入場無料
5/8火 東京シティ・フィル公開リハーサル 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□11：00開演　□全席自由
申込み／ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333 ※詳細は1面をご覧ください。

発売中の公演
4/11水

19：15開演
 上方落語 九雀亭
□亀戸文化センター和室　□自由2,500円（当日500円増） ※4月公演より料金の一部が変更となります。

4/13金
19：30開演

 Emi Necozawa &  Sphinx 大江戸〝E-DO〟演奏会   3歳 以上
□ティアラこうとう小ホール
□全席指定　3,500円　※3歳～5歳、保護者ひざ上無料鑑賞可、6歳以上要チケット

4/14土
19：00開演

 セーンジャー馬頭琴コンサート 忘れないあのとき   6歳 以上
□ティアラこうとう小ホール　□自由3,000円（当日500円増）

4/14土
14：00開演

 日本唯一!! 華麗なる大編成ムードオーケストラ! 吉田正記念オーケストラ ～元気が出るコンサート～  6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席3,000円　A席2,500円

4/20金
19：00開演

 ティアラ JAZZ LIVE 2018 後藤雅広・白石幸司 スインギン・クラリネット・デュオ Part.23   6歳 以上
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,000円

4/21土
14：00開演

 ベイビー・ブー 十番勝負 其の五 うたごえ喫茶音楽会 ～阿久悠を唄う～   6歳 以上
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　4,500円（当日500円増）

4/21土・22日
14：00開演

 第36回 江東オペラ歌劇 「アンドレア シェニエ」   6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由　4,000円

4/22日
【午前の部】11：00
【午後の部】13：30 開演

 ～0歳からシニアまで楽しめる～ トリオベールファミリーコンサート
□総合区民センターレクホール
□全席自由　1,000円　こども（3歳～小学生）500円　※2歳以下ひざ上は無料

4/25水
18：30開演

 寄席 都笑亭 Vol.116   6歳 以上
□豊洲文化センターレクホール　□自由500円

5/1火
19：00開演

 舞踊作家協会連続公演第198回 ［日本の音楽を踊る］ “創る”ことを愛する人たちの夕べ    6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　3,000円

5/3木・祝
13：30開演

伝統芸能公開特別版   にほんの大道芸と物売り ～江戸から今に伝わる芸～
□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　1,200円　こども（未就学児～高校生）100円 ※未就学児ひざ上は無料

5/5土・祝
15：00開演

 ティアラこうとう・ジュニアバレエ団 第13回発表会 バレエ・コンサート   4歳 以上  託児 あり
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　2,000円

5/6日
14：00開演

RAKUGOもんすたぁず   6歳 以上
□古石場文化センター大研修室　□自由1,800円（当日200円増）

5/13日
14：00開演

 芸能生活35＋1周年! いっこく堂 スペシャルライブ   4歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　5,000円　4歳～中学生2,000円

5/16水
11：00・13：30・
15：30開演

 0才からのジャズコンサート ～Kuni Mikami from New York～
□総合区民センターレクホール　□全席自由　1,200円　こども（0歳～小学生）300円（当日各200円増）

5/18金
18：30開演

 カントリー&ウエスタン I SAW THE LIGHT Vol.45   6歳 以上
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,500円（当日500円増）

5/19土
14：00開演

 林家たけ平独演会   6歳 以上
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　2,800円（当日200円増）

5/25金
【夕方の部】17：00
【夜の部】19：15 開演

 ティアラマンスリーコンサートvol.200 「マンスリー200回記念コンサート」   6歳 以上
□ティアラこうとう小ホール　□自由2,000円

5/27日
15：00開演

 バレエ×声優 東京シティ・バレエ団  “セリフ付き”バレエ「白鳥の湖」   4歳 以上  託児 あり
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席4,500円　A席3,500円　
こども（4歳～中学生）　S席3,000円　A席2,000円
当日学生席（高校生～25歳）2,000円 ※当日残席がある場合のみ販売

5/30水
18：30開演

 伝統芸能公開「落語」特別版 桂夏丸真打昇進披露の会 in 深川   6歳 以上
□深川江戸資料館小劇場　□全席自由　2,500円（当日500円増）

5/30水
19：00開演

  岩波ホール発 白石加代子「百物語」シリーズ アンコール上演 第80話 三遊亭圓朝「牡丹灯籠」  6歳 以上
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　4,500円

5/31木
19：00開演

 素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃「花魁莟八総（はなのあにつぼみのやつふさ）」芳流閣（ほうりゅうかく）の段   6歳 以上
□深川江戸資料館小劇場　□全席指定　2,500円　江東区民2,300円
出演／竹本千歳太夫（太夫）、野澤錦糸（三味線）

6/2土
【昼の部】14：30
【夜の部】18：00 開演

 大月みやこ・市川由紀乃 スペシャルコンサート ～華の競演～ （ゲスト） 中澤卓也   6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　SS席6,500円　S席5,500円
曲目（予定）／ 白い海峡、女の港、女の駅、心かさねて、はぐれ花、青いダイヤモンド ほか

6/3日
15：00開演

 江東フランス祭 パトリック・ヌジェのシャンソンコンサート   6歳 以上
□江東区文化センターホール　□全席指定　3,800円

6/9土
14：00開演

 ティアラ・クラシックス2018 米津×小瀧 ～華麗なる連弾!!～   6歳 以上
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,000円

6/9土
14：00開演

 風間杜夫落語会   6歳 以上
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　3,500円

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

6/10日
14：00開演

  特撰落語名人会 柳家さん喬・桂雀 ・々桃月庵白酒   6歳 以上
□江東区文化センターホール　□全席指定　3,600円

6/10日
16：00開演

  第18回 帰ってきた  なぎら健壱のフォーク夜話 トーク&ライブ   6歳 以上
□森下文化センター多目的ホール　□全席自由　3,000円（当日500円増）

6/16土
17：00開演

 上妻宏光  デーモン閣下  山井綱雄  能舞音楽劇 「義経記」   6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　5,500円（当日500円増）

6/17日
16：00開演

 第32回 花岡詠二プレゼンツ スヰング・タイム   6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席6,000円　A席5,000円

6/21木
15：30開演

 『愛のままで…』あれから10年  秋元順子バースデーコンサート Junko71 ～コウトウ・ラブ・ストーリー～  6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　7,000円

6/30土・7/1日
6/30 18：00

7/1 13：00・17：00 開演

 『SUPER SWAN』 新演出 白鳥の湖 全2幕 TOYOSU DANCE LIVE 2018   6歳 以上
□豊洲文化センターシビックセンターホール　□全席指定　SS席8,000円　S席6,000円

7/4水
14：00開演

 加藤健一事務所 「煙が目にしみる」   6歳 以上
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　4,500円

7/20金
19：00開演

ベンチャーズ ジャパンツアー2018   6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　6,000円

7/21土
15：00開演

 伊東ゆかりコンサート2018   6歳 以上
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　5,500円

7/28土
14：00開演

 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第54回ティアラこうとう定期演奏会  6歳 以上 託児 あり

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席3,700円 A席3,000円 B席2,300円 江東区民各席200円引

今月の新発売 4月10日（火） AM 10：00〜 電話受付開始

演劇集団小さな翼5月公演 「ああ結婚!?」   6歳 以上

5/10木・11金・12土・13日　□①14：00開演 ②19：00開演 ※13日（日）は①のみ
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　3,000円　学生2,000円
小さな翼新作書き下ろしホームコメディ。次女の結婚のため、奮闘する父と長女と…。
作／姫野眞佐美　演出／姫野真由美
出演／戸丸悟、姫野真由美、河原邦恵、青木友成、瀧口敦子、小川章子

上方落語 九雀亭
5/15火　□19：15開演　□亀戸文化センター和室
□全席自由　2,500円（当日500円増）
桂九雀が東京・亀戸で落語会を開催しています。番組は当日のお楽しみ…。
出演／桂九雀　ゲスト／三遊亭天どん 三遊亭天どん桂九雀

春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会  6歳 以上
～落語とピアノバラエティ～ vol.2
6/28木　□18：30開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　4,000円　江東区民3,800円 ※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。

一昨年大好評だった春風亭小朝と清水ミチコの公演開催がふたたび実現！前半は小朝がたっぷりと巧みな語り口で落語を聴
かせ、後半は清水ミチコが楽しいピアノの弾き語りと映像で大爆笑のステージを繰り広げます。ふたりのトークもワクワク！

清水ミチコ春風亭小朝

六華亭遊花落語会 −魅知国から ひとり旅−    6歳 以上
6/9土　□14：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　2,000円（当日500円増）
みなさまのリクエストにお応えして、魅知国・東北で大人気の落語家 六華亭遊花がついにお江戸にひとり
旅。遊花の魅力をたっぷり感じ、笑っていただけること間違いなしです。ぜひお越しください。
出演／六華亭遊花 六華亭遊花

朗読 to 演劇のひととき  6歳 以上

6/2土　□14：00開演　□森下文化センター多目的ホール　
□全席自由　1,500円　小学生500円
民話や名作の朗読と、親子でも楽しめる寸劇、一度に二つが楽しめる公演です。どうぞご覧ください。
出演／NPO法人朗読の会「話輪和」、劇団かっぱ倶楽部 昨年度の様子

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ 定期演奏会
6/3日　□16：00開演　□森下文化センター多目的ホール
□全席指定　3,500円　中学生以下2,000円（1ドリンク付き）
「魅惑（Jazz）と疑惑（Magic）の下町娯楽バンド」をキャッチフレーズに地
元・森下で活動中。飲食（別途有料）をしながら迫力のビッグバンドサウンド
をお楽しみください。
※ チケットは、指定席引換券を発券します。座席は当日主催者が割振ります（舞台向かって左側のエリアを予定）。
出演／オブサンズ・ジャズ・オーケストラ　司会／ボナ植木（ナポレオンズ）　ゲスト／斎藤ネコ（ヴァイオリン）

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ ボナ植木 斎藤ネコ

歌って健康! 歌声コンサート    6歳 以上
6/19火　□14：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席自由　1,500円（当日500円増）
上手・下手はここでは関係なし！楽しく元気に思いきり歌いましょう！思い出の唱
歌・歌謡曲などをプロの生演奏をバックに、会場のみんなで歌っていただくイベン
トです。歌は苦手という方も安心してご参加いただけます。
出演／杉山公章
曲目（予定）／ カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山脈、川の流れのように、花は咲く ほか

杉山公章

ティアラ ワンコイン・コンサート2018
東京シティ・フィル Presents 木管五重奏コンサート    4歳 以上
6/20水　□12：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席自由　500円
2018年度は東京シティ・フィルハーモニック管弦
楽団によるワンコイン・コンサートをお贈りします。
第1弾は木管五重奏のコンサート。実力派5名によ
る心地よい木管サウンドをお楽しみください。
ナビゲーター／野尻弥史矢
出演／ 伊藤倫子（フルート）、本多啓佑（オーボエ）、 

山口真由（クラリネット）、皆神陽太（ファゴット）、小林祐治（ホルン）
小林祐治皆神陽太山口真由本多啓佑伊藤倫子野尻弥史矢

ドラマティック朗読コンサート ショパンとサンド ～ある愛のかたち～   6歳 以上
7/7土　□15：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,000円
作曲家ショパンと女流作家サンドは9年をともに過ごしました。ショパンとサンドのお互いを思う心の声と、その思いから
生まれたショパンのピアノ作品をお届けします。
朗読／風祭ゆき（サンド）、宮内良（ショパン）、天木妙子（ナレーション）
ピアノ・演奏／榊原紀保子
曲目／ エチュード第3番「別れの曲」、即興曲第4番嬰ハ短調「幻想即興曲」、 

ノクターン第2番変ホ長調、プレリュード第15番「雨だれ」、プレリュー
ド第4番、マズルカ第5番変ロ長調、マズルカ13番イ短調、 
ワルツ第7番嬰ハ短調、 
ポロネーズ第6番変イ長調「英雄ポロネーズ」 ほか 榊原紀保子宮内良風祭ゆき

江東マンドリンクラブ 第25回定期演奏会    6歳 以上
7/7土　□14：00開演　□江東区文化センターホール
□全席自由　500円
七夕の日、25回目という節目に星に関する曲を中心にお贈りします。 
マンドリンの心安らぐ、すてきな音色をお楽しみください。
曲目／星空のコンチェルト、ジュピター、星に願いを ほか 昨年の様子

東京シティ・バレエ団創立50周年記念公演
「ウヴェ・ショルツ・セレクション」  5歳 以上 託児 あり

7/7土・8日　□7日17：00開演　8日14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　 SS席7,000円　S席6,000円　A席5,000円　B席3,000円　江東区民各席200円引 

当日学生席（高校生〜25歳）2,500円 
（当日残席がある場合のみ販売）

東京シティ・バレエ団によるベト7日本初演から5年…あの時の衝撃と
感動が、ティアラこうとうに帰ってきます！ショルツファンのみなら
ず、音楽ファンからの声援も熱いシンフォニック・バレエが並びます。
演目／ ウヴェ・ショルツ振付「ベートーヴェン 交響曲第7番」、「Octet」
音楽／L.V.ベートーヴェン：交響曲第7番、F.メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20
芸術監督／安達悦子　指揮／井田勝大　演奏／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

ベートーヴェン交響曲第7番 Octet

Ⓒ Takashi Shikama

ビンセント・ハーリング&エリック・アレキサンダー
The Battle ジャパンツアー2018    6歳 以上
7/10火　□19：00開演　□森下文化センター多目的ホール
□全席自由　3,500円　学生1,000円（当日各500円増）
今年もニューヨークから最強のミュージシャンが来日。サキソフォ
ンのバトルをご堪能ください。
出演／ ビンセント・ハーリング（アルトサックス）、 

エリック・アレキサンダー（テナーサックス）、小林陽一（ドラ
ムス）、安ヶ川大樹（ベース）、泉川貴広（ピアノ）

泉川貴広安ヶ川大樹小林陽一ビンセント・ハーリング（左）
エリック・アレキサンダー（右）

Viva la Musica 2018 Sounds of Balalaika & Accordion
進化し続ける二人が挑む最高のアンサンブル  6歳 以上
7/25水　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定　4,000円
加藤登紀子ツアーへの参加やテレビ出演、オーケストラとの共演など活動の範囲の広がる若
手実力者二人によるセッションコンサート。
出演／北川翔（バラライカ）、大田智美（アコーディオン）
曲目（予定）／ 黒い瞳、アヴェ・マリア、ベニスの謝肉祭、ティコティコ、ロシア民謡 ほか 北川翔 大田智美

ティアラ JAZZ LIVE 2018
FUMIKAスマイルコンサートPart.11 ～全てはスマイルから始まる～   6歳 以上
7/27金　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,000円
マザー・テレサの言葉 『Peace begins with a smile（平和は微笑みから始まる）』。笑顔は自分だけでなく、周
りの人にも、とても良い影響を与えます。貴方が笑えば、みんなが笑う。みんなが笑えば、貴方も笑う。癒しと微
笑みの空間へ…スマイルは合言葉!
出演／ FUMIKA（ヴォーカル）、佐久間和（ギター）、山本琢（ピアノ）、小林真人（ベース）、薗田勉慶（トロンボーン）
曲目／ Smile、私のお気に入り、スマイルは合言葉、素敵な貴方 ほか FUMIKA

ダンス・エマージ Kotos Vol.4    4歳 以上
7/15日・16月・祝　□15日19：00開演、16日13：00・17：00開演
□ティアラこうとう大会議室　□全席自由　1,500円
コンテンポラリーダンスって何？バレエと比べると、なんだかわかりづらい？でも、思いの
ほかコンテンポラリーは楽しくて、面白いのです。自由な心を持って、観に来てください。
出演／真島恵理バレエスタジオ生徒 ほか（ゲスト予定）

井上陽水コンサート2018  ROCK PICNIC  6歳 以上

5/14月　□18：30開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　8,640円 ※おひとり様4枚まで
現在69歳でもなお、精力的に4月からコンサートツアーを行う井上陽水。「ROCK PICNIC」という
意味深長なタイトルの上、今回のツアー会場は、近年行われたコンサートとは趣が異なる予感。今
回ならではの雰囲気を是非お見逃しなく!

伝統芸能公開「落語」特別版 生まれも育ちも、江東区。昔昔亭桃之助乃会 
6/22金　□18：30開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　2,300円（当日500円増）
昨年の真打昇進披露も好評の江東区出身・在住の昔昔亭桃之助
が、ラジオでもお馴染み笑福亭鶴光、「てじなーにゃ」の山上兄弟
と豪華ゲストを迎えます。どうぞお見逃しなく!
出演／昔昔亭桃之助、笑福亭鶴光、山上兄弟、柳亭小痴楽 ほか

柳亭小痴楽山上兄弟笑福亭鶴光昔昔亭桃之助

6歳 以上

完 売
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チケットのお申込み方法 江東区文化コミュニティ財団
施設一覧1   チケット取扱施設へ電話予約 

右表財団施設一覧「チケット取扱」のある施設へ

2    チケット取扱施設での窓口予約
3   インターネットでの予約 
（会員登録が必要です） 
https：//kcf.or.jp

●�チケット購入後の変更・キャンセルは一切できません。
●�チケットの表示価格は、すべて税込です。
●�各種割引をご利用の場合は、チケットお引き取りの際に�
証明できるものをご提示ください。

【開館時間】9：00〜22：00
（深川江戸資料館・芭蕉記念館・中川船番所資料館の各展示室は9：30〜17：00）

【休館日】
★ 毎月第1・3月曜休館�(ただし祝日の場合は開館)
☆ 毎月第2・4月曜休館�(ただし祝日の場合は開館)
● 毎月第2・4月曜休館�(ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)
〇 毎週月曜休館�(ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)

● 新発売のチケット 4月10日（火）から発売開始
電話 10：00〜21：00※　窓口 13：00〜21：00※ 
インターネット 翌日0：00〜
● 発売中のチケット
電話・窓口 9：00〜21：00※　インターネット 24時間
電話・インターネットでのご予約は公演前日まで

※深川江戸資料館は17：00まで

●�6歳 以上 �…数字がご入場いただけるお子さまの年齢です。
●�託児サービス�
託児 あり �…お申込み先�株式会社マザース ☎0120−788−222�
託児 あり �…お申込み先�総合保育サービスHAS ☎0120−834−988

施設名 電話 チケット取扱 休館日 所在地

 1  江東区文化センター 電話�03−3644−8111
FAX�03−3646−8369 あり ☆

〒135−0016

東陽4−11−3

 2  森下文化センター 電話�03−5600−8666
FAX�03−5600−8677 あり ★

〒135−0004

森下3−12−17

3  古石場文化センター 電話�03−5620−0224
FAX�03−5620−0258 あり ★

� 〒135−0045

古石場2−13−2

4  豊洲文化センター 電話�03−3536−5061
FAX�03−5560−0505 あり ☆

� 〒135−0061

豊洲2−2−18

 5  亀戸文化センター 電話�03−5626−2121
FAX�03−5626−2120 あり ☆

〒136−0071

亀戸2−19−1

 6  東大島文化センター（休館中）電話�03−3681−6331FAX�03−3683−0507 なし ☆
〒136−0072

大島4−5−1
(総合区民センター内仮事務所)

※�貸出施設および建物の大規模改修工事に伴い休館しています。平成30年7月まで（予定）。
※連絡先は総合区民センター内仮事務所（9：00〜17：00）

 7  砂町文化センター 電話�03−3640−1751
FAX�03−5606−5930 あり ★

〒136−0073

北砂5−1−7

 8  総合区民センター 電話�03−3637−2261
FAX�03−3683−0507 あり ☆

〒136−0072

大島4−5−1

 9   ティアラこうとう（江東公会堂）

ティアラこうとうチケットサービス

電話�03−3635−5500
FAX�03−3635−5547
電話�03−5624−3333

あり ★
〒135−0002

住吉2−28−36

10  深川江戸資料館 電話�03−3630−8625
FAX�03−3820−4379 あり ☆

� 〒135−0021

白河1−3−28

 11  芭蕉記念館 電話�03−3631−1448
FAX�03−3634−0986 なし ●

〒135−0006

常盤1−6−3

 12  中川船番所資料館 電話�03−3636−9091
FAX�03−3636−9094 なし 〇

〒136−0072

大島9−1−15


