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靴の製造工程や構造を学び、オリジナルのデザインを考える体験ができる
「くつ工場」がキッザニア東京にオープンします。
『くつデザイナー』として、タブレットを使ってパーツごとに色や模様を付け、
靴のデザインを開発する仕事をします。

【対象日】
2018年7/20（金）

第2部～くつ工場オープン!

詳細は、
キッザニア東京
専用ページへ

7/20（金）第2部
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平成30年6月15日（金）
～平成30年8月31日（金）

入学相談会・大学説明会
8/19㈰・9/2㈰
入学相談会11：00～16：50（要予約）
大学説明会10：00～10：50
 13：00～13：50（予約不要）
予約は東京文京学習センターまで
（TEL 03-5935-8688）

放送大学 で検索

03-5395-8688

0120-864-600
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電話、ホームページで募集要項（無
料）をご請求ください。
インターネット出願も出来ます。

芭蕉記念館 中川船番所資料館深川江戸資料館

昨年大人気だった「お化けの棲家ファイナル」。多くの声
にお応えして、今年も開催が決定！江戸の町並みの暗が
りに潜む妖怪たちに会いに来てください。
時   8/24（金）～26（日） 
18：00～21：00（入館は20：30まで）

場   常設展示室　￥   観覧料に含む

●「お化け縁日」開催!
時   8/25（土）・26（日） 15：00～20：00
場   レクホール、ふれあい広場
￥   無料（展示室を見学する場合は要観覧料）

時   8月の土曜日 20：00まで開館 
8/24日（金）～26日（日）は21：00まで開館 
※入館はそれぞれ30分前まで

●浴衣でご来館いただくと観覧料割引!
大人400円→300円、小・中学生50円→30円
（他の割引との併用は不可）
●江戸の町並みの中で伝統芸能を公開
場   常設展示室　￥   観覧料に含む　申   当日直接会場へ

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月曜日（祝日の場合開館）
観覧料／大人400円、小・中学生50円
※中学生以下は保護者同伴

俳句と妖怪のミニ展示のほか、楽
しいイベントが盛りだくさん。
時   8/18（土）10：00～15：00　
場   芭蕉記念館
対   いずれも各回10名　￥   観覧料に含む
◆天然素材で作る虫よけスプレー
時   10：00～、12：30～
師  橋本由佳（ gattoアロマテラピースクール）
申   電話・窓口で（先着順）
◆妖怪&アニマルうちわを作ろう
時   11：30～、13：00～　申  当日直接会場へ
◆ むくむくオバケ（工作）・なりきり芭蕉変身コーナー 
ぬりえ・スタンプラリー

時   10：00～15：00　申  当日直接会場へ

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

中川番所のジオラマで講談師
が怪談「牡丹灯籠」を語ります。
展示の解説もあります。お子さ
まには、オリジナル缶バッジを
プレゼント！
時   8/26（日） 
【怪談】18：00～18：30 
【展示解説】18：30～19：00
場   3階展示室 ジオラマ
対   どなたでも30名 
※小学生以下は保護者同伴

￥   こども・大人とも300円
出   神田ひとみ（神田陽子社会人弟子）
申   電話・窓口で（先着順）

問   中川船番所資料館
☎03-3636-9091　FAX.03-3636-9094　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

「琵琶」
（綱館）

時   8/4（土）19：00～19：30
出   村山旭勢（筑前琵琶日本旭会 法星山 大師範）

「落語」
（死神）

時   8/11（土・祝）19：00～19：30
出   橘ノ圓満

「浄瑠璃」
（江戸情七不思議）

時   8/18（土）19：00～19：30
出   野澤松也

こころに残った風景を写真
に残し、その気持ちや情景を
俳句に詠んでみませんか?
対   小学生～高校生
申   区内各文化センター（東
大島は8/1（水）～）、総合
区民センターで配布の募
集要項またはホームページをご覧ください。

締   9/20（木）必着
●俳句ワークショップ ～昭和の江東とあそび～
時   8/26（日）13：00～17：00　申   詳細は2面

問   砂町文化センター
☎03-3640-1751　FAX.03-5606-5930
〒136-0073 北砂5-1-7

お菓子作りが大好きなあなた！日ごろの成果をコンテス
トで発表してみませんか。
書類審査締切  8/31（金）
申  区内各文化センター（東大島は8/1（水）～）、総合区民セ

ンターで配布の募集要項または
ホームページをご覧ください。

問   総合区民センター　☎03-3637-2261
FAX.03-3683-0507　〒136-0072 大島4-5-1

夏休みを利用して、みなさん
のユーモアあふれるオリジ
ナル作品を描いてください。
申   区内各文化センター（東
大島は8/1（水）～）、総合
区民センターで配布の応
募用紙またはホームペー
ジをご覧ください。

締   10/31（水）必着
● 夏休みこどもマンガ工房 
～4コママンガにチャレンジ～

時   8/2（木）・3（金）全2日間13：30～15：30　申   詳細は2面

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

あの大人気イベントが帰ってきた!
お化けの棲

すみ

家
か

リターンズ

俳句と写真のコラボレーション
「こども江東歳時記」作品募集

第5回 クッキング・フェスタ
アマチュア焼き菓子・蒸し菓子コンテスト&講演会
笑顔が広がる! オリジナルしあわせスイーツレシピ♪ 出場者募集

第14回のらくろマンガ賞
作品募集

砂町文化センター／石田波郷記念館

総合区民センター

森下文化センター／田河水泡・のらくろ館

探して、聴いて、楽しもう！ 夏 のお ばけイベント

ミュージアムカレンダー

深川江戸資料館 芭蕉記念館 中川船番所資料館

７
月

８
月

９
月

江戸庶民の年中行事再現
「七夕飾り」
（開催中）7/22（日）まで

「お化けの棲家」関連展示
夏のお化け四題
7/24（火）～9/1（土）

「からくり人形展」
8/18（土）・19（日）※8/18（土）は13：00～

「お化けの棲家リターンズ」
8/24（金）～26（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」
（開催中）10/21（日）まで
●ミュージアムトーク
　7/14（土）14：00～
　申込受付中

ミニ展示
「『芭蕉翁行脚奇談』
～俳人たちと
不思議な物語～」
8/10（金）～11/11（日）

●こどもミュージアムトーク
　8/4（土）13：00～
　当日直接会場へ

「夏の釣具展示 ～鮎・海釣り～」
（開催中）9/17（月・祝）まで

夏休み 見て、さわって感じる
「昭和の暮らし展」
7/25（水）～8/26（日）

「ハゼ釣り竿展示」
9/19（水）～10/21（日）

橘ノ圓満

今年も開催 夜間特別開館 〝俳
はい

怪
か い

〟夏まつり 江戸時代にタイムスリップ
「夏休みの怪談話」

オバケはぜちん 
缶バッジをプレゼント !

神田ひとみ

東大島文化センター

砂町文化センター 豊洲文化センター

装いを新たにした施設の貸し出しや楽しいイベントを開催し、皆さま
のご来館をお待ちしています！リニューアルオープン事業一覧は2面。
●リニューアルオープンに先駆けて内覧会を開催します
当日は器材の動作確認や飲食はできません。
時   7/29（日）13：00～15：00（入館は14：30まで）
場   東大島文化センター（大島8-33-9）
申   当日直接会場へ（自由見学）

問   東大島文化センター仮事務所（7/31（火）まで）
☎03-3681-6331　FAX.03-3683-0507
〒136-0072 大島4-5-1（総合区民センター内）

1日体験教室や模擬店など、ご家
族揃って楽しめるイベントが盛り
だくさんです。ぜひ遊びに来てく
ださい。
時   8/4（土）・5（日）　場   砂町文化センター
￥・申   詳細はホームページをご覧ください。

問   砂町文化センター　☎03-3640-1751
FAX.03-5606-5930　〒136-0073 北砂5-1-7

小学生対象の体験教室がいっぱい。学校では味わえ
ない経験を通じて、新しいお友だちを増やしましょ
う！夏休みの自由課題に役立つ工作教室やお茶会、
プロ歌手によるワークショップなど盛りだくさん！
時   8/5（日）10：00～15：00
対   小学生　￥・申   詳細は2面

問   豊洲文化センター
☎03-3536-5061
FAX.03-5560-0505
〒135-0061 豊洲2-2-18

お待たせしました!
東大島文化センター
8/1（水）リニューアルオープン!

サマーフェスティバル
～楽しい体験教室やイベントがいっぱい～

夏休みこども工房＆体験教室

第30回 ふれあいまつり開催
手工芸や工作などの体験教室やコンサート、忍者ショー、
プラネタリウムなど楽しいイベントを開催します。
時   8/19（日）10：00～16：00
内・申   詳細は区内各文化センター（東大島は8/1（水）～）、

総合区民センターで配布のパンフレットまたは
ホームページをご覧ください。

ミニチュア鉄道

本選審査員はスイーツ業界
のさまざまな分野で才能を
発揮している、鎧塚俊彦氏。

Ⓒ  田河水泡／ 
講談社

昨年度（第3回）受賞作品
左：「あさがおにきょうもまけたよはやおきで」
右：「夕焼けの一本道のしょうゆの香」

第13回 区長特別賞＆コマ部門（ジュニア）大賞
「夢の中のターンテーブル」

築地彩さんの作品

：0000000000000 神

「 つくって!回して! 
レゴ®ブロックの 
メリーゴーランド」

DIYこども
工作教室

ご応募お待ち
しています!

内覧会ご来場の方に
記念のうちわをプレゼント!

（イメージ）

妖怪&アニマルうちわ

天然素材で作る
虫よけスプレー

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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平成30年7月10日

1年間の休館を経て、東大島文化センターがリニューアルオープンします！
1階には音楽や美術でご利用いただける、「第6・7研修室」を新設。ぜひご利用ください！
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ホームページ http://www.san-ai.jp/

川と緑の生きもの展
～旧中川周辺の魚と昆虫大集合!～

旧中川の魚や昆虫をケースに
入れて、パネル解説とともに展
示します。カニや亀などに触
れるコーナーや昆虫がいる「む
しむしハウス」、昆虫に詳しい
お兄さんの昆虫説明会（8/12
（日）①11：15 ②14：00）もあ

夏休みこどもマンガ工房（1面のつづき）
～4コママンガにチャレンジ～

プロの漫画家がマンガの描き方
を丁寧に指導します。自分で考え
たキャラクターを使って4コママ
ンガを仕上げていきます。完成し
たマンガは「のらくろマンガ賞」に
応募します。
時    8/2（木）・3（金）全2日間 
13：30～15：30

場   会議室
対   小学生30名
￥   1,000（2日間）
師   山根青鬼 
（漫画家・のらくろトリオ）
申   電話・窓口で（先着順）

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト
「歌舞伎を楽しもう」
親子で歌舞伎ワークショップ

歌舞伎俳優になりきって、
みんなで見栄を切ろう！
時    9/2・9・16すべて（日） 
10：00～12：00

場   和室 ※ 最終日は舞台で発表。
対   小学3年生以上のこどもと大人 5組10名
￥   1組3,000円（9/16ホール公演「まるわかり、は
じめての歌舞伎！」チケット2枚付き）  
※浴衣レンタル代は別途。

申   電話・窓口で
締   7/31（火） ※応募者多数の場合は抽選

夏休みこどもてづくり教室

手芸、手づくりが好きな子集まれ！手工芸教室を3
日間開催します。色々なメニューを揃えて、皆さん
の参加をお待ちしています。
時    7/27（金）～29（日）各日10：00～16：00
場   展示ロビー　対   小学生　師   江東手工芸協会会員
内   チラシ・ホームページをご覧ください。
申   電話・窓口で（先着順）

夏休み! 見て、さわって感じる
『昭和の暮らし展』
中川船番所資料館が昭和の時代にタイムスリッ
プ！黒電話やレコードプレイヤーなどの展示を見
るだけでなく、生活の道具に触れて、実感できる楽
しい展示です。ワークシートももらえます。

時    7/25（水）～8/26（日）
場   2階郷土の歴史・文化紹介展示室
￥   小・中学生無料、大人200円（観覧料）
◆こどもミュージアムトーク
「昭和の暮らし展」をお子様向けに、わかりやすく
解説します。
時    8/4（土）13：00～13：30
場   2階郷土の歴史・文化紹介展示室
対   どなたでも ※小学3年生以下は保護者同伴
￥   小・中学生無料、大人200円（観覧料）
師   中川船番所資料館職員
申   当日直接会場へ

伝統芸能公開
場   常設展示室火の見櫓前　￥   観覧料に含む

「妖怪絵馬展」わあくしょっぷ参加者募集

江戸時代の名無し妖怪を絵馬に描き、名前をつけ
てみませんか。作品はすべて7/22（日）～9/1（土）
の期間、深川江戸資料館で展示します。
時    7/21（土） ①9：00～12：00、②13：30～16：30
場   レクホール　対   小学生以上各40名
￥   500円（絵馬1枚・画材・返送代など）
師   氷厘亭氷泉、しげおか秀満、東雲騎人
申   電話・窓口で（先着順）

夏休みこどもイベント
「江戸ものしりツアー」参加者募集
お子様のみでご参加いただける
イベント「江戸ものしりツアー」
を2日間限定で開催します。ボ
ランティア解説員と職員が、ツ
アー形式で説明をしながら一緒に展示室を見学し

第2土曜日はジュニア俳句教室
時    8/11（土・祝）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）

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
締め切りは7/31（火）

今年のテーマは「友」です。松尾芭蕉の有名な句「川
上とこの川下や月の友」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
かまいません。
投句   2句1組（兼題部門=「芭蕉を偲ぶ句」、または今

年のテーマ句「友」1句、四季雑詠部門=1句）。  
※何組でも可。未発表作品に限ります。

投句料   2句1組1,000円（大会句集代および送料込み） 
※ 定額小為替または現金書留のみ（切手は
不可）。投句規定等はお問い合わせくだ
さい。

賞   芭蕉記念館時雨忌賞・芭蕉記念館賞各1名 ほか
発表   9月末日までに入賞者に通知
授賞式   10/8（月・祝）14：00～（芭蕉記念館）
応募方法   作品、〒住所、氏名・俳号（各フリガナ）、年

齢、性別、電話番号を明記の上、投句料と
ともに芭蕉記念館へ郵送

映画の祭典「シネフェス」を盛りあげて!
ボランティア募集

今年で12回目を迎える映画の祭典「江東シネマ
フェスティバル」。このイベントのお手伝い等をし
ていただける方を募集します。映画が好きな方、地
域でのボランティア活動に興味のある方、一緒に
イベントを盛りあげてください。
対   下記の日程すべてに参加できる18歳以上10名 
（高校生不可）
①開催日：12/15（土）・16（日）
②説明会：11/10（土）
③事前研修：11/17（土）、12/9（日）

内   会場案内、整理など
※ 活動内容、参加条件などの詳細はチラシ、ホーム
ページをご覧ください。

申   申込書（ホームページからもダウンロード可） 

7月「手作り体験教室」参加者募集

豊洲手作り市では、次の体験教室を行います。ぜひ
ご参加ください。
①手作りおもちゃ体験　￥   150円
②樹脂粘土で作る「ミニ野菜」　￥   900円
時    7/22（日）10：00～15：00
場   1階ギャラリー
申   当日直接会場へ（先着順）

「こども江東歳時記」関連イベント
（1面のつづき）
◆俳句ワークショップ ～昭和の江東とあそび～
夏の思い出に！みん
なの住む江東区につ
いて昭和のお話を聞
き、公園であそび、感
じたこと・頭に浮か
んだことを俳句に詠
んでみよう! 
時    8/26（日）
場   中川船番所資料館、都立大島小松川公園
対   小学生以上 ※小学3年生以下は保護者同伴　
￥   こども400円、保護者250円 
（観覧料、保険代 ※こどものみ資料代）
師   大谷弘至（俳句結社「古志」主宰）、 
ネイチャーリーダー江東メンバー、 
中川船番所資料館職員

申   電話・窓口で（先着順）
◆季節の五・七・五 ～七夕俳句にチャレンジ～
季節を感じる俳句を詠んでみよう。
皆さんの思いを俳句にし、短冊に書いて、七夕の笹
を飾りましょう。
お気軽にご参加ください。
時    8/5（日）まで　場   1階ロビー

ります。
時    8/7（火）～12（日）9：00～21：00 
※初日は13：00～、最終日は16：30まで

場   1階ロビー、第6研修室　￥   無料

川と緑の生きもの展 関連ワークショプ
申   下記①～③すべて電話で（先着順）
①昆虫採集して観察しよう！
時    8/11（土・祝）9：30～11：00
場   大島小松川公園 風の広場
対   小学生15名 ※保護者同伴　￥   無料
師   NPO法人ネイチャーリーダー江東
持ち物   昆虫を入れるカゴ、帽子、飲み物

レッツ「講談」にチャレンジ!
（平成30年度文化庁伝統文化親子教室事業）
落語と並ぶ日本の伝統芸能「講談（こうだん）」をプ
ロの講釈師の指導により身につける体験教室で
す。講談を通じて、人前で堂々と話すコツをつか
み、自分の声に自信を持ち、話すことを好きになり
ましょう。
時    8/2～23毎週（木）全4回 
①14：00～15：00 ②15：10～16：10

場   創作室　対   小・中学生各回15名　￥   無料
師   神田陽子・神田紫・神田京子 
（一般社団法人日本講談普及協会真打）
申   電話・窓口で（先着順）

森下ものづくりカフェ参加者募集
大島紬でつくるたぬき

体は大島紬、ちゃんちゃんこは絣の生地などで作
る愛嬌いっぱいのぬいぐるみです。昔から、たぬき
は縁起物と言われています。

こどものための「生け花・お茶」教室
（平成30年度文化庁伝統文化親子教室事業）
日本の伝統文化
である華道と茶
道のこども向け
の教室です。小・
中学生を対象に、
複数の講師がや
さしくていねいに教えます。
10月には華道展への出展、最終回は保護者の方を
お招きしてお茶会を行います。礼儀作法と創造性
を身につけましょう。
時    【生け花】 9/22～10/27毎週（土）全6回 

14：00～15：00
　    ※10/27（土）は華道展の生け込みです。
　    【お茶】 11/3・10・24、12/1・8・22すべて（土） 

全6回13：30～15：00
※ 全12回の受講となります。華道のみ、茶道のみ
の受講はできません。

場   会議室、和室 ほか　対   小・中学生40名
￥   12,000円（全12回分）ただし過去に受講経験が
あり、お茶道具をお持ちの方は10,400円。

師   江東区茶華道会
申   電話・窓口で
締   7/24（火） ※ 応募者多数の場合、区内在住・在学

を優先のうえ抽選

江東花火大会の日は夜9時まで開館!

江東花火大会の日は、1階ロビーで「ヨーヨー釣り」
や「キラキラおもちゃすくい」などの楽しいワーク
ショップを実施します。また、3階展望室からは花
火がご覧いただけます。
時    8/1（水）18：00～21：00
場   1階エントランス、ロビー、3階展望室
￥   小・中学生無料、大人150円（特別割引観覧料） 
各ゲームは実費

申   当日直接会場へ ※展望室満員の場合は交代制

中川番所 ミニ時代劇を見よう!

江戸時代初期
に設置されて
い た「 中 川 番
所」。資料館3階
にある再現ジ
オラマで、当時
の番所役人と町娘とのやりとりを寸劇で実演しま
す。間近で見る時代劇の迫力をお楽しみください。
時    8/4（土）①11：00 ②14：00（各10分間の上演）
場   3階展示室（ジオラマ）
￥   小・中学生無料、大人200円（観覧料）
出   「深川とっくり座」
申   当日直接会場へ

臨時休館のお知らせ

7/24（火）は企画展設営のため臨時休館します。
※7/23（月）は定期休館日

ます。夏休みの自由研究にも最適です。
時    8/7（火）・8（水） ①11：00～ ②14：00～
場   常設展示室
対   区内在住・在学の小学3～6年生 各回6名
￥   観覧料に含む（保護者の見学可）
申   電話・窓口で（先着順）

ロボットがやってくる!

資料館にロボットがやってきて、展示室の案内や
記念撮影をしてくれます。夏休みの思い出にぜひ
お楽しみください。
時    8/10（金）・11（土・祝）9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
場   常設展示室、ロビー ほか
￥   無料（展示室を見学する場合、要観覧料）

着物DE江戸の町 着付け体験

8月は浴衣です。江戸情緒を味わいながらご見学
ください。着付けにはお一人20分程かかります。
和装下着をお持ちください。
時    8/4（土）11：00～15：30　場   常設展示室内
対   身長140cm以上の方 
※140cm未満の方は要相談

￥   2,000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）
申   ぎゃらりーひまわり☎03-5809-8841または、
当資料館まで

に必要事項を記入の上、窓口、FAX、メール  
（furuishiba_culture@kcf.or.jp宛）で提出。
締   10/10（水）必着 ※応募者多数の場合は抽選

「シネフェス」って何?
展示で楽しむ「江東シネマフェスティバル」

豪華ゲストの色紙や当時の様子の写真、ポスター
などを展示します。今年のシネフェスの情報がこ
の展示場所にだけ公開されるかも?

時    7/28（土）～8/16（木）9：00～21：00
場   展示ロビー　￥   無料

②はじめてでも釣れる！ハゼ釣り教室入門編
時    8/12（日）10：00～12：00
場   旧中川・川の駅周辺 河川敷
対   小学生25名 ※小学4年生以下は保護者同伴
￥   1,000円（竿レンタル有）
師   寺田浩之（KOKOPELLI+）

③ 自由研究にぴったり! 
「ウニランプとウニの不思議な生態」
時    8/12（日）（各回1時間） 
①10：00 ②11：30 
③13：30 ④15：00

場   第7研修室
対   どなたでも各回15名 
※ 小学4年生以下は
保護者同伴

￥   1,000円
師   KOKOPELLI+

囲碁大会直前講座
「厚みを活かす囲碁の考え方」

「江東囲碁大会（詳細は8月号掲載）」に向けて大会
審判長の加藤充志九段が直接講義・指導します。ぜ
ひ、この機会にスキルアップを目指しませんか。
時    8/28～9/25毎週（火）全5回14：30～16：30
場   第1研修室
対   大人（5級以上）20名
￥   5,200円（全5回分）
師   加藤充志（日本棋院棋士九段）
申   電話で（先着順）

時    8/19（日）10：00～15：00
場   エントランス
対   10名　￥   3,500円
師   宮永悦子 
（深川つるし飾りの会主宰）
申   電話・窓口で（先着順）

深川体験わーるど 開催!

“和”“モノ作り”がテーマの館
まつりです。職人さんが教え
てくれる伝統工芸体験教室
や、素敵な手工芸、昔遊びや
工作などのコーナーが盛り
だくさん。第6回深川どうぶ
つしょうぎ大会も同時開催
します。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
時    7/22（日）10：00～16：00
問   電話・窓口で（先着順）

夏休みこどもアトリエ
今年も「美術室」を開放!

夏休みの宿題を終わらせたい方や、楽しく自由に
絵を描きたい方、ぜひご利用ください。※画材など
の道具・用紙などは各自でお持ちください。
時    7/28（土）・29日（日） 
10：00～12：00

場   美術室
対   各日小学生20名
￥  各日 100円
師   江東区美術協会会員
申   電話・窓口で（先着順）

こうとう文化芸術祭
第56回 江東区民合唱祭 出演団体募集

美しいハーモニーの競演に参加しませんか。
時    10/28（日）　場   ホール
対   ①江東区合唱連盟に加盟できること 
②事前、当日の運営に参加できること

￥   連盟加入会費と参加人数に応じた参加費。
申   区内各文化センター（東大島は8/1（水）～）、総
合区民センター、ティアラこうとうに設置の募
集要項をご覧ください。

問   江東区合唱連盟事務局 
☎03-6322-7911（齋藤）

締   7/25（水）

◆クリップモーターを作ってみよう!
自分でコイルを作っ
て、調整してみよう。
モーターの原理、電流
と磁石の関係を体験！
時    8/3（金） 
13：00～16：00

対   小学5～6年生 
12名

￥   400円
申   電話・窓口で（先着順）

◆ホバークラフトを作ってみよう!
浮力の原理や電気配線
について学びながら、も
のづくりの楽しさに触
れよう。
時    8/7（火） 
10：00～11：30

対   小学3～6年生 
10名

￥   1,300円
申   電話・窓口で（先着順）

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）

東大島文化センター リニューアルオープン事業開催！（1面のつづき）
★は要事前申込み（先着順）。※詳細はお問合わせください。

イベント名 日程 時間 費用
内覧会 7/29（日） 13：00～15：00 無料
川と緑の生きもの展 ～旧中川周辺の魚と昆虫大集合！～ 一部★ 8/7（火）～12（日） 9：00～21：00 一部有料
すがのたみお作品展～水彩画の世界～ 8/14（火）～25（土） 9：00～21：00 無料
～皆さんでご一緒に～ 生伴奏で歌謡曲をうたおう！ ★ 8/18（土） 14：00 有料
第30回ふれあいまつり 一部★ 8/19（日） 10：00～16：00 一部有料
～ケチャップマヨネーズ？がやってくる！～
うごく！大きな絵があるファミリーコンサート 

★ 8/19（日） 10：00～11：00 有料

ザ・忍者ショー ★ 8/19（日） 13：30～14：30 有料
東京大衆歌謡楽団 「昭和歌謡 珠玉の名曲コンサート」 ★ 8/22（水） 14：00 有料
古写真展「大島のむかしと今」 ～地図と写真でたどる川の生活～ ※8月号掲載 8/27（月） ～9/7（金） 9：00～21：00 無料
東大島亭 『リニューアルオープンスペシャル寄席』
出演／林家たい平（ゲスト）、柳家わさび、林家けい木、林家あずみ ほか 

★ 9/1（土） 18：00 有料

東大島リニューアルオープン作品展 ～自主・利用グループ～ ※8月号掲載 9/9（日）～10/27（土） 9：00～21：00 無料
古石場文化センター出前上映会「ジャンケン娘」／「大学の若大将」 ★ 9/30（日） 13：00/15：30 有料

こども工房 8/5（日）開催（1面のつづき）
要事前申込み（先着順）。下表以外もあります。
詳細はチラシ、ホームページをご覧ください。

イベント名 時間帯 定員 費用
英語のうたで世界とつながろう！

午前

30名 500円

チョークアートでアイスクリームを描こう 20名 500円

アンモナイトのレプリカづくり 20名 500円

木の輪ゴムてっぽうづくり 6組 1,000円

DIYこども工作教室 20名 無料

はじめてのお茶会体験
午前
午後

各6名 500円

マステで作る立体チャーム 各20名 300円

キーダさんと「うちわ」に絵を描こう 各10名 150円

親子でチャレンジ　プリザーブドフラワー

午後

12組 1,200円

 つくって！回して！レゴ®ブロックのメリーゴーランド 各10名 2,200円

手作り乾電池教室 20名 無料

分光器を作ろう ～光をいろんな色に分けてみよう～ 30名 無料

簡単モーターをつくろう 15名 200円

当日参加できるイベントもいっぱいあるよ！

〒135-0061 豊洲2-2-18
☎03-3536-5061 FAX.03-5560-0505
〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

豊洲
文化センター 

〒136-0073 北砂5-1-7
☎03-3640-1751 FAX.03-5606-5930
〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

砂町
文化センター 

〒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 

〒135-0045 古石場2-13-2
☎03-5620-0224 Fax.03-5620-0258
〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

古石場
文化センター 

〒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

上演風景

〒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

〒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

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

日時 内容 出演
7/14（土）

14：00～14：30 落語 柳家やなぎ

7/29（日）
14：00～14：30

浪曲
「野狐三次より木ッ端売り」

東家一太郎（口演）
東家美（曲師）

8/11（土・祝）
14：00～15：00

江戸庶民の語り物
新内流し 新内多賀太夫 ほか

〒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 

教室の様子

昨年の様子

夏休みの自由研究はコレで決まり!「夏休みジュニア科学教室」
東京都立科学技術高校の生徒が教えます。

〒135-0045 古石場2-13-2
☎03-5620-0224 Fax.03-5620-0258
〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

古石場
文化センター 

〒136-0072 大島4-5-1
☎03-3637-2261 FAX.03-3683-0507
〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

総合
区民センター 

ホシベニカミキリ

作品見本（高さ約16cm）

ミニのらくろ鬼瓦

（上）林家たい平、（左）淡島千景、（右）寺島進

ウニランプ

Ⓒ 山根青鬼
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　趣味

■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

■ハーバリウム プリザーブド教室 場□

(森)木場 ￥□3 ,000円体験レッスンあり

初めての方でも出来ますのでお気軽

に相談ください。☎090 -7226 -6890

　学習

イ□整理収納アドバイザー2級講座 1日

で資格がとれて自信UP。新しい自分

へマインドチェンジを楽しみましょう。

時□7/29㈰、8/19㈰、9/15㈯  10 :00

～18:00 場□ (亀) ￥□23 ,100円（要予約）

☎070-5580-1622 キッタエミ

イ□韓国語無料入門講座募集 時□3回

8/17・24・31㈮12:30～14:00、14:30～

16:00 定員10名まで 場□ (亀) 対□韓国語

の学習が初めての方 ￥□教材費500円

☎042-577-4321（パクヘジョン）

■しゃべる英語 苦手な貴女も話せる様

に 時□㈭朝・昼・夜  場□東陽  月□6,000円

3回～ ☎5683-1508・090-1127-1141

■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

■日帰り勉強合宿スタディキャンプ

時□毎週㈰18:30～ 場□(豊) ￥□1,500円 日

曜夜にライバルに差をつけよう。「ぶっ

ちぎり勉強合宿」で検索 ☎070 -6611 -

6161 ピースフィッシュ根本

■韓国語教室 時□11 :00～ 場□木場個人

レッスン ￥□3,000円会話中心初心者歓

迎アットホームな雰囲気で楽しく学

びませんか。☎090 -7226 -6890（李）

■こども英会話BIGFOOT 赤ちゃんと

一緒にベビママクラス 講師はアメリ

カ出身の現役保育士対時□□0～3才㈯

9:45～10:30 場□(文) ￥□1 ,500円月1回～

OK 1レッスン無料体験実施中 鈴木

e  bigfootenglishschool@gmail.com

　　　　　スポーツ・健康

■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) 月□3 ,000円 ☎3649 -2352 有賀

■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

■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

■居合道修塾 時□㈯9～12時 場□富岡

区民館等 入□5 ,000円 月□3 ,000円 一か

ら始めたい武道未経験者歓迎。経験

に合わせて指導。連絡の上見学随時

内容詳細はHPに記載 HP shujuku.wixs

ite.com/home ☎090-6564-9260山崎

　音楽

イ□江東カラオケ大会 時□7/15㈰、

9/24㈪、10/8㈪ 11：00～19：00 

受付16：00まで 場□ (文)レク ￥□4 ,500円

入□500円 お 弁 当飲み物 付 KKD

☎3640-0035 竹内

■スウィング歌唱教室 声が出ない人前

が苦手な初心者の方も発声他基礎か

ら丁寧に御指導。児童～御年輩経験

不問。演歌POPS他。体験可 場□ (森) (テ)

☎6318-0360 電話受付は平日9～18時

■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□(文)　(テ)  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～高橋真梨子までお

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

■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

■長唄・長唄三味線教室 初心者大歓

迎。お気軽にどうぞ場□東砂4☎070 -

5084 -1042 杵家七汐東音斉藤史子

■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

■カラオケ広場 懐かしい唄や新曲を個

人に合わせて指導します 体験無料 時□

毎日12～21時 場□亀戸駅1分 ￥□1回

2,000円 ☎3636-6772 電話お待ちしてます

■高橋カラオケ教室 発声や表現を学ん

で演歌新曲を覚えましょう 時□第2㈫12

～14時 場□高橋商店街内 ￥□2 ,000円軽

食付 ☎5625-2640 カラオケ喫茶・高橋

　ダンス

イ□亀戸カメリアダンス 時□7/15㈰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□グレース＆ビギン 時□7/29㈰13～

16時 場□(総)2Fレク ￥□800円ミキシ・トラ

イ有お一人参加歓迎 ☎3685-2181 関

イ□初級講習会 時□8/5 ㈰10時～12時

T・R 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□シングルフリーダンス 時□8/5㈰13

～16時 場□(東) ￥□700円ミキシング、トラ

イアル、選曲良し ☎3637 -8031 岩瀬

イ□トモ二十五周年パーティー 時□8/11㈷

12:30～16:30 場□ (東)レク ￥□2 ,800円

（飲食付）会員卒寿デモ。トライアル他

プロフェッショナルデモ迫力あるダン

スご披露致しますどうぞお楽しみに。

☎3683-1536 トモダンス日吉

イ□やじろべぇの会ダンスパーティー

時□8/24㈮ 13～16時 場□ (東) 4Fレク

￥□700円 ☎3682-7530 黒沢まで

■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 時□㈬㈮16:50

1 .2年17:45 3 .4年18:35 5 .6年19:30 

特別クラス園児㈮16:00 ㈯16:00 1年

16:50 健康 場□東大島 無料体験有。

入会随時。踊りたい子やってみたい子

集まってね ☎090-5441-9818 川上

■ヒップホップジャズ 楽しく踊って

アンチエイジングしましょういつで

も無料体験OK 丁寧に指導大人のク

ラスです 場□ (砂) ☎090 -4736 -2237 前川

■超初心者･初心者のためのダンス

時□㈭10～12時 場□ (総) 6F 入□1 ,000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。中級クラスあり。

☎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3F 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

　芸術

■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

■玉嬋墨彩塾 時 場□□7/13・8/3㈮(文)、

7/18・8/15㈬(豊)13:30～15:30 月□2,000

円 女性限定。色紙サイズで気軽に季

節を描く墨彩の会 ☎3615-7668 𠮷村

■ 門俳句木の会・主宰鈴木節子

時□第4 ㈭13:00～16:50  場□(芭)  ￥□1,500円

（寂しいと思はぬやうに吊忍　節子）

初心者歓迎 ☎3642 -3459 石盛青柿

■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）

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□

7/20㈮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□7/26㈭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

ダンス

趣味

音楽

学習
スポーツ・健康

芸術 その他

BUDDY有明/
セガサミースポーツアリーナに
スポーツ教室OPEN!!

東京都江東区有明1丁目5-22
https://www.aclion.jp/

☎03-6823-6290

ボルダリング
スラックライン
ストループス
キッズレスリング
プロレスエクササイズ

あなたスタイルの
フィットネスを
始めませんか?

江東

無料体験レッスン受付中

ティアラこうとう
月3回（火）
17：00～18：00

和太鼓教室

小学生クラス

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

7/21（土）15:30～17:00
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

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

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。

プレイガイド

柳家権太楼 独演会
平成30年8月9日（木）開演19：00（開場18：30）
会場亀戸文化センターカメリアホール（3階）

エイフル企画株式会社 ☎03-6240-1052
エイフルインターネット販売
　http://www.eifuru.com
チケットぴあ
　☎0570-02-9999 Pコード：486-831主催：エイフル企画株式会社

料金全席指定3,500円

「みんなのミュージカル ホンク!」
出演者オーディション参加者募集!

来年8/23（金）、24（土）開催のミュージカル出演者募集! 
皆様のご応募お待ちしております。
時    10/13（土）第1次（実技） 

10/14（日）第2次（面接） ※2次は1次合格者のみ
対   ①小学生～成人 

② 11月～来年8月までの毎週日曜の稽古、および 
集中稽古、舞台リハーサル、本番に参加できること。

￥   2,000円
申   所定の申込書に記入の上、豊洲文化センターへ郵送または窓口へ。
締   9/20（木）必着
※ オーディションのためのワークショップ（9/22（土）～24（月・祝））も開催。

どちらも、詳細は財団ホームページをご覧ください。
問   豊洲文化センター　☎03-3536-5061　FAX.03-5560-0505

参加型舞台公演
「かめいどらぼ2019」出演者大募集!!

来年2/17（日）開催「かめいどらぼ2019」出演者募集! 
朗読劇「曽根崎心中」（近松門左衛門作・角田光代翻案）に初挑戦!
対   18歳以上。9/30（日）から 

公演日まで全29回すべての 
稽古・公演に参加できること。

師   菅原道則（演出家）
￥   33,000円（教材費含む）
選考   1次書類選考、 

2次オーディション（9/2（日）午後）
申   申込用紙に記入の上、亀戸文化センターへ郵送または窓口へ。 

詳細は財団ホームページをご覧ください。
締   8/7（火）必着
問   亀戸文化センター　☎03-5626-2121　FAX.03-5626-2120

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 ☆

日曜油絵倶楽部展示会 （開催中）～7/14（土） － 15：00
南砂写真サークル 結成40周年記念写真展 7/15（日）～19（木） 12：30 17：00
「四季・出逢い・そして…」フォトクラブ木木ッ木（きつつき）写真展 7/20（金）～25（水） 13：00 16：00
夏休みこどもてづくり教室 ※詳細は2面 7/27（金）～29（日） 10：00 16：00
南砂団地9条の会・日中友好協会江東支部共催「平和のための戦争展」 8/1（水）～7（火） 11：00 15：00
江東区平和祈念パネル展 ～東京大空襲と学童集団疎開～ 8/9（木）～17（金） 15：00 13：00

森下文化センター
展示ロビー ★

平成30年度 自主グループ・サークル成果展 主
人生にゆとり 絵画の時間 （開催中）～7/14(土)

9：00 15：00森下うるしの会、切子倶楽部 7/15(日)～21(土)
すてきに表装、小林切子会 7/22(日)～28(土)

古石場文化センター
展示ロビー ★ 展示で楽しむ「江東シネマフェスティバル」 主 7/28（土）～8/16(木） 9：00 21：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

書道教室一玄会成果展 7/11（水）～16（月・祝） 18：00 17：00
豊洲手作り市・手作り体験教室・おもちゃ病院・包丁砥ぎ 主 ７/22（日） 10：00 15：00
Green Pixel －自然との遭遇－ 7/24（火）～29（日） 10：00 18：00
夏休みこども工房＆体験教室 主 8/5（日） 10：00 15：30
日中青少年書道大会 8/10（金） 10：00 20：00

亀戸文化センター
1階展示ロビー☆

公募　第6回芸友アート展 7/12(木)～18(水) 12：00 14：00
彩のある季節の展示  ～夏～ 主 7/26（木）～8/1（水） 9：00 17：00

東大島文化センター
展示ロビー ★ 川と緑の生きもの展 ～旧中川周辺の魚と昆虫大集合!～ 主 8/7（火）～12（日） 13：00 16：30

砂町文化センター
展示ロビー★

自主グループ・利用グループ合同成果展 主
わいわいフォトクラブ （開催中）～7/14（土） － 15：00

髙田光木柳句展 7/22（日）～28（土） 10：00 17：00
1階ロビー 「こども江東歳時記」関連展示 季節の五七五 ～七夕俳句にチャレンジ～ 主 （開催中）～8/5（日） － 15：00
総合区民センター
展示ホール ☆ 原爆と人間展 7/26（木）～28（土） 10：00 16：00

□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318回
9/15（土）
14：00開演

指揮／高関健　トルケマダ／村上公太　コンセプシオン／半田美和子
ゴンサルヴェ／樋口達哉　ラミーロ／桝貴志　ドン・イニーゴ・ゴメス／北川辰彦
曲目／ モーツァルト：交響曲第39番 変ホ長調 K.543、 

ラヴェル：歌劇「スペインの時」（演奏会形式）

第319回
10/19（金）
19：00開演

指揮／トンチエ・ツァン　ヴァイオリン／三浦文彰
曲目／ ハイドン：交響曲第102番 変ロ長調、 

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216、 
プッチーニ：交響的前奏曲、レスピーギ：交響詩「ローマの松」

第320回
11/16（金）
19：00開演

指揮／高関健　合唱／東京シティ・フィル・コーア　合唱指揮／藤丸 崇浩
曲目／ ストラヴィンスキー：詩篇交響曲、武満徹：弦楽のためのレクイエム、 

ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

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

7/13（金） 出演／仲谷由起子（ピアノ）

7/20（金）
出演／ 阿部真弓・水沼紀美（ヴァイオリン）、 

長見早苗（ヴィオラ）、馬場隆弘（チェロ）

7/27（金） 出演／前原美香（ソプラノ）、鶴岡亜紀（ピアノ）

7/31（火）

「あなたが主役！大声あげて歌ってみませんか」 
ピアノとドラムの伴奏で皆さん一緒に歌いましょう
出演／ 中嶋麻里（ピアノ）、市川宇一郎（ドラム）
曲目（予定）／ 「涙 そうそう」「川の流れのように」 

「上を向いて歩こう」ほか

入場
無料

入場
無料

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
6
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。（
５
月
12
日
㈯
開
催
分
）　

◆
く
さ
の
み
ち
な
つ
か
ぜ
う
た
う
や
ま
の
な
か（「
夏
風
」・
夏
）小
学
1
年 

浅
井
美
哉
子

◆
は
じ
め
て
の
ダ
ン
ス
リ
ー
ダ
ー
風
か
お
る（「
風
薫
る
」・
初
夏
）小
学
2
年 
滝
川
晴
迪



日程 作品名
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 ☆
10/27（土） 秋刀魚の味 ★

日程 作品名
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3,100円（全8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 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。

今月の上映作品  東京五輪音頭（昭和39年/94分）6歳 以上

7/28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
□ 全席自由 臨時会員券500円（要事前予約） 
当日200円増（当日券は開演15分前より販売）

昭和38年にレコード会社での競作として発表された「東京五輪音頭」。 
大ヒットした三波春夫を主演に迎えてオリンピックをモチーフに繰り広げられる人情ドラマ。
監督／小杉勇　出演／三波春夫、十朱幸代 ほか

江東シネマプラザ出前上映会 6歳 以上

9/30日  □第1部13：00開演／第2部15：30開演
□東大島文化センターレクホール　□全席自由各500円（当日200円増）
東大島文化センターリニューアルオープンを記念して、上映会を行います。 
上映作品は軽やかなリズムと華やかな色彩にのせて、歌と笑いと夢にあふれた音楽・歌謡映画です。

Ⓒ日活

第1部 『ジャンケン娘』
監督／杉江敏男
出演／ 美空ひばり、 

江利チエミ、 
雪村いづみ ほか

「ジャンケン娘」 Ⓒ 東宝

第2部 『大学の若大将』
監督／杉江敏男
出演／ 加山雄三、 

星由里子、 
田中邦衛 ほか

「大学の若大将」
Ⓒ 東宝

●ご招待
8/16木 日本ユニシス・プレゼンツ 川畠成道チャリティコンサート 6歳 以上

楽しみながら「ともに感じ、ともに考える」体験型のコンサートです。先着150名をご招待します。
□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール　□15：00開演　□全席自由
出演／ヴァイオリン：川畠成道、ピアノ：須関裕子
曲目／ モンティ：チャルダッシュ、マスネ：タイスの瞑想曲、 

ショパン：ノクターン遺作、ブラームス：ハンガリー舞曲 第1番 ほか
申込み／豊洲文化センターへ電話・窓口で（先着順） ☎03-3536-5061

●入場無料
7/22日 夏休み！オーケストラ&バレエ体験 3歳 以上

江東区と芸術提携を結ぶ東京シティ・フィル、東京シティ・バレエ団によ
る体験イベントです。わかりやすい解説とともに、家族でオーケストラと
バレエの実演をお楽しみください。
□13：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□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

川畠成道

● T
テ ィ ア ラ

iara B
バ レ エ

allet D
デ イ ズ

ays  9/22（土）・23（日・祝）10：00～
ティアラこうとうがバレエ一色に染まる、バレエの祭典。気軽に体を動かすバレエ体験や、コ
ンテンポラリー・ワークショップ、プロの練習見学会などを開催します。詳細はティアラこう
とうホームページまたは当館へお問合せください。
□ティアラこうとう　※参加費はイベントにより異なる

● 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団と 
東京シティ・バレエ団との交流会  10/14（日）17：30～18：30（予定）
同日開催の「オーケストラwithバレエ『ペール・ギュント』」（15：00開演）終演後に両団との交
流会を開催。団員による演奏やバレエの実演、両団員との懇談、お楽しみ抽選会などを予定
しています。ぜひご参加ください。※公演情報はこの面中央。
□ティアラこうとう大会議室　□定員100名程度（先着順）　□500円（ドリンク代込み）

申込み・お問合せ／ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333 昨年の交流会より

東京シティ・バレエ団
カンパニークラス見学会

東大島文化センターふれあいまつり 8/19（日）開催
● ～ケチャップマヨネーズ？がやってくる ! ～ 

うごく ! 大きな絵があるファミリーコンサート  8/19（日）10：00～11：00
赤ちゃんと一緒に楽しめるファミリーコンサートです。ベビーカーのまま入場OK！
聴いたらみんな、にっこり、ほのぼの。動く大きな絵のあるコンサートです。
□東大島文化センターレクホール □全席自由　300円　こども（小・中学生）100円
出演／ケチャップマヨネーズ？（ナオヒロ、サヤカ）、さと兄さん

● ザ・忍者ショー  8/19（日）13：30～14：30
かっこいい忍者と「くノ一（くのいち）」がやって来るよ！
会いに来て、応援してね～。みんなも忍者になれるかも??
□東大島文化センターレクホール □全席自由　300円　こども（小・中学生）100円

申込み・お問合せ／東大島文化センター ☎03-3681-6331 team  LUNA

ケチャップマヨネーズ ?

発売中の公演
7/13金

19：30開演

  よしもとお笑いまつり in 江東2018! ～週末スペシャル～
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　3,500円（当日500円増）
※5歳以上有料。4歳以下ひざ上は無料、ただし席が必要な場合は有料。

7/16月祝
14：00開演

  江東フィルハーモニー管弦楽団 第19回定期演奏会
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由　1,000円

7/24火
19：00開演

  西山健治プロデュース 貴方と夜と音楽と 第5弾 ～昔懐かしいナイトクラブの再現～
□森下文化センター多目的ホール　□全席自由　3,000円（当日300円増）

7/27金
14：00開演

  On7-オンナナ- 「その頬、熱線に焼かれ」  6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定　3,800円（当日200円増） U-25割3,000円（25歳以下）※引取時に免許証等本人確認書類提示
学生割1,500円 ※引取時に学生証掲示 ※U-25割と学生割は当日割増なし

8/3金
13：30開演

 ティアラマンスリーコンサートVol.202 「フェドゥムジク第1回公演～親子で楽しむコンサート～音楽の贈り物」
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　1,000円　こども（小学生以下）500円

8/4土
14：00開演

  東京シティ・フィルのドラゴンクエスト 交響組曲「ドラゴンクエストV」天空の花嫁  6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール
□全席指定  S席/5,000円 小・中学生2,500円 A席/4,000円 小・中学生2,000円 B席/3,000円 小・中学生1,500円

8/4土
16：00開演

 カタヤマスピリッツ! & Pin's Bar主催 第14回 if スーパーセッション in ティアラ 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　2,000円
8/17金・18土

・19日
17日19：00開演、
18日 14：00・ 

19：00開演、
19日14：00開演

深川とっくり座公演46回目 丹青の「花入れと水屋の富」
□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　3,000円（当日500円増）　中学・高校生2,000円　小学生以下1,500円

8/19日
15：00開演

  真夏のレクイエムこうとう2018「ドイツ・レクイエム」 託児 あり  6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　3,500円　江東区民3,300円
8/19日

16：00開演
江東少年少女合唱団 第28回サマーコンサート 託児 あり

□江東区文化センターホール　□全席指定　1,500円　高校生以下600円 ※2歳以下ひざ上は無料
8/22水

14：00開演
東京大衆歌謡楽団「昭和歌謡 珠玉の名曲コンサート」 6歳 以上

□東大島文化センターレクホール　□全席自由　3,000円（当日500円増）

8/24金・25土
各日 12：00開演、

16：00開演

 みんなのミュージカル ホンク! ～みにくいアヒルの子～
□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール
□全席指定　4,000円　こども（高校生以下）2,000円 ※2歳以下ひざ上は無料 8/25（土）16：00の部 完売

8/31金
15：00開演

 Viva la Musica 2018 宮本史利リサイタル ロッシーニ! ロッシーニ? ロッシーニ!? ～ロッシーニ没150年メモリアルとして～ 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　3,500円
9/1土

14：00/18：00開演
 ザ・ニュースペーパーLIVE2018  6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　4,800円 14：00の部 残席僅か

9/2日
14：00開演

 ティアラこうとうジュニアオーケストラ 第13回定期演奏会 託児 あり  4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　1,000円　4歳～高校生500円
9/7金

19：00開演
 深川江戸資料館「THE 伝統芸能」 特撰落語会 柳家権太楼独演会 6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席指定　3,500円
9/8土

16：00開演
 ワールドワイドな音楽紀行 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（当日500円増）
9/9日

14：00開演
 和楽器演奏集団 独楽 ～道

み

程
ち

ゆけば～ 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　3,000円（当日500円増）
9/12水

19：00開演
 柳家さん喬独演会 6歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定　3,500円
9/15土

15：00開演
ずばり!! クラシック名曲コンサート 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　2,000円　江東区民1,900円 ※14：30～ 出演者によるロビーコンサートを予定

9/22土
14：00開演

金子三勇士 バースデー・コンサート 6歳 以上

□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール　□全席指定　5,000円
9/22土

14：00開演
深川江戸資料館「THE 伝統芸能」 ～浪曲・講談・落語・漫談・カンカラ三線～ 午歳（うまどし）五人男in深川 6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由　2,500円　江東区民2,300円（当日各500円増）

9/23日祝
14：00開演

東京シティ・バレエ団バレエ・コンサートVol.4 みにくい白鳥（アヒル）の子
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　2,500円
こども（小学生以下）1,000円 ※2歳以下ひざ上無料　親子ペア券3,000円　江東区民2,300円

10/2火
14：30/18：00開演

八代亜紀・香西かおり スペシャルコンサート 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　SS席6,500円　S席5,500円
11/2金

19：00開演
Fazioli Japan Presents  石井克典ピアノリサイタル 6歳 以上

□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール　□全席自由　4,000円　学生2,500円

上方落語 九雀亭
8/6月　□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）
出演／桂九雀　ゲスト／鈴々舎八ゑ馬 鈴々舎八ゑ馬桂九雀

～皆さんでご一緒に～ 生伴奏で歌謡曲をうたおう! 10歳 以上

8/18土　□14：00開演　□東大島文化センターレクホール　□全席自由　900円
ピアノとベースギターの生伴奏で演歌や歌謡曲、フォークソングなど、お馴染みの歌150曲の中か
ら、当日皆さんのリクエストで選び一緒に歌います。ご希望の方にはマイクを持ってステージで歌
のリーダーになっていただくコーナーもあります。貸し出し用の歌詞集を見て歌っていただけるの
で歌詞を知らなくても安心です。
伴奏／TaYu²sの髙橋由香子（ピアノ）、岡民也（ベースギター）、神保静恵（進行）

第5回 東京シティ・バレエ団 全国バレエコンペティション 5歳 以上

8/22水・23木・24金　□ティアラこうとう大ホール
□全席自由　2,000円 ※プレコンペティション部門は入場券無しでご入場いただけます。
8/22（水）プレコンペティション・コンペティション予選、8/23（木）コンペティション予選、8/24（金）決選を実
施します。時間等の詳細は東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティションホームページをご覧ください。
問合せ／東京シティ・バレエ団　 ☎03-5638-2720（平日10：00～18：00） 

http：//tokyocityballetcompetition.com/

「お化けの棲家」関連講演会 東京～金沢／ねこばけ談義! 6歳 以上

8/24金　□19：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　800円
常設展示室で開催する「お化けの棲家」の関連講演会です。妖しい猫の物語集『猫の
まぼろし、猫のまどわし』（創元推理文庫）の出版を記念してお贈りします。一夜限り
の出演者によるトークセッションをお楽しみください。
出演／波津彬子（漫画家）、北村紗希（型染作家）、東雅夫（アンソロジスト・文芸評論家） 北村紗希 東雅夫波津彬子

東大島亭『リニューアルオープンスペシャル寄席』 6歳 以上

9/1土　□18：00開演　□東大島文化センター第1和室（椅子席あり）
□全席自由　2,000円　こども（中学生以下）700円（当日各200円増）
臨場感が味わえる身近な落語、演芸で大笑い。注目の若手噺家、芸人
が年に数回楽しい会を開きます。地域の皆さんでこの会を育ててく
ださい。第1回目は、特別ゲスト林家たい平さんも登場します。
出演／ 林家たい平（ゲスト）、柳家わさび、林家けい木、林家あずみ、 

三遊亭わん丈 林家あずみ柳家わさび 三遊亭わん丈林家けい木林家たい平（ゲスト）

舞踊作家協会 連続公演第200回 6歳 以上

「追悼－横井茂」～小牧バレエから東京バレエグループまで～
9/1土　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　3,000円
戦後すぐ帝劇で初演された「白鳥の湖」を観て、バレエを志した人は少なくありません。横井茂もその一人。
小牧バレエに入門し、ひたすらバレエの道を歩き続けました。そして「東京バレエグループ」を立上げてか
らは次々と名作を世に送り出しました。－おつかれさま、横井さん。天国で少しゆっくりしてください－
出演／大滝よう、石井沙絵、小島亜美、相川由奈、岡部なつみ、阿部佳子 ほか 横井茂

奈々福なないろ vol.1 第一回 傀
く ぐ つ

儡師と奈々福 6歳 以上

9/15土　□14：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定　3,000円（当日500円増）
傀儡師（くぐつ）は原初の芸能のひとつ。等身大の人形をあやつる人形師、百鬼ゆめひなを迎え、
オペラ「椿姫」を奈々福が翻案、浪曲化した「椿太夫の恋」を、コラボレーション。奈々福浪曲一席
と、ゆめひなオリジナル作品もあり。
出演／玉川奈々福（曲師：沢村豊子）、百鬼ゆめひな、天中軒景友（曲師：沢村美舟）

玉川奈々福
Ⓒ御堂義乘

百鬼ゆめひな
Ⓒ矢幡英文

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト「歌舞伎を楽しもう」 6歳 以上

まるわかり、はじめての歌舞伎!
9/16日　□16：00開演　□江東区文化センターホール
□全席指定　3,000円　中学生以下1,000円
歌舞伎ってどんなもの?歌舞伎は400年以上続く日本が誇るエンターテインメント。華やかな舞台、衣
裳や音楽など、魅力たっぷりの「歌舞伎」の楽しみ方を面白く、わかりやすく紹介します。展示会場では
本物の舞台衣裳や道具の製作の様子、パネル展示でさらに歌舞伎を知ることができます。
出演／市村萬次郎、市村竹松、市村光　演目／歌舞伎のみかた、「五条橋」鬼一法眼三略巻、舞踊「藤娘」 市村萬次郎

ティアラこうとう アートシネマ上映会 第1回 6歳 以上

バレエ映画「白鳥の湖」《ルドルフ・ヌレエフ生誕80周年記念上映》
9/24月 祝　□11：00開演、14：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由　2,500円（当日300円増）　※入替制
ヌレエフによる悲劇的な解釈が悲しみを増す名品!バレエ史上最高のペア、ルドルフ・ヌレエフとマーゴ・フォ
ンテーンの最盛期の踊りを映像化した1966年制作の伝説的な映画で、この有名なバレエの決定版といえます。
出演／マーゴ・フォンテーン、ルドルフ・ヌレエフ、ほかウィーン国立歌劇場バレエ団　振付／ルドルフ・ヌレエフ
音楽／ピョートル・チャイコフスキー　指揮／ジョン・ランチベリー　演奏／ウィーン交響楽団
1966年/ドイツ/カラー/スタンダード/ステレオ/107分/配給：T&Kテレフィルム

ティアラ ワンコイン・コンサート2018 4歳 以上

東京シティ・フィル Presents「Tokyo Misiya“7”」ヴァイオリン・デュオ・コンサート
9/26水　□12：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席自由　500円
江東区芸術提携団体：東京シティ・フィルが誇る美男美女ユニット「Tokyo Misiya“7”」が、 
“ティアラこうとう”に初登場!! 若手実力派が放つ、色彩豊かでフレッシュなサウンドを、ワンコ
インでお楽しみいただけます。
出演／野尻弥史矢（ヴァイオリン&お話）、盛川奈 （々ヴァイオリン）
曲目（予定）／プロコフィエフ：2つのヴァイオリンのためのソナタ、暴れる!時代劇作品集、往年の
名曲、映画音楽メドレー ほか 野尻弥史矢 盛川奈々

素浄瑠璃の会 帰ってきた「浄瑠璃解体新書」 6歳 以上

9/26水　□18：30開演　□森下文化センター多目的ホール
□全席自由　2,000円
「義太夫節?難しいな、解りにくいな!」いえいえご心配なく。演奏の途中にわかりやすい解説を交
え、楽しく浄瑠璃に浸れます。その為に「帰ってきた」のです。
出演／三味線：野澤錦糸、太夫：豊竹靖太夫　演目／「菅原伝授手習鑑」寺子屋の段 野澤錦糸 豊竹靖太夫

結成58周年 薗田憲一とデキシーキングス 6歳 以上

Live in Camellia Part.18
9/29土　□15：30開演　□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　5,000円
「デキシーランド・ジャズ」の大御所、故 薗田憲一が1960年にデキ
シーキングスを結成。見る人・聴く人を楽しませるステージは各地で
好評を得ている。今回はゲストに森サカエ、FUMIKAを迎え、ステー
ジを盛り上げる。
出演／薗田憲一とデキシーキングス
ゲスト／森サカエ（ヴォーカル）、FUMIKA（ヴォーカル）
曲目（予定）／ サウスランパート ストリート パレード、 

ベージン ストリート ブルース、リンゴの木の下で、里の秋、月光価千金 ほか
薗田憲一とデキシーキングス FUMIKA森サカエ

第37回 江東オペラ 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」公演 原語上演字幕付 6歳 以上

9/29土・30日　□14：00開演 □江東区文化センターホール
□全席自由　4,000円
「魔笛」「フィガロの結婚」と並ぶモーツァルト最高傑作のオペラ。中世の騎士で色男
のドン・ジョヴァンニの数奇な人生の変遷と末路を描くオペラセリア。
指揮／岸本祐有乃　演出／土師雅人
演奏／江東オペラ管弦楽団  　合唱／江東オペラ合唱団
出演／ ドン・ジョヴァンニ：高田智士・羽山晃生、ドンナ・アンナ：本田ゆりこ・菅原千恵 ほか

2017年9月 江東区文化センター
歌劇「トスカ」公演より

RAKUGOもんすたぁず 6歳 以上

9/30日　□14：00開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由　1,800円（当日200円増）
真打4人組による落語寄席。ステキなプレゼントが当たるかも !? 抽選会つき。
出演／古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

東京シティ・バレエ団 TOKYO CITY BALLET LIVE 2018 6歳 以上

「CITY BALLET SALON vol.7」
9/30日　□14：00開演　□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール
□全席指定　3,500円
東京シティ・バレエ団の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。今回は、TCB屈指の振付者3名が名を連ねます。どうぞご期待下さい!
作品／ 中島伸欣振付：終息への扉、小林洋壱振付：子供の情景、 

草間華奈振付：未来への扉、No Plan Ⓒ Takashi Shikama

ティアラ・クラシックス2018
1966カルテット UKロック&クラシックス 6歳 以上

10/6土　□15：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定　4,000円
UKロックに挑戦中の1966カルテット。レッド・ツェッペリン、エリック・クラプトン、ポリス、ローリン
グ・ストーンズ、ワム、クイーンなど、勿論ビートルズもお贈りします。さらに今回はクラシックの名曲
も演奏いたします。
曲目（予定）／ 天国への階段、レイラ、シーズ・ア・レインボー、ボヘミアン・ラプソディ、 

ヘイ・ジュード、花のワルツ、華麗なる大円舞曲 ほか 1966カルテット

天童よしみコンサート 6歳 以上

11/2金　□13：30開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　7,560円
心に響く抜群の歌唱力と、愛嬌たっぷりの楽しいお喋り。そのパワフルなステージで、明るく元気になりま
せんか!!
曲目（予定）／珍島物語、道頓堀人情、あんたの花道、夕月おけさ、きずな橋（新曲） ほか 天童よしみ

花岡詠二 インターナショナル・コンサート 6歳 以上

10/10水　□18：30開演　□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　5,000円
江東区在住のジャズ・クラリネット奏者 花岡詠二が親しくしているインターナショナル・メンバーを一堂に会してのスイ
ング・コンサートです。世界の仲間を迎えて今年もゴキゲンなスイング・ジャズをお届
けします。
出演／ クラリネット&サックス：花岡詠二、ダヴィッド・ルカーチ、サックス：後藤裕二、白

石幸司、アントワーヌ・トロメレン、トランペット：鈴木正晃、二井田ひとみ、マロ・マ
ズリエ、トロンボーン：苅込博之、橋本佳明、クリストファー・コンペン、ヴァイブラ
フォン：武田将、ギター：佐久間和、ピアノ：山本琢、ベース：小林真人、ドラムス：ブ
ルックス・テグラー

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念コンサート 6歳 以上

ボーヒュスレーン・ビッグバンド meets 伊藤君子/木住野佳子/TOKU
10/29月　□18：30開演　□江東区文化センターホール　□全席指定　6,000円（当日500円増）
今年、日本とスウェーデンが外交関係樹立150周年を迎えるにあたり、北欧
を代表するJAZZビッグバンド、ボーヒュスレーン・ビッグバンドの来日が
決定。特別な記念ライブをぜひお見逃しなく！
出演／ ボーヒュスレーン・ビッグバンド、伊藤君子（ヴォーカル）、 

木住野佳子（ピアノ）、TOKU（ヴォーカル、フリューゲルホーン、トランペット） TOKU 伊藤君子木住野佳子ボーヒュスレーン・ビッグバンド

フレッシュ名曲コンサート オーケストラ with バレエ「ペール・ギュント」 5歳 以上

10/14日　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　S席4,000円　A席3,000円
※江東区民・こども（5歳～小学生）各席200円引
オーケストラとバレエダンサーが同じ舞台で共演するティアラこうとうならではのオリジナル
公演です。今回は、音楽の授業で誰もが聴いた「ペール・ギュント」（新作振付）をお贈りします。ま
た、江東区ゆかりのピアニスト、今田篤さんをゲストに迎え、名曲、グリーグのピアノ協奏曲を演
奏します。合わせてお楽しみください。
指揮／飯守泰次郎　ピアノ／今田篤　構成・振付／石井清子、中弥智博
管弦楽／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　バレエ／東京シティ・バレエ団
曲目／ 【第1部】シベリウス：交響詩「フィンランディア」、グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調 

【第2部】グリーグ：「ペール・ギュント」第1組曲・第2組曲（オーケストラwithバレエ）
※交流会についてもご覧ください。 中弥智博石井清子

今田篤飯守泰次郎

託児 あり

ジブリの思い出がいっぱい オーケストラによるドリームコンサート 3歳 以上

10/27土　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　5,000円　こども（3歳～中学生）2,500円
司会進行／島本須美（声優）　演奏／ドリーム・チェンバー・オーケストラ　歌／ジブリーズ
曲目（予定）／ 「風の谷のナウシカ」、「天空の城ラピュタ」、「となりのトトロ」、「魔女の宅急便」、 

「もののけ姫」、「千と千尋の神隠し」、「ハウルの動く城」、「崖の上のポニョ」、「風立ちぬ」 ほか
島本須美 ジブリーズ
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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：//www.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 7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
予約
のみ ☆

〒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。
※連絡先は総合区民センター内仮事務所（9：00～17：00） ★

8/1（水）～
大島8－33－9
FAX 03－3636－5825

 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
（17：00まで）

☆
 〒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

今月の新発売 7月10日（火） AM 10：00～ 電話受付開始


