古石場文化センタ ー

亀戸文化センター

無声映画と弁士の世界を楽しみましょう

無声映画鑑賞会創立 周年
記念事業

いてから今年で

ィルムを収集して鑑賞会を開

呼ばれる説明者がスクリーン
す︒これを記念して様々なイ

無声映画の時代には弁士と
の横でストーリーやセリフを
ベントを開催します︒

江東区文化センター

８月 日㈯開催

吹奏楽ファンの皆さん事件です！

﹁アルメニアン・ダンス﹂が
オーケストラで登場
乞うご期待！

元気の出るコンサート２００９
３ 時開演

〜 ダンス！ダンス！ダンス！ 〜
日㈯

ルツなど踊りをテーマにした

ィルのコラボレーションでワ

区内中学生と東京シティ・フ

出 江東区内中学生約

場いただけます︒

※３ 歳 以 上 の お 子 様 よ り ご 入

さ ざ ん か１ ︑
９００ 円

中 学 生 ま で１ ︑
５ ００ 円

フィルによる

クライマックスは﹁ブラジル﹂の大合奏

第二部
◆東京シティ
元気の出る名曲コンサート
アンダーソン／舞踏会の美
女︑バルトーク／ルーマニア
民族舞曲︑リード／アルメニ
ア ン ・ ダ ン ス パ ー トⅠ ︑ ヨ ハ
ン・シュトラウスⅡ ／美しく
青きドナウほか

参加者募集

﹁ブラジル﹂を
演奏しよう！
本公演のクライマックスで
演奏する﹁ブラジル﹂を客席
で一緒に演奏しませんか？

ＫＯＴＯ街かどアーティスト見本市
毎月第 土曜日はＫＯＴＯ街かどアーティストＤａｙ

は

月

日

※出演者は︑変更になる場合
・

がございます︒
※次回 ｏ

㈯に開催予定です︒

階段状の席なのでどこからで

も見やすくなっています︒

婦喧嘩を笑ってみたりと︑現

す︒生活の中の失敗談や︑夫

もなく︑素直に笑える喜劇で

﹁狂言﹂は何の事前の知識

が 降 ら な い よ う に と︑﹁ て る

す︒今年からは︑公演当日雨

区民参加狂言を企画していま

子や演目の三部目には大人の

域のこどもが演奏する能楽囃

また︑開演前に行われる地

代でも変らないものがテーマ

てる坊主コンテスト﹂も開催

新緑がきれいな５ 月に星空

になっています︒昔から伝わ

のもと狂言を満喫して︑いっ

します︒かわいいてるてる坊

この狂言会は東京ではめず

る普遍的な笑いの芸能が﹁狂

らしい屋外で行う薪狂言会で

ぱい笑って︑明日への活力と

主がいっぱい並びます︒

す︒普段は何もない文化セン

第２回

薪の迫力もお楽しみください

してみてはいかがでしょう︒

中庭に特設舞台を設営

江東 の時間 と空間

こども能楽教室リハーサル

ター中庭に能舞台が現れます︒

言﹂なのです︒

せんか？

いもののように思われていま

﹁狂言﹂と聞くと何か難し

江東狂言の会 間もなく開催！

いっぱい笑ってストレス解消

入場無料

﹂開催

﹁ＫＯＴＯ街かどアーティスト
見本市

２ 時開演

場 江東区文化センター談話

日㈯

ロビー

月

の方②公演当日のリハーサル

出 仙助流南京玉すだれ東京

時

に参加できること③楽器をお

東 支 部︵ 玉 す だ れ ︶︑ ソ ン

①チケットご購入

持ちで当日持ち込みが可能な

参加条件

方

劇 画 を 代 表 す る︑ さ い と う ・

日㈮まで

深川育ちの漫画家・田河水

たかをさんが登場します︒ひ

ス︶

クーバ︵キューバ音楽・ダン

㿌３︶☎３６４４㿌

申 江東区文化センター︵東

陽４ 㿌

７月

８ １１１ まで︑電話または窓
口で
申込み期間

初夏開講！

指揮 大河内雅彦

マンガ講座

のらくろ館

森下文化センター

今秋 周年

泡を紹介する﹁田河水泡・の

と 月 に ２０ ０ ペ ー ジ 近 い 原 稿

７月５日㈰開講

みると︑桜の花びらがゆっくり

橋を渡りながら大横川の水面を

る︒日曜日の人出で賑わう黒船

まちも今は緑色に染まってい

桜も終わり︑ピンク色だった

と先生の机の上にのっけてある

終わって学校へ行くと︑ちゃん

持っていっちゃうんだ⁝夏休み

たまにくるんだよ︒そんで着物

が﹃泳いじゃいけない﹄って︑

を︶覚えたんです⁝﹂
︑
﹁水上署

り込まれるようにして︑
︵泳ぎ

子供んときに︑しも︵ヒモ︶で
しばられて︑廊下から川へ︑放

と流れていく︒ひとかたまりに

﹁水﹂のもたらすもの

なった花びらが水面を流れる様

の⁝﹂
︑
﹁⁝小名木川︑こんなに

︵まつかわ

松川淳子

じゅんこ︶

係をどのように結べるだろうか︒

から先︑水とまちとの新しい関

特徴づけている︒私たちはこれ

江東区を﹁水辺のまち﹂として

める絶好のポイントを提供し︑

るまちを映し︑同時にまちを眺

要な要素であり続け︑岸辺にあ

ばかりでなく︑まちの景観の主

活に安らぎや楽しみをもたらす

た︒それでも︑水は︑人々の生

も子どもたちの遊びも変わっ

時間の流れの中で︑多くの水
面が埋め立てられ︑産業も生活

し︵上︶
﹄
︶
︒

る江東区の町並みと人々の暮ら

宿泊プランで 優雅なひとときを…。

時 ８月

ロビ

曲を中心に演奏します︒今年
よる連合吹奏楽団︑東京シテ

部

ほか

活動写真と弁士の話芸をこ

ら く ろ 館 ﹂︵ 森 下 文 化 セ ン タ

を 世 に 送 り 出 す﹁ さ い と う・

自分で考えたオリジナルキ

﹁こどもａｒｔスペース
アニメーションを
作ってみよう！﹂

ャラクターを使った︑パラパ

指導します︒コースに分れ年

広くなかったんだよ︒六年生ぐ

らいになると︑わんぱくだった

子を﹁花筏﹂という美しい表現

ら︑こっち側から向こう側に石

をするのだそうだ︒

江東区の﹁水﹂もまた︑まち

が投げられた⁝この川はね︑紀

㈯

﹁元気の出るコンサート﹂
分からミニ

ーコンサートを予定

２時

東区文化センター夏の恒例コ
￥ 全 席 指 定 ２︑０ ０ ０ 円

場 江東区文化センターホール

※

ンサート︒今年のテーマは﹁ダ

は今年で７ 回目を迎える︑江

ン ス！ ダ ン ス！ ダ ン ス！﹂︒

の夏も夏バテ知らず︒江東区

名に

文化センターから﹁元気﹂を
ィ・フィルハーモニック管弦

第

楽団︑大河内雅彦︵指揮︶
曲目
フィルピックアップメン

◆江東区の中学生と東京シテ
ィ
バーによるジョイント
クイーン

カーニバルのマーチ︑ダンシ
ング

落語会〝話芸の極〟

よなく愛し︑無声映画鑑賞会

ー︶では︑大人も子供も楽し

たかをプロダクション﹂
︒マン
ガ界で初めて導入・確立され

めるマンガ関連講座を開講し
ます︒

た分業制というシステムなど
その他作家という立場でマ

ラマンガやアニメーション作

についてお話をうかがいます︒
ンガ制作に係わる原作者の話

りを︑プロのアーティストが

﹁表現としてのマンガ﹂
恒例となったマンガについ

な ど ︑３ 回 に わ た り ﹁ 表 現 と
ます︒

代に合わせた作品作りが楽し

の構造をつくる大事な要素だ︒

長 さ ん の も う 少 し 先 の 所 に︑

※雨天時の販売はありません。中庭特設会場での開催時のみご覧いただけ
ます。なお、チケットの引き取りは公演当日のみとなります。

お持ち帰りください︒

無声映画鑑賞会

鑑賞会初期のポスターや当
の理事を務める落語界の大御

圓歌・金馬二人会

時の映写機をはじめ︑松田氏

周年記念展

が収集した古典映画関連資

日㈭

あります︒
時 ７月

場 カメリアプラザ カメリ

７ 時開演

の魅力﹂についてのトークも

弁士・澤登翠と﹁伝統話芸

所︑圓歌・金馬の二人会︒

年の

料︑支援のあった映画人の色
紙や書簡など︑鑑賞会
日㈮

歩みを辿る企画展です︒
時 ７ 月１ 日 ㈬ 〜

日㈪は休館日

場 古石場文化センター展示

※６ 日 ㈪ ︑

アホール
出 三遊亭圓歌︑三遊亭金馬

ロビー
￥ 入場無料

て学ぶ講座︒今年のテーマは

してのマンガ﹂について考え

﹁表現﹂ です︒
世界﹂と題し︑４コママンガ

￥ 各 回１ ︑
５ ００ 円

めます︒

第 １ 回 目 は ﹁４ コ マ で 描 く
を代表するマンガ家と担当編

※３ 回セットでお申し込みの

申 ６月

まちの地図をひろげれば︑区内

あっちこっち階段があってね︑

ここの前を通ってね︑そいで︑

を縦横に走るたくさんの川や運

海に出ちゃうの︒そこの海で泳

河が︑小島の点在する低湿地か

家康の入府とともに開発が始

いで遊んで︑
そいで︑
そこでもっ

川へ降りられたんだ︒船から物

められ︑舟運によって都市の生

てアサリを取ったり⁝面白かっ

を上げる関係でね⁝﹂
︑
﹁水産大

活を支え︑産業を発展させてき

たね︑この時分には︒まったく︑

ら水と共に成長して現在に至っ

た川は︑このまちで暮らす子ど

た４００ 年の歴史を雄弁に物

もたちにとっては︑
﹁大事な遊

思い出してもなつかしいよ⁝﹂

学っていうのが今あるでしょ︑

び友達﹂でもあった︒

などなど︑古老たちの話は︑子

語っている︒

﹁ ⁝ 裏 が 川 で し た か ら ね え︑

ども時代の暮らしの中の楽しい

思い出が︑川や水と分かちがた

く結びついている︒筏を上手に

操る女の子もいたとか︵以上

―

16

5

﹃江東ふるさと文庫④古老が語

締

問

申

保

内

出

師

￥

対

場

時

しめきり

問合先

申込先・問合先

4,950 円

9,900 円

5,300 円

―

2,400 円

（中庭開催時のみ入場）

般

一

種

5,500 円

1 階指定席
（ホールでは別席）

さざんか

シニア
ペアチケット（60
歳以上）

席

2,500 円

2 階立見

「水の軸線」大横川 「水と緑の遊歩道」大横川巴橋周辺
（4月23日筆者撮影）
牡丹町前川製作所より

年となりま

述べていました︒弁士・松田
春翠氏が戦後散逸した映画フ

朝から晩まで
活動写真！

澤登翠︵活動弁士︶
伊達春風
３︑
５ ００ 円
㿌 １︶ ☎ ５ ６ ２ ６ 㿌 ２

問 カ メ リ ア ホ ー ル ︵ 亀 戸２

￥ 全席指定

司会

ゲスト

㿌２︶☎５６２０

問 古石場文化センター︵古

石 場２ 㿌
㿌０２２４

㿌

１２５

集者をお招きし︑４ コマとい

場 合４ ︑
０００ 円︒

師 やたみほ︵編みメーショ

日㈬より受付開始
う限られた枠にかける思い

申 ☎５ ６００ 㿌８６６６ ま

︶ ☎５ ６ ０ ０ 㿌



PM

イアーティスト︶ほか
㿌



4

問 森下文化センター︵森下

３㿌

８６６６

Part 2

昨年の
様子

【宿泊プラン】ホテルイースト 21 東京
1 泊朝食付き＋ 1 階指定席のセット料金
1 名 12,000 円〜18,000 円（サービス料・消費税込、宿泊人数
により変動）
このプランはホテルイースト 21 東京
（宿泊予約直通☎ 03-5683-1721）に直接ご予約ください。
ホテルのホームページ www.hotel-east21.co.jp から予約可
能です。

（4月23日筆者撮影）
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Vol.
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30
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PM

･

de
仙助流南京玉すだれ東京東支部
クレイアニメ制作の様子（昨年度）

保育

内容

出演

活弁大獅子吼大会
現役弁士５ 人による無声映
画の上映会です︒邦画から洋
画まで︑昭和の時代に映画館

19:00上映作品「ウィンダミア夫人の扇」

23

10

17

本番直前！ 熱の入った練習風景
（昨年のリハーサルより）

5

12

を賑わせた活動写真をまるご

片岡一郎

v

や︑表現の可能性をお話いた

原作×作画
共同だからこそできる表現

ン 作 家 ︶︑ 服 部 み ど り︵ ク レ

10月（予定）

と一日お楽しみください︒︵５

©さいとう・たかを／さいとう・プロ／リイド社刊

たは窓口で︵先着順︶

第3回

だく予定です︒

分業制が生み出すマンガ
ゴルゴ13の舞台裏

公演・入替制︶

ダグラスの海賊（85分）

･

８月には﹁ゴルゴ ﹂
﹁鬼平

8月30日（日）

下表参照

13:45

10

犯科帳﹂
﹁仕掛人藤枝梅安﹂な

第2回

日㈯

坂本頼光

♬
ど数 多 くのヒット 作 品 を 持 ち

４コマで描く世界

時 ７月

大

渋川伴五郎（64分）

15

御大典記念と銘打たれた昭和３年製
国産映写機

6月28日（日）
（予定）

場 古石場文化センター

12:00

･

三遊亭圓歌

第1回

研修室
￥ 全席自由

８ ０ ０ 円︵ 当 日 ２

斎藤裕子

50

平成21年5月10日

１︑２ ０ ０ 円︵ 当

猛進ロイド（80分）

31

内容

講師・指導

費用

対象・定員

１回券
★印公演

００ 円増︶
日３００円増︶

時14:00〜16:00
「表現としてのマンガ」カリキュラム ⃞

※雨天時の会場はホールとなります。
ホール開催の場合は座席位置が屋外とは異なります。

東京大学工学部建築学科 同大学院
卒。建築計画、地域計画専攻。東京大
学助手、
（財）余暇開発センター客員研
究員等を経て、
1979年、友人たちと生
活構造研究所の設立に参加。
1991年
より、株式会社生活構造研究所代表
取締役。一級建築士。
コミュニティのあ
り方の視点から全国各地域の生活調
査、
構想・計画づくりなどに携わる。

10:00

31

No. 324
２︑
５ ００ 円

16:30

19

三遊亭金馬

（4月12日筆者撮影）

会場

日時

凡例

１ 日通し券

弁士 澤登翠

「花筏」大横川
黒船橋より

弁士

50

作品名

20

50

上映時間

11

日程

13

楽団カラード・モノトーン生演奏付

（小津安二郎監督作品）

澤登翠
生れてはみたけれど（91分）
★

桜井麻美
ウィンダミア夫人の扇（64分）
19:00

13

5
18

50

山鹿文子 布絵展 「奥の細道」旅立ち 320 年記念事業 入場無料
山鹿文子の
「奥の細道」
布絵の世界〜芭蕉の世界を布絵で再現〜
開催中
5月16日
（土）
午後3時まで、
森下文化センター展示ロビーにて開催中
16:30上映作品「生れてはみたけれど」

毎月10日発行

■総合区民センター☎3637−2261

■ティアラこうとう☎3635−5500

■男女共同参画推進センター☎5683−0341

■深川江戸資料館☎3630−8625

■芭蕉記念館☎3631−1448

■中川船番所資料館☎3636−9091

■商工情報センター☎5626−0021

今月のジュニア俳句 芭蕉記念館で毎月第２土曜日に開催している﹁ジュニア俳句教室﹂︒その中から 作品をご紹介します︒︵ 月 日︵土︶開催分︶ ◆一匹のかえるが石に化けている︵季語﹁かえる﹂・春︶小６年 石井あゆみ

6

4

11

・初夏︶小１年 有我優人
◆わかたけもぼくもふくがちぢんでく︵季語﹁若竹﹂

タウンカジュアルシューズ

おかげさまで38周年

黒、アイボリー
キャメル
￥17,800

地域の皆様ありがとうございます。
ご自身のために時間を使ってみませんか

私達は地域社会に根ざし、
「ご家族みんなで気軽にご利用
になれる美容室へ」と、
「お客様の喜びが私達の成長につな
がる」
をモットーに、
さらに50周年を目標に精進いたします。
今後共よろしくお願い申し上げます。

4,200
3,150

5月の無料体験（要予約）

月4回

（教材費込）

春の成果展（5/17〜23 月曜休館）

初めてご来店の方30％OFF

http://www.curlpia-morimoto.jp/

申込先・問合先

締

保育

問

内容

申

出演

保
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内
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出
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師

￥

会場

対

日時

場

時
凡例
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平成21年5月10日発行

■江東区文化センター☎3644‑8111 ■森下文化センター☎5600‑8666 ■古石場文化センター☎5620‑0224 ■豊洲文化センター☎3536‑5061 ■亀戸文化センター☎5626‑2121 ■東大島文化センター☎3681‑6331 ■砂町文化センター☎3640‑1751

芸 術

■ドリーム絵画サークル 日本画油絵
ぐえく㈭13〜15時15〜17時2部制月4回
け5,500円初心者優しく手ほどきしま
す｡ 見学自由☎3648-8061 落合星夢
■水彩画サークル江彩会 く㈮19〜21
時ぐあ初心者も経験者も楽しく気軽
に学べます｡ ☎047 - 449 - 5257 太田
■絵手紙教室「ふみの会」 描いて楽
しい 頂いてうれしい お仲間募集中
く第2第4㈭14:00〜16:00ぐ小松橋出
張所4F け10回12,000円 ☎3644-4329
田中
（17:00以降）
■書道教室 く毎週㈬16:00〜18:00ご
幼〜一般迄､ 幼〜四年迄硬筆併習｡
おすすめ 四歳〜七歳迄の硬筆コー
ス15:00〜16:00ぐ公団豊洲四丁目団
地集会所（豊洲児童館隣）☎042-3747485（午前中）講師 立山虹渉
■大塚書道塾 漢字･仮名･実用書道･
ペン字､子供は毛筆･硬筆併習 く㈫
㈬㈮14〜21時ぐ亀戸駅､大島駅徒歩6
分 ☎3683-2920 大塚裕山
■秋湖会（楷､行､草､かな､実用書､ペ
ン字）を学習｡初心者も経験者も基本
から分かり易く､楽しく役立つ指導
をします｡ぐあく㈬13:30〜21:00 他
ぐ深川二丁目集会所く㈪17:30〜21:
00 ☎3667-6718 田塚欣子
■書道ペン字会 ぐ東砂西地区集会所
ご5才〜一般く㈫㈭15〜19時こ3回3,0
00円一般書道4,000円☎080-5428-0841
■写仏教室 ぐあく第1･3㈭14〜16時､
ぐえく第2･4㈫14〜16時け1回2,000円
初回3,000円
（筆代含む）
線画の仏様の
お手本を和紙に墨で写します｡ 究極
の癒し体験です｡教材､用具は毎回用
意致します☎090-6477-5820 瀬戸
■現代美術魚拓研究会 草花やお魚を
カラーで素敵な作品に仕上げます｡
見学自由｡ ぐうく第2㈰10時〜17時
げ2,000円こ1,000円☎5632-2373 太田

趣 味

■パンフラワー教室 基礎から資格取
得まで ぐぇく第2･4㈬夜間ぐ自宅く
㈯a.m.p.m. ☎3644-5860 いなのべ
■型紙いらずの着物リメイク く第3
㈯14:00〜ぐあタンスに眠っている
ウールなど洋裁の苦手な方リメイク
してみませんか ※展示会のご案内
く8/8㈯〜15㈯ぐあロビー リメイク
相談講習有 ☎FAX3645-7581
■和裁教室 初歩より上級｡各自教材
自由｡個別指導初心者にも対応｡く月
3回､各2時間げこ各5,000円ぐ永代23-5 ☎3642-3522 大塚
■和裁着付 和裁く㈪㈭18:00〜20:30
㈫㈭9:30〜12:00月4回組合せ自由げ
3,000円こ7,000円 初歩から学べます｡
着付く㈮10:00〜12:00､18:30〜20:
30月3回着物帯無料貸与初心者歓迎｡
ぐ永代2-13☎3641-3206永代早川教室
■着付教室 く㈫月3回10〜12時14〜
16時初心者歓迎プロ養成ぐ永代2-31
門仲駅1分☎3642-2917門前仲町教室
■手結び着付教室 お一人お一人のペ
ースに合わせてお稽古致します｡ 初
めての方でも安心ですぐ南砂町駅徒
歩5分 ☎3644-0597 若宮着装師会
■プロに学ぼう｢囲碁教室｣水曜会 楽
しく､面白くをモットーに､初めての
方や､級位者も､佐々木正棋士八段が
やさしく教えます｡ 見学自由､歓迎｡
く毎週㈬13:00〜17:00ぐぇ3F研修室
け半年21,000円 ☎3646-0055 田村
■お惣菜教室 健康を考えた家庭料理
を少人数制で作っています｡く月2回
10:30〜㈪㈫㈮㈯け1回2,500円ぐ塩浜
1丁目 ☎3649-0776 野村

その他
ぎ心&からだ演劇研究所 秋から毎週
土曜夜始めるワークショップの説明
会 ぐあ他け1,500円く5/23､6/20㈯夜
どなたでも｡ 名作の秘密に触れる演
技の道しるべ｡申込☎090-6507-3067
ざCocoroCarada@softbank.ne.jpかずさ
ぎアメリカ西海岸とカナダのロング
ステイセミナー ぐあ3F第2研修室
く5/29㈮14時〜16時or5/31㈰14時〜
16時け無料両日とも講演内容は同じ
です｡ お気軽にご参加下さい｡☎
6228-1819大崎
ぎ女性力をアップ パーソナルカラ
ーを知り自分流のコーディネイト術
を身につける2回講座｡ 各会場6名ぐ
くあ5/31､6/14㈰13時〜15時 ぅ5/29
㈮､6/4㈭19時〜21時け5,800円教材込
要予約 ☎3645 - 0544 ミルクルール

西 大 島

体験レッスン・見学歓迎

いわだてピアノ教室

（総合区民センター）

3才〜グランドピアノで楽しくレッスン
（幼児〜小低学年 ソルフェージュ・聴音有り）

♪個人レッスン 週1回 30分〜90分（年40レッスン）
♪曜日時間帯 ご希望を伺います
♪エレクトーン・幼教・保育士指導（リトミック・伴奏・月行事）
♪発表会あり（タワーホール船堀）

3回まで無料体験有

大島教室（大島駅3分）090-9102-8350（教室） 03-5243-4301（自宅）

PM3:00〜6:00 江東区大島4−5−1
PM2:00〜7:00 総合区民センター7F（西大島駅上）
PM2:00〜5:00 TEL 080−1981−1033 平川
豊洲
教室

ピアノ（月〜土）3 才〜大人
リトミック（火水木）1 才半〜6 才

クレッシェンド音楽教室
「一音会式」絶対音感トレーニングを取り入れた
ピアノ＆リトミック教室です。
読譜力と表現力が身につく楽しいレッスンです。

38年の歴史と信用
初婚・再婚・中高年
一人より二人
婚活を応援します

体験レッスン受付中です。
URL

http://cresc-ms.com

☎ 03-6220-0326

終

東京都民美術協会城東支部展（ 16:00）
第14回JRP江東支部写真展
（だぼはぜ）
（ 17:00）
第14回心を飛ばす絵手紙展（ 15:00）
日本画教室展（ 16:00）
第24回江東きりえ展
（ 16:00）

楽しいスクラップブッキング
すまいる会（水彩色鉛筆画）
江東の町なみを探る

■古石場文化センター展示室
小津安二郎紹介展示コーナー
第24期江東シネマプラザ紹介展

大道書芸会院展
終

■森下文化センター展示ロビー

■古石場文化センター展示ロビー
自主グループ合同成果展
5/10〜16
ハワイアンリボンレイ
5/17〜23
紅型染古石場

第13回自主グループ・サークル成果展
（すべて 15:00）
5/10〜5/16
スケッチ教室
5/17〜5/23
蘭瑶書道会 ※5/18は休館日
5/24〜5/30
絵の会「キャンバス」
5/31〜6/ 6
かな書道教室、漢字書道教室 ※6/1は休館日
6/7〜6/13
斉藤あや手工芸教室、稲野辺俊子パンフラワー教室

■砂町文化センター展示ロビー

終

自主グループ・サークル合同成果展（すべて 15:00）
5/17〜5/23
日本刺繍森下教室、
さしものの会（江戸指物）
、江戸切子かごめ会
5/20〜5/23
千桜流いけばな教室
5/24〜5/30
キルトオブリバティ、
日本刺繍同好会、手描友禅の会
5/31〜6/6
彩心会
（書道）、
すみれアート
（トールペイント）
、
江戸切子あさのは会
6/7〜6/13
ちぐ紗会（ペン習字）
、彫祐会
（木彫）、
江戸和竿寿晴深川会
6/14〜6/20
更紗会、
すてきに表装、森下うるしの会

終

■東大島文化センター展示ロビー

■江東区文化センター展示室
5/19〜5/24

5/24〜30
5/31〜6/6
6/7〜13

自主グループ・サークル成果展
（すべて 15：00）
5/10〜16
聖山会砂町教室、
グラスアートとんぼ玉をつくる、
趣味のとんぼ玉
5/17〜23
北砂書写教室、
フローラル・ラ・メーサ
（フレッシュ粘土の花）
※5/18は休館日
5/24〜30
写真クラブフォトロ
5/31〜6/6
ドリーム絵画サークル、刺繍小物教室 ※6/1は休館日
6/7〜13
わいわいフォトクラブ

新設

落語科
朗読科

体験
レッスン
受付中!!

お気軽にお問合せください。

ドラム科（DTX）

アミール

http://jet-ginza.com/
cres.music.cube/

門 前 仲 町 駅 徒 歩 1 分♪
江東区門前仲町1-7-8 松原ビル4F

5月の感謝デー

癒されながらスキルアップ
JAAアロマコーディネーター
ライセンスコース

15回（30時間）
受 講 料…￥157,500

生徒
募集

JAA認定加盟校

5

アロマ体験レッスン受付中

（¥2,100）

17回

スクール案内無料送付いたします
お気軽にお問合せ下さい

（月）
から
（金）
の6クラスの中から
ご自分に合ったクラスを選んで下さい

テキスト代…￥31,500
入 学 金…¥10,000（5月末まで50%0FF） 10月受験生 6月よりスタート

アロマショップ桜

東陽５−２６−７向田ビル 東陽町駅徒歩3分 深川高校西隣

☎3615-6884

080-5384-3511

aromashop-sakura@ezweb.ne.jp
http://aromashop.sakura.ne.jp

● ホームレッスンも

ございます。

ンススクール
白幡ダ

￥17,000 5/22まで
入会金無料！

（水）
2:45-4:15
大島教室

新クラススタート

森下教室

豊洲教室

外国人と積極的に
話せるようになり
たい

無料体験レッスン

グループレッスン

（15分）

（５０分 ５００円より）

映画を字幕なしで
みられたら……

●清澄白河駅 Ａ３出口徒歩１分

GLORY English

海外旅行をもっと
エンジョイしたい

090-2536-2493

無料体験受付中

◆6月6日
（土） 眠れる森の美女 全幕◆

（2009年6月〜12月）
入場無料
6月と12月の参加者
募集中

セルゲイ・サボチェンコ ヴァレンティン・バルテス
キム・ボーヨン ピクトル・コスタコフ 秋元康臣
田中英幸 北條耕男 大久保真貴子 他

◆12月27日
（日） 創作バレエ発表会◆
振り付け：早川真紀

他

070-5083-0957
バレエオープンクラスは毎日、
￥1,500〜受けられます。見学いつでもＯＫ。

場所：スタジオエスト

江東区東陽3-7-10 5階 木場駅1番出口左へ1分。ローソンの上5F。
ホームページ▶http://d7.dion.ne.jp/~arte メールアドレス▶arte@d7.dion.ne.jp

ク 先 生 の英 語
ッ
教
リ
ト GLOBAL LANGUAGE

室

ゲスト

発表会のご案内

●営業時間 13:00〜22:00
（日曜定休）

☎03−5639−2660 http://www.shirahatads.com

江東区文化センター

カルチャーナビをお持ちの方、お月謝2ヶ月2,000円引き！！

平成21年5月10日発行

社交ダンス

レオタード等バレエウェアー20%引き
5月16日
（土）
・17日
（日）午後5時まで

パ

☎

グローバル ランゲージ

コミュニケーションスタジオ

初級〜上級、幼児〜大人、TOEFL、TOEIC等各種テスト対策、
無料レベルチェック、英語以外の言語も対応できます。
TEL：5606‑9310 080‑2019‑5616

扇橋3丁目21−3 平和ビル1階 パルシティそば

5/30

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

◆ばしょうぞう竹の子ちょこっとおくりもの︵季語﹁竹の子﹂・初夏︶小６年 渡辺礼文

展示等のご案内（ は展示初日の開始時間、 は展示最終日の終了時間）

終

5/12〜5/18
5/19〜5/24
5/26〜5/31
6/1〜6/7
6/9〜6/14

終

始

地域振興会各施設
■江東区文化センター展示ロビー

二川瑞穂 ◆ひびきあうさくらふぶきと川の音︵季語﹁桜吹雪﹂・春︶小６年 疋田大蔵

ぎ前結び着付無料講習会 く5/14㈭
13:30〜15:30要予約ぐ森下駅2分 花
遊楽 ☎5600-5394 渡辺
ぎ布ぞうり講習会 く5/30㈯10:00〜
14:30先着15名 ぐ江東ボランティア
センター ☎3646-7576 小島
■洋裁教室チコ 手作りの楽しさあじ
わってみませんか｡ ていねいに教え
ます｡ く㈯13:00〜16:00 3時間ぐ東
陽町駅前☎3649-2792 チコ
■木村侑子手あみ教室
やさしい時
間が持てたなら､編んで納得､作品に
満足｡初心者歓迎｡く第1･3㈪a.m.p.m.
ぐあ クンストあみ､手芸､手描き染
めぐ三好自宅 ☎3641-2497
■フランス刺繍 ぐあ他施設心豊か
に楽しみませんか ☎3645-5937箕浦
■パッチワークといけばなの教室マカ
マカ く毎月第2･4㈬13時〜17時 ぐ
ぉ7F第3会議室け1,000円初回無料
（い
けばなの人は別途花代1,000円）
ざmiao@m3.dion.ne.jp ☎3638-6543 青山
■トールペイント・ケーキのサロン
くご希望を優先ぐ亀戸9丁目☎69135595 さwww9.plala.or.jp/ri -re/
■押し花教室 く月1回㈫ぐう亀戸駅1
分 思い出の草花を美しい押し花作
品に｡体験教室有り☎3684-5502東山

終

Ｊポップ・演歌・ポップス
201

ぎ新緑の戸隠高原を歩こう く5/28
㈭〜29㈮､6/8㈪〜9㈫各1泊2日｡各日
歩行約3時間｡※集会東陽区民館 ☎
090-8012-2700 四季山の会小須田
ぎ江東区武術太極拳交流大会 く5/30
㈯13:30〜16:00頃ぐ東砂スポーツセ
ンター大体育室（東砂4）け無料 色々
な種目の太極拳を表演します｡ カン
フーと太極拳の体験もできます｡ 室
内運動靴持参 ☎3644-9460 本田
■自彊術教室 健康と美容に最適な
ストレッチ体操 く㈪13:00･15:00㈭
19:15ぐあ､く㈮10:00ぐ森下こ3,000
円 ☎3649-2352 有賀
■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｡
く毎週㈭19:00〜㈯19:00〜ぐ深川ス
ポーツセンターこ初心者3,000円有段
者5,000円さhttp://www1.suisui.ne.jp/
fuk-aiki/☎3641-2760深川合気会相川
■日本光輪会合気道・遊悠塾 く毎週㈯
9:30〜11:30ご高校生〜60才代｡
女性可｡ 初心者歓迎｡ 合気･居合･
杖等｡ こ2,400円 ※明治神宮･11/3㈷
奉納演武会参加｡ 遊悠塾H Pあり
☎3635-8840 水田
■40才からの健康太極拳（楊名時）教
室太極拳葦の会 く㈯14:00〜15:30
㈰10:00〜11:30ぐうこ2,000円 気功
太極拳です｡40才未満も歓迎します｡
ざtaikyokukenn-shirai@wm.pdx.ne.jp
☎070-6458-8039 白井
■鞭杆太極拳教室 主催大江戸鞭杆の
会く月3回2･3･4㈯9:10〜10:10ぐ第
4砂町小学校（都合により場所変更あ
り）長さ1m強の細い棒を使う太極拳
24式｡はじめてでもすぐ出来ます｡楽
しいですよ｡ ☎3649-9477 浜島

■楊名時健康太極拳教室 く㈯10:20〜
11:50ぐ第4砂町小学校体育館ご中学
生〜一般
（中学生無料）
資格取得可心･
息･動の一致が内臓機能を高め気血の
めぐりを良くします ☎3649-9477浜島
■川本ヨガ気功健康体操教室 筋トレ
により高齢女性に多い骨粗鬆症を防
ぎ関節を守ります｡呼吸瞑想リラク
ゼイションにより自然治癒力を高め
ます｡く㈰10時〜1時間半ぐ東陽3丁
目珈琲館3Fけ1回1,000円☎3645-7080
■マタニティヨーガ教室 日本ヨーガ
瞑想協会く㈫11:00〜12:00ぐ豊洲け
1回2,500円 心身の安定爽快感を深め
ます｡問い合せ下さいざmarianela.04.
02@docomo.ne.jp☎090-1466-6972荒木
■マタニティヨガ ヨガを通じて体調
を整え安産を目指しましょうぐあ4F
和室け2,000円〜詳しくはさhttp://w
ww.famitopia.com/ ざinfo@famitopia.
com ☎090-7191-0653 ファミトピア
佐々木
■子供トリム体操教室 夏に向って体
力をつけましょう ぐえく15:00 幼児
16:00 小学生無料体験アリお気軽に
☎090-5441-9818 川上

終

たのしいカラオケ教室
ヴォイストレーニング教室

●掲載は活動場所が江東区内の場合に限ります。

スポーツ・
健康

ぎ「7ヵ国語で話そう」講演会 け無料
後援:江東区､江東区教育委員会､他
くぐ6/16㈫10時半ぃ､6/20㈯14時ぃ､
6/23㈫10時半ぉ､6/23㈫18時半う､6/
25㈭10時半ぅ､6/28㈰10時お 託児有
主催:ヒッポ ☎0120 - 557 - 761
■超入門〜初中級パソコン教室 あ
なたのレベルやパソコンにあわせ指
導します｡パソコンない方もOK｡く
㈪〜㈰午前･午後･夜ぐ東砂教室げ無
け1回2,000円 ☎090-9682-8715 高島
■ROM&RAMパソコン教室 ベテラン講
師が丁寧に指導します｡多彩な内容
で楽しいレッスンこ4回8,400円〜 毎
日通えるお得なコース有｡見学･無料
体験実施中｡出張レッスン･修理有ぐ
ホテルイースト21南側 ☎5633-9898
■60歳からのパソコン塾 Vista使用
はじめてのパソコンコース全12回け
15,950円
（教材費込）
｡その他ワード入
門コース､インターネット､メール､デ
ジカメコース等｡ ぐ東陽町☎3649-3
568 江東区シルバー人材センター
■初心者のための楽しい英会話 40才
以上17回17,000円新クラススタート
く㈬14:45〜 体験レッスン5/20㈬他
くぐ㈬13:00〜ぅ､㈫㈮10:30〜ぃ､㈪
㈭大島子供3才から4,500円 ネイティ
ブ講師 ☎090-2536-2493
■小中高生英語 まず学校の成績up
を｡英語の苦手な子集まれ｡楽しく学
ぼう｡ 英語は将来強い味方となる｡
ぐ亀戸 ☎3638-0246 中井
■小･中学生楽しい英語･英会話 個人
個別無料体験有ぐ亀戸☎5609 - 2237
■英会話中級 講師英国人｡ く毎週㈰
ぐぉこ6,500円 見学可｡ ざrobs@bri
dge.ocn.ne.jp ☎090-5425-3903 中江
■しゃべる英語 く㈫夜･㈭朝昼 月3回
女性初級のみぐ東陽☎5683 - 1508
■名子英語教室 個人レッスン専門｡
より高度で正確にニュアンスを伝え
より実務的に通用するそうゆう英会
話､そうゆう英語を勉強しませんか｡
すばらしい日本語の表現を英語で｡
ぐ牡丹1-1-4 ☎3641-7541
■英語家庭教師します く㈪㈫㈬のう
ち週1回夜間90分こ12,000円ご中･高
生 教師はケンブリッジ英検特級取
得者☎3645-6548 ライノ英語
■朴惠貞韓国語教室 会話中心｡初心
者､中高年大歓迎｡見学もどうぞ｡ く
毎週㈮㈯10〜21時入門〜上級ぐうげ
無こ4回9,000円｡1回2時間 さhttp://
www14.plala.or.jp/hejungpark/☎042577-4321 朴惠貞
（パク）
■黄文藍中国語教室 入門〜上級少人
数制朝昼夜け3カ月16,000円見学歓迎
小中学生こ5,000円 個人有り｡実用中
国語検定試験会場ぐ東陽町駅1分
☎FAX5690-5133さYAHOO黄文藍検索

発 声 か ら 感 情 表 現 ま で て い ね い に 指 導♪

※15日が月曜日の場合、休館の施設があるため翌16日になります。
※12月の締切日（1月号掲載分）は15日より前になります。詳細はお問い合わせください。

■フランス語ラ･ジョワ ぐ大島6 く
レベル毎指導 け月4回5,000円 楽し
く厳しい授業で会話と仏検をゲット
☎3682-8670 元Provence大講師 森
■数学教室 各自持参の教材にて学習
Ⅰ小学生※全体授業､ 授業料は無料
Ⅱ中学生※個人授業､ こ 1 0 , 0 0 0 円
Ⅲ高校生※個人授業､ こ 1 0 , 0 0 0 円
ぐ東陽町 ☎090-1768-0444
■1対1の完全個人指導 激安料金で
良質｡早稲田大学政経卒の教師が学
習･受験･赤点解消指導げ10,000円こ
7,200円 小中学生週1回60分月4回ご
小中高校生､受験生､社会人ぐ大島6-1
（夜）大島早稲田会
☎3685-6385

学 習

ぎはじめての短歌教室 く5/30㈯10:
00〜12:00 ぐぉ青少年洋室 け無料
後援:江東区教育委員会 講師:中村
正生 初心者歓迎｡お気軽にどうぞ｡
☎3684-1556 岡﨑
■門俳句木の会・主宰鈴木鷹夫 く第
4㈭13:00〜16:30ぐきけ1,500円 初心
者の方歓迎｡見学もどうぞ｡当日直接
会場へ｡ ☎3642-3459 石盛青柿
■表千家茶道教室 く㈭月3回10〜20
時 初心者歓迎｡習事〜盆点 七事式
指導者養成ぐ永代2-31門前仲町駅1分
☎3642-2917 門前仲町教室新見宗代
■表千家茶道教室 く㈬10:00〜20:30
月2回 初心者歓迎｡和やかな｢ひとと
き｣を持ちませんか｡ ぐ永代2 - 13 - 7
☎3641-3206 永代早川教室早川宗久
■裏千家茶道教室 く1･3㈮10〜17時
初歩〜台子他 子供茶道く㈯9〜12時
月1回ぐう ☎3648-6658 杉本宗ゆう
■裏千家茶道教室 く㈯13〜20時初歩
〜台子 花月く第1･3㈭10〜15時 ぐ
東砂3丁目 ☎FAX3645-6776 富山宗知
■いけ花・茶の湯 ぐ東陽町く月2回㈬
13:00〜け花2,000円｡ ぐかく月1回㈰
13:00〜け花茶共に各1,500円｡花材雑
費別相談可 ☎3565-2378 山下
■小原流いけばな教室 く㈫㈬13〜21
時げなしこ5,000円花代別ぐ東陽町駅
徒歩3分 1級家元教授が初歩から親
切に教本指導 ☎3647-9960 斎藤
■池坊・フラワーアレンジ華道教室
生花〜立花､華道教授免許申請可 く
㈬㈮月3回14〜20時げ3,000円こ4,000
円〜6,000円花材費別ぐ森下駅2分さ
www.hanayura.jp☎5600-5394花遊楽
■アトリエ･ド･シャンシャン ご3才
〜大人｡絵画･造形｡く㈫㈬㈭㈮㈯14:
00〜月4回
（振替あり）
げ7,000円 ここ
ども7,000円､大人月2回5,500円〜 親
子造形教室2･3才児 く11:00〜12:00
月2回ぐ木場駅徒歩1分 ☎3643-7939
■児童造形絵画教室アトリエピッコロ
ご3才〜中学生くぐ㈫㈬㈭南砂､㈮あ
14:30〜げこ各5,000円 写生画･想画･
デザイン･立体工作･粘土等を楽しく
詳細は さhttp://oekaki-piccolo.com
☎3640-3621 前澤
■白百合ヶ丘美術学院 基礎からしっ
かり学べます｡個性を重視ご4才〜大
人ぐ永代2- 22- 5 ☎3641- 4078
■曙絵画研究所 水彩･油絵 初歩か
ら上級まで親切に指導します｡ ぐぉ
く月4回㈭9:00〜12:00･14:00〜17:
00げ5,000円こ水彩7,000円油絵8,000
円各教材費込 講師鄭炯䙜教授､大学
教歴34年 ☎3846-6043
■油絵サークル土筆 く㈯14時〜17時
ぐあ油絵を描く楽しみを長年続けて
いる自主グループです｡経験･初心を
問いません｡ 仲間に入りませんか｡
け6ヶ月15,000円人物画モデル料含む
☎3631-0597 鷲谷

＝月謝
＝対象
＝問い合わせ先
HP ＝ホームページ
e ＝Eメールアドレス

◆お花見でかんじんの花見ていない︵季語﹁花見﹂・春︶小５年

■初めてのフラダンス 年令などに関
係なくいつまでも楽しんでいただけ
ます｡お気軽にどうぞ｡ く㈫13:30〜
14:45､15:00〜16:15ぐうこ月3回4,000
円 ざkehaulani@kfy.biglobe.ne.jp ☎
090-4394-4352 不二子ケハウラニ
■ハワイアン・フラ プアナニ高橋
ハワイ王朝のロマンと伝統を備えた
優雅な踊りは女性の夢として新たな
ブーム｡ 楽しいハワイアンソングに
合わせてご一緒に踊りませんかぐ各
文化センター他☎043-245-1008中田
■ハワイアン・フラ教室 く㈫朝･昼･夜
シニア､お子様､一般､各クラスあり｡
ぐ深川北スポーツセンター2F｡ 足弱
い方着席受講可｡ 保護者男女受講無
料｡ げ6月まで無料｡こ5,000円☎0904921-4325 レフアアロヒロヒ雄子
■藤間流日本舞踊 初心者経験者どな
たでも古典中心見学歓迎ぐ東大島駅
8分く㈭18〜21時グループ個人講師
藤間晃彦 ☎090-6937-3450 田中
■梅后流江戸芸かっぽれ亀戸道場 く
第2･4㈭14〜16時､第2･4㈮19〜21時
ぐう亀戸駅徒歩3分 粋なメンバー大
募集 ☎3684-5479林･3636-2044大塚
■花英流日本舞踊･新舞踊 く曜日相
談ぐ南砂5 - 4 - 6自宅ご幼児〜熟年迄
見学自由｡振付可※25周年舞踊公演
9/27㈰日本橋公会堂☎3648-7171花英
■花柳流 日本舞踊教室 個人､団体
古典､童謡他ぐ南砂町駅5分 曜日
時間相談 ☎3644 - 0597 花柳沖憂香
■坂東流日本舞踊教室 古典中心｡基
本を大切に指導｡日本の素晴しい伝
統芸能に触れてみませんか｡和服の
着方着こなし立ちい振舞もきれいに
なります｡く曜日時間応相談ぐ森下
駅2分 ☎3633-4733 坂東由紀之丞

＝イベント開催
＝日時
＝場所
＝料金
＝入会金

終

ぎ森下プロムナード く5/10㈰24㈰
31㈰6/14㈰20㈯27㈯28㈰13:00〜16:
50 け800円 ☎3633-0202 松山
ぎシェルブルーフリーダンス く5/
10㈰13:30〜16:30ぐう2Fけ1,000円プ
ロがペアでエスコート｡ ミニデモ有
本日開催｡ ☎090-9831-7940
ぎ平日午後のフリーダンス く5/14､
21､28㈭ぐいく5/18㈪､23㈯､6/1㈪ぐ
う13〜16時け800円☎3615-2550浅川
ぎ土曜日夜親睦社交ダンスフリーパ
ーティー く5/16､23､30､6/6㈯18:30
〜21:00け600円ぐ東陽区民館会場休
み有確認 ☎090-8012-2700 小須田
ぎ生演奏ダンスパーティーく5/17㈰
13〜16時半ぐぃレクけ1,000円協賛山
野ひろしプロの演奏初心者中高年お
一人歓迎☎3641-6205かとれあ 大川
ぎエリカダンスパーティーく5/17㈰
13:30〜16:30ぐえけ500円 ミキシン
グ有☎3646-5453 エリカダンス立川
ぎダンス花の会 く5/17㈰13〜16:30
ぐうけ800円茶菓子付 ミキシング有
お一人でもどうぞ ☎3648-2815秋葉
ぎダンス初心者講習会 く5/24㈰9:
30〜11:00タンゴ初級､11:00〜12:30
クイックの基本ぐあレク け500円
☎3647-5944 江東区ダンススポーツ
連盟･高橋（午前中）
ぎアドヴァンス定例パーティー く
5/24㈰13:00〜16:00け800円飲物付
ぐあレク広い会場で踊ってください｡
※会員募集く㈯プロA級の指導､見学
体験入会無料､カップル指導全員あ
り ☎3647 - 5944 高橋（午前中）
ぎスターダストパーティーぐがレク
く5/24､31､6/7､14㈰13〜16時半け茶
菓付800円ペア歓迎☎3641-6205大川
ぎ森下ダンスパーティーく5/30､6/6
㈯13〜16時半ぐぃレクけ800円茶菓子
付ペア歓迎 ☎3641-3116オルゴール
ぎ交流ダンスパーティーすくすくく
5/31㈰13〜16時ぐぇけ600円 ミキシ
ング有お気軽に ☎090 - 4739 - 5121
ぎ第118回草津温泉社交ダンス旅行
く6/20㈯〜21㈰け7,800円1泊2食宴会
付往復バス､1人参加歓迎※東陽区民
館㈫㈯活動 ☎090-8012-2700小須田
ぎ119回湯西川温泉社交ダンス旅行
く7/18㈯〜20㈰け14,000円2泊5食宴
会付往復バス｡1人参加歓迎※東陽区
民館㈫㈯活動☎090-8012-2700 小須田
ぎ予告七夕ダンスパーティー く7/
20㈷18〜21時ぐあ生バンドリボン10
名待機江東随一の踊り手揃い今宵楽
しくお手をどうぞ｡1人もグループも
歓迎☎3640-0035 江東カラオケ筍会
■初級中級女性大募集 2年以上経験
の方10ダンスめざして練習中です｡
女性大歓迎くぐ㈮14〜16時ぇ他㈭夜
間砂町出張所げ1,000円こ3,500円無料
体験随時受付☎3683-1536 トモ日吉

■社交ダンス 初級･中級者の基本中
心のステップとトレーニングく18:
00〜21:20ぐ㈭㈮い､㈫有楽町線辰巳
駅前辰巳児童館3Fこ3,000円見学自由
☎3521-1759 フェアリー津野
■社交ダンス初中級 く㈬19:00〜21:
00ぐ東陽区民館4Fこ3,000円見学自由
中高年歓迎｡正しい社交ダンスを楽
しく｡☎3641 - 6643 ウイング神村
■社交ダンス中級〜競技 く㈫19:00
〜21:00こ4,000円 子供く㈫18:00〜
18:40け1回500円ぐぅレクホールJBD
F審査員植田友善･啓子指導 ☎36533918 トヨスダンス 植田
■社交ダンス初級 基本中心のステッ
プ｡く13:30〜15:30ぐ㈫東陽区民館
4F､㈭初心者･初級豊洲区民館2F､㈮
砂町区民館3Fこ3,000円見学自由｡中
高年歓迎 ☎3642-5981 さざんか牛方
■社交ダンス く毎週㈫19〜20時半ぐ
深川スポーツセンター2Fけげ各千円
見学体験無料｡ 初心者歓迎｡ ☎0904593-6824 ダンスサークルミドリ
■社交ダンス 元全日本チャンピオン
他のグループレッスンく㈬初級18時
半〜19時半､中級19時半〜21時､㈭初
級13〜14時ぐ門前仲町げ1,000円け1
回1,000円☎3630-4976 毛塚ダンスAA
■初心初級男女募集 全く初めての方
を中心に指導｡ 音楽に合わせて体を
動かして健康になります｡くぐ㈪㈫
10〜12時ぇ他㈬え午前げ無け4回3,50
0円共通チケット制 女性大歓迎 ☎
3682-3497 トモダンス小山（20時〜）
■ダンス 初心者く㈫ジルバブルース
㈬ルンバ㈭ワルツ㈮タンゴ13:00〜
14:20 中級㈫チャチャ㈬ワルツ㈭ル
ンバ㈮タンゴ14:20〜15:40 わかる
ように指導します｡け1回1,000円ぐ中
ノ橋商店街通 ☎3638-5537フレンド
■社交ダンス初心者初級募集 く㈮14
〜16時ぐ豊洲区民館2Fこ3,000円女性
プロ講師がわかりやすく親切に指導
☎080-1170-8634 MMFダンス後藤
■楽しい易しい初級のダンス く㈭
14:00〜16:00ぐ深川スポーツセンタ
ー2F門前仲町6分こ3,000円 おちこぼ
れないよう易しく指導｡見学自由｡熟
年歓迎 ☎3647-5944 チェリーズ高橋
■社交ダンスグループレッスン 全コ
ース共通カード使用 く初級･中級コ
ース毎日､初級+αコース㈫㈬ 時間お
問い合せを｡げ1,000円け6回券6,000円
少人数制､見学自由 ☎FAX3643-9736
門前仲町ダンス教室
■日曜社交ダンス く㈰13:00〜17:
00ぐ砂町出張所ホールげ1,000円け1
回1,000円 教師助手有｡楽しいレッス
ン ☎3640-0084 筍会
■社交ダンス初級中級募集 プロ競技
選手の指導｡体験無料｡く㈬13:00〜
17:00ぐあ3Fレクげ1,000円こ4回4,000
円 ☎3644-3375 パピヨンダンス土屋
■初中級のダンス く㈬18:00〜21:00
ぐいこ3,500円 現役プロによる基本
の指導｡指導員3名によるきめ細かい
指導｡見学1日体験入会無料 ☎36475944 ミツワクラブ高橋
（午前中）
■さくら会新規募集 く㈮19〜21時ぐ
ぇげ無月謝制LM同時楽しみながらレ
ッスン熱気活気有｡見学体験等自由｡
お気軽にどうぞ ☎3683-6067下木屋
■初めての社交ダンス く㈫19:30〜
21:00ぐ小松橋区民館5Fけげ1,000円
こ3,000円美容と健康のためダンス
始めませんか｡二人の講師が楽しく
優しく指導｡おちこぼれの無い様レ
ッスン｡☎3647-2019 あすか絹子
■初めての人のための社交ダンス ご
ダンス初めての人｡ プロ女性がてい
ねいに指導｡ く毎週㈫18:30〜20:00
ぐ東陽区民館け1回1,000円げ1,500円
☎090-8012-2700 アルファ小須田
■社交ダンス 初心者歓迎｡初めての
方も｡ く㈯㈰初心初級10:00〜12:00
初中級13:15〜15:15､中級15:20〜16:
50ぐぉ6Fげ1,000円け1回800円☎0903451-3180 ジョイダンス平澤
■子どもダンス教室 3歳〜小学生の
ジャズとバレエ｡ 小学生の歌って踊
るクラス募集中｡ ぐ南砂町☎090-22
52-3014 さwww.accel-dancemusic.com
シアターフォーキッズアクセル
■ヒップホップジャズ フリースタイ
ルチームを組んでみませんかぐ東大
島く㈬17:10小1〜､18:00小4〜､19:00
一般､㈮17:00小1〜､18:00小4〜㈯16:
15健康､17:30小6以上 無料体験アリ
☎090-5441-9818 川上
■ヒップホップジャズ 健康は足から
ステップできたえよう無料体験アリ
ぐえく㈮9:15初級10:45基礎 一度体
験を｡ ☎090-4736-2237 前川
■BDSジュニアジャズ ご3才以上 ジ
ャズダンスにモダンバレエや体操の
技術を加えて楽しくレッスン｡ 運動
神経･反射神経を養います｡ ぐぉく
㈬3才〜小学1年･14:30｡2年〜6年･15:
30｡ ☎047-447-0920 BDS

（テ）
＝ティアラこうとう
（推）
＝男女共同参画推進センター
（資）
＝深川江戸資料館
（芭）
＝芭蕉記念館

菅野拓夢

ダンス

（亀）
＝亀戸文化センター
（東）
＝東大島文化センター
（砂）
＝砂町文化センター
（総）
＝総合区民センター

月 対☎

ぎ江東カラオケ大会 く5/10㈰11〜
21時け4,500円げ500円 お弁当飲物付
ぐあレク 初めての方オーディショ
ン有｡ プロ審査表有｡ 楽しい雰囲気｡
ダンスはありません｡ ☎3640-0035
江東カラオケ同好会
ぎスウィング歌唱教室発表会く5/10
㈰ぐが2F小劇場け無料｡ お気軽にお
越し下さい※尚生徒も常時募集して
ます｡ 発声呼吸等基礎から楽しく学
べます｡ 体験は無料です｡ぐあぃお
☎5679-3401 電話受付平日10〜18時
ぎワンポイント･レッスン会 く5/24
㈰18〜20時ぐあレクけ1,000円譜面持
大会審査員助言有｡昼はダンスです｡
☎3640-0035 江東カラオケ
ぎ初めてのウクレレ体感講習会 体
の力をぬいて楽器を持ち癒しの音の
体験をどうぞ｡ きっと虜になります
よ｡ く5/28㈭､ 6/11㈭14時ぐか け2
回2,000円☎080-5094-8668 小川
ぎアルゼンチン・タンゴレコード鑑
賞 ぐぃ音楽スタジオく5/31㈰15〜
17時け無料 ☎3631-0113（夜）佐々木
■リトミック教室ドルチェ く月2回
㈫10:00〜10:40（ 2､3才）､ 10:50〜11:
30（ 1才）､こ2,500円､ ぐぅ 無料体
験をご希望の方は､ ご連絡下さい｡
☎080- 5084- 9447小橋・090- 7829- 57
16 福田
■0歳からのリトミック 早い時期か
ら情操教育を始めましょうぐ亀戸こ
4,500円月3回☎3637-0320ポシェット
■ジョイキッズ・ミュージカル教室
劇団四季出身講師による歌･ダンス･
演技の充実レッスン｡ 楽しい仲間と
舞台に立とう｡く㈬ご4歳〜げ3,000円
月謝制ぐ清澄白河Kスタ☎5856-2364
さhttp://www.joykids-musical.com
■子ども｢耳から学ぶ音楽教室｣ 6歳
〜高校生｡ 歌･楽譜･ラテンパーカッ
ション･ギター｡ ぐ南砂町 ☎090-22
52-3014 スタジオアクセル
■ドラム･ギター教室 現役プロの
ミュージシャンマンツーマン｡初心
者歓迎｡楽しく学べます｡ドラム無料
体験有｡け1時間3回10,000円ぐSOSス
タジオ（門前仲町5分） ☎3877-3838
■土曜カラオケレッスン会
発声発
音基礎大会用歌1曲ワンポイント指
導 く13:00〜20:00ぐ小松橋出張所
げ1,000円け1回1,500円譜面2枚持参
☎3640-0035
■カラオケ教室 発声の基礎からピア
ノで楽曲習得｡ 仕上げはカラオケで
充実の個人指導く㈪〜㈭10時〜20時
げ2,000円こ4回分8,000円ぐ大島駅5分
駐車可※秋におにて発表会（無料）
出演有 ☎3681-9601 スタジオ･アキ
■江東カラオケレッスン会 く㈭13〜
17時ぐあ運営室げ1,000円け1回2,000
円 新曲1曲指導中級上級段歓迎親切
指導段審査員野沢一馬 ☎3640-0035
■思いっきり歌って仕事のストレスを
リフレッシュ ドリカム・竹内まり
や・高橋真梨子等の曲を使っての本
格的なマンツーマンレッスン（60分）
を1,500円で体験してみてください｡
ぐ西大島☎5609-8949 ヴォイスマン
■カラオケ道場 く㈬18〜21時ぐ小松
橋出張所5Fホールげ1,000円け1回
1,500円 ボイストレーナー講師指導
個人テープ譜面2枚持参☎3640-0035
■歌謡教室よってけ 歌い方の発声呼
吸法をカラオケとピアノ伴奏で中高
年の方も楽しくレッスンしてます無
料体験OK一緒に歌ってみませんかく
㈬12〜21時げ1,000円け1回2,000円ぐ
亀戸駅3分☎3636-6772ぱぶよってけ
■歌声喫茶 ロシヤ民謡･フォーク･
懐かしい歌謡曲等ピアノの伴奏で歌
いますく毎㈯18〜21時け800円童謡･
唱歌･叙情歌を唄う集いく毎㈫14〜
16時け1,000円ドリンク付ぐ住吉 ☎
3635-1662 うたごえ倶楽部ニド村上
■オノエ音楽教室 2009年芸大合格出
ました｡ ピアノ科声楽科ソルフェ科
他あらゆるジャンルに対応 ご2才〜
初心者中高年歓迎 お気軽に ぐ枝川
げ割引こ6,500円〜無料体験さhttp://
onoemusic.web.fc2.com☎3649-1557
■ピアノ教室 ご3才〜シニア 楽しく
やさしくレッスンします｡ 無料体験
あります｡お気軽にどうぞぐ猿江1こ
4,000円〜☎090-9680-4992さhttp://
www.milmil.cc/user/nonopian/ 矢野
■初心者からのピアノ教室 3才から
シニア｡ 楽譜が読めなくてもお気軽
に｡お好きな曲でレッスン｡ 伸び悩み
の人もどうぞ｡50才以上コース､保育
士育成､音大､音高コース こ7,500円
げ無ぐ大島駅すぐ ☎3684-2945

（文）
＝江東区文化センター
（森）
＝森下文化センター
（古）
＝古石場文化センター
（豊）
＝豊洲文化センター

イ 時 場 ￥ 入

音 楽

内容については直接、各団体の連絡先にお問い合わせください。

凡例

Study
Information
■幼児〜シニアのピアノ グランドピ
アノで楽しくレッスンいたします｡
お気軽にどうぞ｡ こ4,500円〜ぐ亀戸
6（サンスト近く）☎5626-8617 山口
■マイペースで楽しむピアノ 4歳〜｡
中高年（女性限定）初心者大歓迎｡ 毎
週通えない方もご自分のペースで無
理なくレッスン｡ 回数応相談｡ グラ
ンドピアノで優雅に こ2回6,000円他
ぐ西大島駅5分 ☎3638-8666 黒川
■ぴあの教室
（文化センター）生徒募
集 無料体験受付中｡楽しく弾けます
ぐパルシティ･おご幼児（リトミック
ピアノ）〜大人☎090-8851-0918井上
■ピアノ個人 アットホームな中グラ
ンドピアノで楽しくレッスン｡ご4才
〜どなたでも随時こ6,000円 月2回可
ぐ東砂8 お気軽にお問い合わせ下さ
い ☎3648-5889･3644-1771 阿藤
■ピアノ個人教室 幼児〜大人｡ レベ
ルに合わせてレッスンしますぐ東大
島駅前こ7,000円〜☎3641-7224 金子
■ピアノ教室 基礎から楽しくレッス
ンしましょう｡見学可ご3才〜シニア
ぐ東陽4☎3644-6833マスミ音楽教室
■やさしいピアノ教室 無料体験あり
ます｡ ぐ千石2 ☎3649-2838 松本
■根岸悦子端唄三味線教室 ぐあ4F第
1和室 く㈮月3回14時〜19時 初心者
上級者男女可☎3800-9339 根岸悦子
■藤本流 三味線民謡教室 基礎より
指導｡皆さんで楽しくお稽古いたし
ましょうぐ石島自宅 ☎3644-5616森田
■長唄・長唄三味線教室 初心者歓迎
気軽に連絡下さい｡ぐ東砂1他☎0705084 - 1042 東音斉藤史子･杵屋七汐
■山田流箏曲教室 完全個別指導｡初
心者の方もお気軽にどうぞ｡日時応
相談ぐ越中島ルネ門前仲町 ☎36411099 大和田恵美井

●掲載希望の方は、江東区（東陽町）
、東大島、豊洲、砂町、森下、古石場、
亀戸の各文化センター、総合区民センター、男女共同参画推進センター
（受付は17時まで）
で配布の所定用紙に記入し、お申し込みください。
料金前納１行450円最大６行まで、先着順です。
●用紙配布日…掲載月の3か月前の15日午前9時から
●原稿締切日…掲載月の1か月前の15日午後9時まで

このページは、区内の文化・学習活動の情報コーナーです。

◆自転車で桜吹雪をくぐりけり︵季語﹁桜吹雪﹂
・春︶小５年
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5月10 日
（日）10:00 〜
電話受付開始

今月の新発売 New Release
チケット完売情報 ■ 月

6

日︵土︶ ティアラクラシックス2009／2010近藤嘉宏プレミアムコンサート

13

8/15（土）

元気の出るコンサート2009
〜ダンス！ダンス！ダンス！〜

3歳以上

さざんか

□江東区文化センターホール □15:00開演 ※14:30からミニ･ロビーコンサートを予定しています。
□全席指定 2,000 円 さざんか 1,900 円 中学生まで 1,500 円
指揮／大河内雅彦 出演／区内中学生約 40 名による連合吹奏楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目（予定）／◆江東区の中学生と東京シティ･ フィルピックアップメンバーによるジョイント
カーニバルのマーチ、ダンシング・クイーン ほか
◆東京シティ･ フィルによる元気の出る名曲コンサート
アンダーソン：舞踏会の美女、J. シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ、バルトーク：ルーマニア民族舞曲、
リード：アルメニアン・ダンスパートⅠ ほか

8/2（日）

下町のパリ祭2009

6歳以上

江東区文化センター恒例、シャンソンの祭典を今年も開催します。区内在住の
宇井あきら
アーティストを中心に今回は、
総勢 8 名で贈る華やかなステージにご期待ください。
□江東区文化センターホール □ 17:00 開演 □全席指定 5,000 円
出演／宇井あきら、有馬泉、島本弘子、香川有美、
谷古晴美、黒木悦子、浅草慶子、小堀順子
司会／青木健一 演奏／森若三栄子クワルテット
谷古晴美

8/1（土）

有馬泉

島本弘子

黒木悦子

香川有美

浅草慶子

小堀順子

下町のパリ祭前夜祭

恒例前夜祭。今年も江東区文化センター自主グループ「プチ・フォンテーヌ」のみなさんのシャンソンを聴きながら、パリ
の雰囲気を味わってください。
□江東区文化センター談話ロビー □ 17:00 開演 □入場無料 出演／プチ・フォンテーヌ ほか

7/30（木）

“話芸の極”圓歌・金馬二人会

6歳以上

親子コンサート It's ANIMAL Time !!
〜どうぶつたちにあいにいこう！陸空海への大冒険！〜

1︵ティアラこうとう小ホール︶

発

6/19（金）

売

中

ロス・カルカスコンサート

6歳以上

6/14（日）

人形劇「てぶくろを買いに」
「くるみ割り人形」 さざんか

きつねの坊やは、はじめて見た雪と夢中で遊ぶうちに、小さな手がこごえてしまいます。かあさんぎつね
は、ふもとの町で温かいてぶくろを買ってあげたいと思います。けれどそこには、きつねをねらう人間が住
んでいます…。
美しいメロディにのって、人形たちが踊りだす。人形劇と音楽の楽しさを同時に、存分に味わってほしい
と…そんなねがいがこめられた作品です。
□砂町文化センター研修室 □ 14:00 開演 □全席指定 大人 1,500 円 さざんか 1,400 円
こども（中学生以下）1,000 円 （当日各 100 円増） 公演／人形劇団プーク

6/12（金）

てぶくろを買いに

古謝美佐子の新曲「ぬちまーすのうた」を収録したニューシングルＣＤ発売記念コンサート。母なる海の
「うた」、命を育み続ける海の「まーす（塩）
」、そしてそこに悠々と横たわる沖縄島々のうたの数々。海に面
した江東区の地で、遠い沖縄の命と愛を感じてください。
□江東区文化センターホール □ 18:30 開演 □全席指定 5,500 円（当日 500 円増）※ 3 歳以上要チケット
出演／古謝美佐子（唄・三線）、佐原一哉（キーボード・ギター・プロデュース）、琉神（エイサー太鼓・獅子舞）

古謝美佐子

三遊亭圓歌

三遊亭金馬

さざんか

6/5（金）

陽二蓮

歌の世界vol.16 〜蘇州旅情〜

6歳以上

今回は東洋のベニスと讃えられる水の都「蘇州」を極めます。その美しい情景は多くのドラマの舞台となっ
て数々の名曲を生み出しました。
「蘇州夜曲」をはじめ、心に染み入る歌と楽曲をご堪能ください。
陽二蓮
□カメリアプラザ カメリアホール □ 19:00 開演 □全席自由 4,000 円
出演／陽二蓮（Vo）、劉錦程（揚琴）、馬平（打楽器）、張勇（二胡）、王明君（笛）、何晶（琵琶）、川村めい子（ピアノ）
ゲスト／張春柳（雑技） 曲目／蘇州評弾、太湖美、蘇州夜曲、姑蘇行（笛）、空山鳥語（二胡）、夜来香、母の月（オリジナル）

3歳以上

5/30（土）

浪曲乙女組

浪曲乙女組！2009

5/23（土）

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 さざんか

なぎら健壱

茂山千五郎家「江東狂言の会」

席

種

一

1 階指定席
（ホールでは別席）

8/29（土）

3歳以上

佐々木秀実シャンソンリサイタル2009

7/4（土）
佐々木秀実

8/1（土）

VOJA FESTIVAL〜VOJAとその仲間たち〜

6歳以上

BIG MAMA YUKA と呼ばれる日本のゴスペルシンガーの第一人者、亀渕友香を中心に
1993 年に結成されたゴスペルを主とするクワイアー「VOJA」。昨年の好評にお応えし、
早くもティアラこうとう大ホールに帰ってきます。パワフルかつソウルフルな歌声に酔い
しれてください。
□ティアラこうとう大ホール □ 17:00 開演 □全席指定 4,000 円
出演／亀渕友香、VOJA（The Voices of Japan）ほか
曲目（予定）／きずな、Oh Happy Day、My Life Is In Your Hands ほか

7/29（水）

沢田研二 LIVE
Pleasure Pleasure

6/30（火）
VOJA

亀渕友香

7/10（金）

6歳以上

能管×ギター×タブラ 一噌幸弘トリオ〜3人の侍、
ティアラ夏の陣〜

舞踊作家協会

伝統と創造

第144回

吉見征樹

6歳以上

「作家＋ダンサー」を 1 チームとし、7 月公演のためのチームを結成。4 チームが競い合
います。第 1 部では、チーム毎のダンスをお楽しみいただきます。その観客席側には上演
中以外のチームの作家・ダンサーが、第 2 部に備え偵察しています。第 2 部ではダンサー
のトレードなど、思わぬシーンの出現を狙います。
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □全席自由 3,000 円
出演／高野尚美チーム、三浦太紀チーム、吾妻寛穂・花柳かしほチーム、江原朋子チーム

7/18（土）
・19（日）

売

6/20（土）

ほか

6/12（金）

フレッシュ名曲コンサート 東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団

A 席 4,000 円

託児あり

肩のこらないクラシックのヒット曲10 the FINAL

コンサートツアー・ファイナル
金子由香利リサイタルVol.30 〜時は過ぎてゆく〜

公共ホール連携事業

飯守泰次郎

6歳以上

5歳以上

東京シティ・バレエ団新作「ロミオとジュリエット」託児あり 19 日のみ

瀧村依里

6/6（土）

志賀育恵
黄凱

KimBoYoun

―

江東シネマプラザ第24期「100年の映画人」

「江東シネマ倶楽部」会員募集

□昼の部 14:00／夜の部 18:30 開演

作品名

監

督

□全席自由

出

6歳以上

1,700 円（全 5 回有効）

演

悪名

田中徳三

勝新太郎、田宮二郎、中村玉緒

6/27（土）

恋文

田中絹代

森雅之、久我美子、宇野重吉

7/25（土）

お茶漬の味

小津安二郎

佐分利信、木暮実千代、鶴田浩二

8/22（土）

天城越え

三村晴彦

渡瀬恒彦、田中裕子、平幹二朗

9/26（土）

めし

成瀬巳喜男

上原謙、原節子、島崎雪子

「お茶漬の味」Ⓒ松竹㈱

舞踊作家協会

伝統と創造

第143回〔即興公演の月〕

6歳以上

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団

第17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 □ 15:00 開演 □全席指定 S 席 3,500 円 A 席 2,800 円
指揮／宮本文昭 アルトサクソフォーン：ダニエル・グルメル 曲目／モーツァルト：ディヴェルティメントニ長調、ベー
トーヴェン：交響曲第 3 番変ホ長調「英雄」、大島ミチル：NHK 大河ドラマ「天地人」よりオープニングテーマ ほか

5/28（木）

ティアラ140+Vol.27 オペラシアターこんにゃく座 ソングコンサート「詩人のうた」

6歳以上

5/26（火）

桂歌丸・春風亭小朝二人会

6歳以上

大ホール」

5/23（土）

ルイ･レーリンクのおしゃべりピアノサロン

3歳以上

天満敦子

無伴奏ヴァイオリン・リサイタル2009

6歳以上

□ティアラこうとう大ホール □ 15:00 開演 □全席指定 4,000 円
曲目（予定）／マスネ：タイスの瞑想曲、バッハ：G 線上のアリア、カタロニア民謡：鳥の歌、バッハ：無伴奏パルティー
タ 2 番 シャコンヌ付、ポルムベスク：望郷のバラード ほか

5/22（金）

カントリー＆ウエスタンスペシャル I SAW THE LIGHT Vol.28

6歳以上

カントリーの最新のヒット曲から懐かしの名曲までたっぷりとお届けします。お楽しみに。
□ティアラこうとう小ホール □ 18:30 開演 □全席指定 4,000 円（当日 500 円増）
出演／石田新太郎とシティライツ with 石田美也 ゲスト／トニー中村（ヴォーカル）、ナツコ・グレース

生誕88周年 オーケストラ記念コンサート

6歳以上

5/22（金）

和太鼓

東京打撃団

6歳以上

形式やスタイルにとらわれず「太鼓」の持つ可能性を追及しているエンターティメント性豊かな和太鼓音楽集団。1995
年の結成以来、国内はもとより海外でも活躍し、注目を集めています。
□ティアラこうとう大ホール □ 19:00 開演
・学生 3,500 円
□全席指定 一般 3,800 円 江東区民・シニア（60 歳以上）

5/17（日）
指揮者

カタヤマスピリッツ！ＬＩＶＥ 〜心の中に生き続ける歌・第４章〜

大沢可直

6歳以上

中国・香港・東南アジアでの大ヒット曲「リンダ」、第 1 回江東バンドフェスティバルグランプリ曲「時代おくれの愛でいいから」
等のオリジナル曲と、世代と時代を越え皆さんの心に生き続ける数々の名曲達のカバーでお贈りする楽しいステージです！
□ティアラこうとう小ホール
□ 18:30 開演 □全席自由 3,000 円
ろくでなし、
いちご白書をもう一度、
サクセス、
マイレディー、
片想い、
HERO、飾りじゃないのよ涙は、
曲目（予定）／真っ赤な太陽、
時の過ぎゆくままに、蘇州夜曲 ほか

橘るみ

―

落語界の大看板、桂歌丸と春風亭小朝がたっぷり聞かせて、たっぷり笑わせます。
□ティアラこうとう大ホール □ 18:30 開演 □全席指定 1 階席 4,200 円 2 階席 3,200 円

6歳以上

𠮷田メロディーで構成された、迫力と情感たっぷりの大河ドラマ的音楽！ そして口ずさめるオー
ケストラ作品なので大評判！
！
□ティアラこうとう大ホール □ 18:00 開演 □全席指定 S 席 2,500 円 A 席 2,000 円
「 ラ ブ・レ ター」
「 有 楽 町 で 逢 い ましょう 」
、ムード 音 楽 より
第 1 部：フ ラ ン ク 永 井 追 悼 コーナー
シェル ブール の 雨 傘、ジェラシー、童 謡
「 か あ さ ん の 歌 〜 夏 の 思 い 出 〜 と もし び 」
、ク
ラシックより
「軽騎兵序曲」
「 ハンガリア舞曲１番」
「ドナウ川の漣
（イヴィノビッチ）
」ほか
第 2 部：𠮷田正交響組曲『東京シンフォニー第 4 番』、
「街のサンドイッチマン」、
「ロンドンの街角
「恋のメキシカン・ロック」、
「いつでも夢を」ほか
で」、
「美しい十代」、

6/6（土）

2,400 円

シェイクスピア、ブレヒト、ロルカ、宮澤賢治、谷川俊太郎。詩人のうたをゆっくり聴いてみませんか。
第一部／詩人のうた〜林光・萩京子ソング・コレクション
曲目（予定）／シェイクスピア「おお恋人よ」、宮澤賢治「風がおもてで呼んでゐる」、ブレヒト「朝に晩に読むために」、
ロルカ「枯れたオレンジの木のシャンソン」、谷川俊太郎「あくび」
「歩くうた」ほか
第二部／うたものがたり「よだかの星」 原作 宮澤賢治、作曲 萩京子
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □全席指定 3,400 円 江東区民 3,200 円
出演／大石哲史、岡原真弓、酒井聡澄、石窪朋、佐藤久司、影浦英枝 ピアノ／榊原紀保子

フランス音楽を中心にした、おしゃべり付きピアノコンサート。演奏は、響きによって空間に
さまざまな色を描くピアニスト、ルイ・レーリンク。日本語でのお話もまじえてクラシック音楽
（小出郷文化会館との連携事業です）
の面白さを伝えます。どうぞ気軽にお越しください。
□ティアラこうとう大会議室 □ 18:30 開演
□全席自由 1,500 円 高校生以下 1,000 円（1 ドリンク付）
出演／ルイ ･ レーリンク（ピアノ）
曲目（予定）／ドビュッシー：月の光、ラヴェル：亡き王女の為のパヴァーヌ ほか

𠮷田正

1 名 12,000 円〜18,000 円（サービス料・消費税
込、宿泊人数により変動）
このプランはホテルイースト 21 東京（宿泊予約
直通☎ 03-5683-1721）に直接ご予約ください。
ホテルのホームページ www.hotel-east21.co.jp
から予約可能です。

4,950 円

5/23（土）

5/30（土）

6歳以上

今年はホールツアー30 回目を数えるメモリアルイヤー。その初日が、ここ「ティアラこうとう
からスタートします。どうぞご期待ください。
□ティアラこうとう大ホール □ 15:00 開演 □全席指定 S 席 6,000 円 A 席 5,000 円

6/9（火）

中 Now On Sale

定められた道に背き、自らの思いに命を賭して求め合う、若い 2 人の、
美しくも 悲しい恋――。
東京シティ・バレエ団待望の新作バレエ「ロミオとジュリエット」。
□ティアラこうとう大ホール □ 15:00 開演
□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 円引き
出演／東京シティ・バレエ団
18 日：橘るみ（ジュリエット）、黄凱（ロミオ）
19 日：志賀育恵（ジュリエット）、KimBoYoun（ロミオ）
原作／W. シェイクスピア 音楽／S. プロコフィエフ
芸術監督／安達悦子 構成・演出／中島伸欣 振付／石井清子、中島伸欣
編曲・指揮／福田一雄 演奏／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

川中美幸コンサート2009 〜人・うた・心〜

9,900 円

ボディワークに関わっている人たちと舞踊家による即興公演。助産婦、ダンスセラピーの先生たち、治療師などと身
体表現を追い続けている舞踊家の人たちが、即興の時間を共にする事によって身体の中に潜んでいる創造性、神秘性な
どを観客と共に分かち合う会です。
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □全席自由 3,000 円
出演／ケイ タケイ ゲスト／荒川香代子、花柳面、ウタコ ほか

ルイ･レーリンク

江原朋子、高野尚美

発

託児あり

金子由香利
鬼怒無月

一噌幸弘

〔作家とダンサー〕 芸術監督：江原朋子

6歳以上

5,300 円

シニア 【宿泊プラン】ホテルイースト 21 東京
ペアチケット
（60 歳以上） 1 泊朝食付き＋ 1 階指定席のセット料金

「悪名」Ⓒ角川映画

□古石場文化センター大研修室

6/2（火）

第18回ティアラこうとう定期演奏会

さざんか

田村麻子

□ティアラこうとう大ホール □ 15:00 開演
□全席指定 S 席 3,500 円 A 席 2,500 円 江東区民（各席から 10％割引）
指揮／飯守泰次郎（東京シティ・フィル常任指揮者） ヴァイオリン／瀧村依里（第 3 回東京音楽コ
ンクール弦楽部門第１位） 管弦楽／東京シティ･ フィルハーモニック管弦楽団
曲目（予定）／ラヴェル：ボレロ、エルガー：行進曲「威風堂々」第 1 番、サラサーテ：ツィゴイネ
ルワイゼン（ソロ・ヴァイオリン瀧村依里）、ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージン
「くるみ割り人形」より花のワルツ、ブラームス：
ガー」より第 1 幕への前奏曲、チャイコフスキー：
交響曲第 3 番より第 3 楽章 ほか

能楽の一噌流笛方でありながら、能楽にこだわらずさまざまな活動を繰り広げる一噌幸
弘が、能楽の要素に自身が偏愛してやまないさまざまなジャンルの音楽を取り込み、消化
して作り上げた現代に生きづく「ジャパニーズ・トラディショナル」。この新たな音楽を表
現すべく、常にそのスタイルを進化させ続ける異才ギタリスト鬼怒無月、メロディアスな
タブラであらゆるジャンルとの共演を可能にした吉見征樹という一騎当千の仲間と結成し
た「一噌幸弘トリオ」がティアラこうとうに初登場です。
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □全席指定 3,400 円 江東区民 3,200 円
出演／一噌幸弘（能管 ほか）、鬼怒無月（ギター）、吉見征樹（タブラ ほか）

7/1（水）

ほか

ミリオン・セラー曲「ふたり酒」や「二輪草」など、おなじみのヒット曲や数々の名曲を、楽しいトーク
も交えてお贈りします。ティアラこうとう大ホールにひさしぶりの登場です。どうぞご期待ください。
□ティアラこうとう大ホール □昼の部 14:00／夜の部 18:30 開演 □全席指定 SS 席 6,800 円 S 席 5,800 円
曲目（予定）／「ふたり酒」
「二輪草」
「おんなの一生」
「歌ひとすじ」
「金沢の雨」
「木曽川しぐれ」 ほか

6/27（土）

6歳以上

昨年 12 月の東京ドームコンサートでは 3 万人を超えるお客様の前で 6 時間も
の熱演を繰り広げたジュリー。還暦を過ぎてもそのエネルギーはますます燃え
盛っています。ティアラでの恒例のステージ。どうぞご期待ください。
□ティアラこうとう大ホール □ 18:30 開演 □全席指定 7,000 円
※ 1 階席は終始オールスタンディングが予想されます。ゆっくり着席してご覧
になりたいお客様は、2 階客席をお勧めいたします。また 2 階客席（2A 〜 2E
列及びバルコニー席）は座席の構造上危険なため、お立ち見いただくことがで
きません。ご了解のうえチケットをお求め下さい。
沢田研二

ティアラ140＋Vol.28

6歳以上

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団

□ティアラこうとう大ホール □ 15:00 開演 □全席指定 S 席 3,500 円 A 席 2,800 円
指揮／飯守泰次郎 ピアノ／佐藤圭奈
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第 3 番ハ短調、ドヴォルザーク：交響曲第 8 番ト長調

さざんか

5/23（土）〜9/26（土）

田村麻子ソプラノリサイタル

ンガリー国立歌劇場来日公演『リゴレット』でジルダ役で出演。
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □全席指定 4,500 円
出演／田村麻子（ソプラノ）、江澤隆行（ピアノ）
曲目（予定）／シューベルト：アヴェマリア、ドビュッシー：“4 つの青春の歌” 、月の光

6歳以上

□古石場文化センター大研修室 □昼の部 14:00／夜の部 18:30 開演
□臨時会員券 500 円 監督／田中徳三 出演／勝新太郎、田宮二郎、中村玉緒

2002 年「3 大テノール・コンサート」でドミンゴ、故パヴァロッティ、カレーラスと共演、2004 年にはハ

今話題のシャンソン歌手佐々木秀実、ティアラこうとう大ホール初登場です。どうぞご期待く
ださい。
□ティアラこうとう大ホール □ 15:30 開演 □全席指定 S 席 5,000 円 A 席 4,000 円
プロフィール：独学でシャンソンを学び、17 歳で日本シャンソンコンクール東京大会で最年少
入賞。2002 年 2 月、故阿久悠氏に見いだされ日本コロンビアより「懺悔」でデビュー。2007 年
11 月、NHK 朝の連続テレビ小説「ちりとてちん」の挿入歌として「聞かせてよ愛の言葉を」が放
送され、問い合わせが NHK に殺到し話題となる。

薪狂言

（昭和36年/94分）
「悪名」

上映日

6歳以上

般

5,500 円

5/23（土）

Ｖｉｖａｌａ Ｍｕｓ
ｉｃａ 2009

6歳以上

今年で 11 回目を数える「江東狂言の会」。美しい新緑を背景に、そして光輝く星空の下、中庭
特設会場で開催いたします。お席は階段状となっており、
どこからでもご観賞いただきやすくなっ
ております。また、さらにゆったりとした時間をお過ごし頂くためにホテルイースト 21 東京の宿
泊プランもご用意いたしました。狂言鑑賞とホテルへの宿泊で優雅なひと時をお過ごしください。
□江東区文化センター中庭特設会場（雨天時はホール） □ 19:00 開演 □入場料金は下表。
昨年度の薪狂言
出演／茂山千之丞、千五郎、七五三、あきら、千三郎、正邦、茂、逸平、童司 ほか（出演者は
変更になる場合がございます）
演目／蝸牛（かぎゅう）、察化（さっか）、区民参加狂言 千切木（ちぎりき）
※天候により、当日 15:00 に会場を決定します。雨天時（ホール開催）は座席位置が屋外とは異なります。

今月のシネマ

前回のホールでの演奏会

7/8（水）

＊第2・4月曜日休館

朗読と生の音楽演奏のコラボレーションによる「音語り」という活動を精力的に行っている女優・中井
貴惠が、初めて映画の脚本に挑戦します。小津安二郎監督の代表作「晩春」が、朗読という表現方法で新
しい魅力ある作品に生まれ変わりました。小津監督出身の江東区が初の東京公演となります。
（映画の上
映はありません）
一部 小津安二郎の思い出を語る 中井貴惠（女優）
×山内静夫（鎌倉文学館館長） 二部 音語り「晩春」 中井貴惠
□古石場文化センター大研修室 □ 14:00 開演 □全席自由 3,000 円 出演／中井貴惠（朗読）、松本峰明（ピアノ）

東京シティ･フィルによる

テ ィ ア ラ こ う と う 公 演 情 報
今月の新発売 New Release

カメリアホール）

※雨天時の販売はありません。中庭特設会場での開催時のみご覧い
ただけます。なお、
チケットの引き取りは公演当日のみとなります。

山崎ハコ

5月10 日
（日）10:00 〜
電話受付開始

（カメリアプラザ

・総合区民センター………3637-2261
・深川江戸資料館…………3630-8625
・男女共同参画推進センター……5683-0341

音語り「晩春」〜小津安二郎「晩春」を聞く〜

こどものためのクラシックサロンvol.6
公開ホールコンサート

＊第1・3月曜日休館

・江東区文化センター……3644-8111
・豊洲文化センター………3536-5061
・亀戸文化センター………5626-2125

ジャンル
マーク

※ホール開催の場合は座席位置が屋外とは異なります。

亀戸文化センター講座、最終回の公開コンサートです。クラシック音楽や馴染みのある曲
を聴いたり、歌ったりします。小さなお子様もご入場いただけます。ぜひ親子でお気軽にご
参加ください。
□カメリアプラザ カメリアホール □ 10:45 開演 □全席自由 500 円
出演／東京シティ･ フィルハーモニック管弦楽団：志田明子（ピアノ）、藤野郁子（ヴァイオリ
ン）、松澤泉（チェロ）、上田仁（トランペット）

なぎら健壱がゲストと共にフォークソングを唄い・語る、森下文化センター恒例の人気
ライブ。10 回目の今年は 6 月に開催します。今回のゲストは、女性フォークシンガー「山
崎ハコ」。力強い「歌声」、内面をえぐるような「詩」の世界 ･･･ そして、実は「冗舌」なトー
クをご期待ください。
□森下文化センター多目的ホール □ 19:00 開演
□全席自由 3,000 円 さざんか 2,900 円（当日各 500 円増）
出演／なぎら健壱 ゲスト／山崎ハコ

託児あり

2 階立見
2,500 円
（中庭開催時のみ入場）

2007 年に結成した、浪曲の若手ユニット「浪曲乙女組！」。浪曲界に新風を吹き込みます。
□カメリアプラザ カメリアホール □ 14:00 開演 □全席指定 3,000 円（当日 500 円増）
出演／玉川奈々福、菊地まどか、春野恵子

Now On Sale

託児あり

5/16（土）

12歳以上 さざんか

・ティアラこうとう………5624-3333
・森下文化センター………5600-8666
・古石場文化センター……5620-0224
・東大島文化センター……3681-6331
・砂町文化センター………3640-1751

（他の割引との併用はできません。
）
さざんかカード提示で枚数制限なく割引があります。
マークは託児サービスあり。お申込は㈱マザーズ
0120-788-222
マークは託児サービスあり。お申込は総合保育サービスHAS
0120-834-988

さざんか

5/16（土）

古謝美佐子「沖縄のこころのうた〜うみの唄会〜」

白石加代子｢百物語」
シリーズ第二十六夜

◆チケットの受付時間は10：00〜21：00
（男女共同参画推
進センター・深川江戸資料館は、
10：00〜17：00）
です。
◆新発売の公演は、
本紙発行日から発売開始です。発売
初日は10:00から電話で受付開始。13:00から窓口で
も販売します。翌日 0:00 からインターネット
（ h t t p://
でも受け付けます。
www.kcf.or.jp）
◆ ○歳以上 マークの公演は、
数字がご入場いただけるお子
さまの年齢です。
◆チケット購入後の変更・キャンセルは一切できませんの
でご了承ください。
◆チケットの表示価格は、
すべて税込です。

◆
◆
◆

「恐怖」というキーワードで選んだ作品を朗読する「百物語」。
明治から現代の日本の作家の小説を中心に、
白石加代子さんのライフワークともいえる「百物語」シリーズもいよいよ佳境です。お見逃しなく。
白石加代子
□カメリアプラザ カメリアホール □ 19:00 開演 □全席指定 4,500 円 さざんか 4,300 円
構成・演出／鴨下信一 出演／白石加代子 演目／「平家物語・壇ノ浦の段」、小泉八雲「耳なし芳一」、芥川龍之介「杜子春」

バラエティ豊かな楽器（ピアノ、マリンバ、ヴィブラフォン、グロッケン、パーカッション）
＆楽しいトークで、動物の世界を探検するストーリー仕立てのコンサートをお届けします。参加
コーナー “おサルのサルサ☆レッツ・ダンス” で、一緒に踊って楽しんじゃおう！
さあ、自然界の中で見せる動物たちの “生き生きとした姿” “意外な表情” などに出会う音旅（お
とたび）に出発進行！！
□豊洲文化センターレクホール □ 14:00 開演 □全席自由 1,200 円 さざんか 1,100 円 こ
ども（3 歳〜小学生）500 円 親子ペア 1,500 円（当日各 200 円増）
出演／畑奉枝（ピアノ）、椎名友樹（マリンバ、パーカッション）

Vol.

ボリビア・フォルクローレの最高峰

結成から 38 年、ボリビア ･ フォルクローレの原点といえる伝説の「ロス・カルカス」が来日しま
日本にフォルクローレ・ブームを巻き起こしました。世界的ヒットとなっ
す。80 年代後半に来日し、
た「ランバダ」の原曲を作曲したグループであり、日本人メンバー宍戸誠の初の日本帰国公演です。
来日を望む多くのファンに応えて実現したこの公演、ぜひお見逃しなく。
ロス・カルカス
□カメリアプラザ カメリアホール □ 18:30 開演 □全席指定 5,500 円
出演（来日予定）／エルメール・エルモッサ（トップボイス・ロンロコ他）、ガストン・グアルディア（ボーカル・ビエントス）、
ゴンサロ・エルモッサ・ジュニア（ギター、ビエントス）、リン・アングーロ・セスペデス（ボーカル・ギター他）、宍戸誠（ボー
カル・チャランゴ）、イバン・バリエントス（ベース）、ホルヘ・サンタクルス（ドラムス）

6/9（火）

無声映画鑑賞会 創立50周年記念

落語協会大幹部であり、
無声映画鑑賞会理事を務める三遊亭圓歌、
三遊亭金馬両師匠の “二人会”
が実現します。芸の道を極めた両師匠の珠玉の話芸をじっくりと御堪能下さい。
□カメリアプラザ カメリアホール □ 19:00 開演 □全席指定 3,500 円
出演／三遊亭圓歌、三遊亭金馬 司会／伊達春風 ゲスト／澤登翠

6/13（土）

6/16（火）

TICKET GUIDE

〈チケットのご予約方法〉

チケット取り扱い施設

文 化 セ ン タ ー 公 演 情 報

ブルース・ブラザーズ ミュージカル・ライブ・オン・ステージ ジャパンツアー2009

4歳以上

□ティアラこうとう大ホール □ 14:00 開演 □全席指定 S 席 7,800 円 A 席 7,000 円
、SOUL MAN、JAILHOUSE
曲目
（予定）／MUSTANG SALLY、CANʼ T TURN YOU LOOSE（邦題：お前をはなさない）
ROCK（邦題：監獄ロック）ほか

36

家庭用エアコンも大特売 !
格安で工事もいたします。

36

フィサリス新体操教室
教室はのびのびとしたレッスンでお子様の感性を豊かにし、
集団生活や協調性を学び、身体を動かすことによって
リズム感や柔軟性を養います。

随時生徒募集中!!
表現力を

リズム感を

美しさを

学ぶ

養う

学ぶ

●火曜…門前仲町 幼児
対象年齢 5才〜15才
15:00〜16:00
指導者は世界選手権出場経験者 ●木曜…浜町
（お気軽にお問合せください）
●金曜…門前仲町 小学生
http://www.physalis-rg.com ●日曜…月島
16:00〜17:00

☎ 03-3436-1338

東京シティ・バレエ団

ラフィネ・バレエコンサート2009

5歳以上

託児あり

□ティアラこうとう大ホール □ 15:00 開演 □全席指定 4,000 円 江東区民 3,800 円
（金井利久：再振付）、第 2 部 ①「ロミオとジュリエット」より
（中島伸欣：振付）②「Without
プログラム／第 1 部「パキータ」
Words」
（小林洋壱：振付）③「フィジカル・ノイズ」より
（中島伸欣：振付）、第 3 部「ジプシーダンス」
（石井清子：振付）

協力事業のご案内
7/25
（土） 國松竜次ギターリサイタル〜Ｉ.アルベニスとＦ．
タレガを讃えて
6歳以上
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □自由 3,000 円 出演／國松竜次
（日） RAKUGOもんすたぁず
新発売 7/12
6歳以上
□古石場文化センター第 1 和室 □ 14:00 開演 □自由 1,300 円
出演／古今亭朝太、柳家喬之進、柳家右太楼、春風亭朝也
（土） 江戸東京落語の舞台を歩く 入船亭扇遊Special
新発売 7/11
6歳以上
□古石場文化センター第１和室 □ 14:00 開演 □自由 1,500 円 □出演／入船亭扇遊、長井好弘（演芸評論家）
7/11
（土）
・12
（日） 第17回江東オペラ 歌劇「フィガロの結婚」
（字幕付原語上演） 6歳以上
□江東区文化センターホール □ 11 日 18:00 開演／12 日 14:00 開演 □自由 4,000 円
指揮／諸遊耕史 演出／土師雅人 合唱／江東オペラ合唱団
管弦楽／江東オペラ管弦楽団
出演／伯爵：山口邦明（11 日）、太田直樹（12 日）、伯爵夫人：菅原千恵（11 日）、細沼初美（12 日）、フィガロ：
林泰寛（11 日）、飯田裕之（12 日）、スザンナ：川崎亜希子（11 日）、渡邉恵津子（12 日）、ケルビーノ：小林徳子（11
日）、諸星美砂（12 日） ほか
（日） 江東フィルハーモニー管弦楽団 第11回定期演奏会
新発売 7/5
6歳以上
□ティアラこうとう大ホール □ 14:00 開演 □自由 1,000 円
7/4
（土） 江東マンドリンクラブ 第16回定期演奏会
□江東区文化センターホール □ 14:00 開演 □自由 500 円
（金） ティアラマンスリーコンサートVol.130 岡田幸子ソプラノリサイタル
新発売 7/3
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □自由 2,000 円
出演／岡田幸子（ソプラノ）、あずまみのり（ピアノ）、志摩大喜（テノール・賛助出演）
曲目（予定）／ヴェルディ：歌劇「海賊」より この暗い考えは、ドニゼッティ：歌劇「愛の妙薬」より 2 重唱ほか
（日） 東京ブラスソサエティ 第33回定期演奏会
新発売 6/28
6歳以上
□ティアラこうとう大ホール □ 14:00 開演 □自由 2,000 円 小・中学生 1,000 円
6/28
（日） 第30回アンデスのこだま
□江東区文化センターホール □ 16:00 開演 □自由 1,800 円
（金）
・5/21
（木） 三遊亭圓橘の会
新発売 6/26
（当日各 500 円増） 問い合わせ ☎ 3643-5054 圓橘
□深川江戸資料館小劇場 □ 19:00 開演 □自由各 2,000 円
（日） ティアラこうとう住吉亭 春風亭正朝独演会
新発売 6/21
6歳以上
□ティアラこうとう小ホール □ 19:00 開演 □自由 2,000 円
出演／春風亭正朝ほか 演目／鰻の幇間、唐茄子屋政談
（火） 上方落語・九雀亭
新発売 6/16
□カメリアプラザ和室 □ 19:20 開演 □自由 2,000 円 出演／桂九雀、三遊亭橘也
6/14
（日） 江東子ども劇場 幼児・小学生向け鑑賞会「ブレーメンの音楽隊」
□ティアラこうとう大会議室 □ 12:00 開演 □自由 2,000 円（当日 500 円増）
6/10
（水） 栄光のスヰング王 ベニー・グッドマンに捧げる
第23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 □ 18:30 開演 □指定 S 席 6,000 円 A 席 5,000 円
出演／花岡詠二（クラリネット）、五十嵐明要（サックス）、田辺信男（テナーサックス）、杉村彰（トランペット）、
片岡雄三（トロンボーン）ほかオールスタープレーヤー、佐賀ユキ（ヴォーカル）
6/7
（日） 江東シティオーケストラ 第30回記念定期演奏会
□ティアラこうとう大ホール □ 14:00 開演 □全席自由 入場無料
5/31
（日） ＲＡＫＵＧＯもんすたぁず
6歳以上
□古石場文化センター第１和室 □ 14:00 開演 □自由 1,300 円
出演／古今亭朝太、柳家喬之進、柳家右太楼、春風亭朝也
5/29
（金）
・30
（土）
・31
（日） 深川とっくり座公演 30回目「千両みかん」
□深川江戸資料館小劇場 □ 29 日 19:00 開演／30 日 15:00、19:00 開演／31 日 12:30、16:00 開演
□自由 2,500 円（当日 500 円増） 中学・高校生 1,500 円 小学生以下 1,000 円
※公演開催期間有効の深川江戸資料館展示室入場割引券付き（大人 300 円→ 200 円、小・中学生 50 円→ 30 円）
脚本・演出／ひぐち丹青 出演／西由紀美、境田真理子、並川信乃、植木宏子、志乃宮風子、ひぐち丹青
5/23
（土） 朗読to演劇のひととき
6歳以上
□森下文化センター多目的ホール □ 14:00 開演 □自由 1,500 円 小学生 500 円
出演／NPO 法人朗読の会「話輪和」、劇団かっぱ倶楽部
5/23
（土） 楽翁生誕二百五十年舞楽会 東京深川の雅楽演奏会
□深川江戸資料館小劇場 □ 19:00 開演□自由 3,000 円
5/20
（水） 三笑亭夢丸新江戸噺with東京奏楽舎「夢のかけら」
公演当日有効の深川江戸資料館展示室入場割引券付き（大人 300 円→ 200 円、小・中学生 50 円→ 30 円）
□深川江戸資料館小劇場 □ 19:00 開演 □自由 2,500 円（当日 300 円増）
原作／三ツ橋良紀 作曲・編曲／内田英介
出演／三笑亭夢丸、東京奏楽舎：菅野恵子（ピアノ）、大島純（チェロ）、桃原健一（オーボエ）
5/16
（土） 上方落語・九雀亭
□カメリアプラザ和室 □ 19:20 開演 □自由 2,000 円 出演／桂九雀、柳家小権太、柳家小ぞう
5/15
（金） 第81回大島落語会
6歳以上
□東大島文化センター第１和室 □ 19:00 開演 □自由 1,200 円 中学生以下 500 円（当日各 300 円増）
出演／三遊亭栄楽 ほか
5/14
（木）
・15
（金）
・16
（土）
・17
（日） 演劇集団小さな翼 2009年5月公演 「笑ってくだけろっ
！」
19:00開演／17日14:00開演
□深川江戸資料館小劇場 □14日（木）19:00開演／15日19:00開演／16日14:00、
□自由 3,000 円 学生 2,000 円 中学生以下 1,000 円（劇団での扱いのみ☎ 3521-6898）
脚本・演出／姫野眞由美 出演／戸丸悟、姫野眞由美 ほか

平成21年5月10日発行

