
凡例 時日時　場会場　対対象・定員　￥費用　師講師・指導　出出演　内内容　申申込方法・問合先　問問合先　締締め切り 各施設の連絡先・所在地・休館日等の一覧は４面です。

今年のキッザニア東京は、

〈タイムトラベル～しごとの歴史と未来～〉

をテーマにみなさんの自由研究を応援します。

また、夏休み期間限定の体験や

クイズラリーなどイベント盛りだくさん。

夏休みはぜひ、キッザニア東京にご来場ください。

夏休みはキッザニアへ!

詳細は、
キッザニア東京
オフィシャルサイト
専用ページへ

対象日
8/31（金）まで

プレイガイド

桃月庵白酒・三遊亭兼好 二人会
平成30年10月25日（木）
開演19：00（開場18：30）

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：488-247

主催：エイフル企画株式会社

会場 亀戸文化センターカメリアホール（3階）
料金 全席指定3,600円

森下文化センター／田河水泡・のらくろ館江東区文化センター

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。
時   9/16（日）16：00開演　場   ホール
￥   3,000円、中学生以下1,000円
出   市村萬次郎、市村竹松、市村光 ほか
内   ⃝歌舞伎のみかた 
⃝「五条橋」鬼一法眼三略巻 
⃝舞踊「藤娘」

申   電話・窓口で（先着順）
※公演情報は4面

場   展示ロビー
￥   入場無料 ※一部有料
申   「浴衣着付け」のみ要事
前申込。詳細はチラシ・
ホームページをご覧く
ださい。その他は当日直
接会場へ。

9/16（日） 
①10：00～12：00
②13：00～15：00

One day classes for cross-cultural communication
 ～Experience Japanese Culture～
Enjoy and experience various Japanese Cultural events.
・Place：Koto City Culture Center Entrance Hall
・Fee：Refer to the following left table.
・ To apply： Reservation is needed for Yukata dressing. 

For more information, please contact us 
(koto-kabuki-j2018@kcf.or.jp)

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

ほかにも歌舞伎を楽しむイベントを多数開催。
申   詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

●スペシャル対談「歌舞伎の女形」
時9/15（土）14：00開演
場   談話ロビー　対   100名（先着順・要申込）
出   市村萬次郎、酒井順子（エッセイスト）
● 英語で伝統芸能体験 
「KABUKI for Everyone」
英語と日本語で歌舞伎の解説をします。
時   9/16（日）12：00開演　場   ホール
対   400名（先着順・要申込）　出   市村萬次郎、市村竹松
● 関連イベント「もっと知りたい ! 歌舞伎の世界」
時   9/15（土）・16（日）11：00～16：00
場   展示室

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト「歌舞伎を楽しもう」
まるわかり、はじめての歌舞伎!

同日
開催

折り紙で作るチューリップ 
Origami Tulip

一文字書道体験 
One Character Japanese calligraphy

無料
Free

“カブキ”に“ マンガ ”、日本の文化を堪能しよう !

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

観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで） 観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで） 観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）

８
月

９
月

10
月

「お化けの棲家」関連展示
夏のお化け四題
（開催中）9/1（土）まで

「江戸からくり人形展」
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）

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」
（開催中）8/26（日）まで

江東まちのマイスター展
「耐熱ガラスの美」坂硝
9/1（土）～10/21（日）

秋の釣具展示「ハゼ釣り竿」
9/19（水）～10/21（日）

夏の特別展&マンガ関連講座 手塚治虫生誕90周年記念
手塚治虫 少女マンガメモリーズ
～現代少女マンガの源流～

Ⓒ市村萬次郎市村萬次郎

酒井順子

市村羽左衛門の押隈

入場
無料

国際交流一日体験教室
～日本文化を体験しよう～

イベント名 Event 料金 Fee 定員 Capacity
浴衣着付け

Yukata dressing ¥2,500 各10名
10persons

お茶会
Tea ceremony ¥300

無くなり次第終了
Will close when tea 
cakes run out.

手塚治虫が生み出した数々の名作の中から、「リボンの騎士」を
初めとする最初期の「少女マンガ」にスポットをあてます。後の
世代に多大なる影響を与えたロマンあふれるストーリー世界
を存分にお楽しみいただけるスペシャル企画展です!
●特別展
時   8/10（金）～26（日）9：00～21：00 ※8/20（月）は休館日
場   展示ロビー　￥   無料
内   手塚治虫「リボンの騎士」等複製原画展示、 
二階堂黎人「手塚治虫コレクション」、綿引勝美コレクション、 
田河水泡・のらくろ館所蔵資料、講座講師作品紹介、 
関連グッズの販売（予定） など

●講座「手塚治虫と少女マンガ」
時   9/23、10/14、11/4、12/9 すべて（日）全4回14：00～15：30
場   多目的ホール　対   100名　￥   6,000円（教材費含む）
師   9/23   竹宮惠子（マンガ家、『風と木の詩』） 
10/14 水野英子（マンガ家、『ファイヤー！』） 
11/4   村上もとか（マンガ家、『JIN-仁-』）  
12/9   二階堂黎人（作家、『二階堂蘭子シリーズ』）

申   電話・窓口で　締   8/24（金） ※応募者多数の場合は抽選
特別協力：手塚プロダクション　企画・構成：メモリーバンク

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

「リボンの騎士」

大島水辺まつり 開催
（第35回江東区民まつり大島地区大会参加事業）

体験教室や各種イベント、KOTO街かど
アーティストによるパフォーマンスをお楽しみください。
時   9/8（土）・9（日）9：30～16：00 ※一部9日のみ
場   旧中川・川の駅周辺
● 期間中、中川船番所資料館の観覧料が大人は150

円（通常200円）、小・中学生は無料 !

問   東大島文化センター 
☎03-3681-6331 
FAX.03-3636-5825 
〒136-0072 大島8-33-9

東大島文化センター・中川船番所資料館

第14回親子ハゼ釣り大会 参加者募集
インストラクターがサポートするので初心者でも安心 !
時   9/23（日・祝）  午前クラス8：45～11：30、 

午後クラス13：15～16：00
場   旧中川（集合：中川船番所資料館）
対   小・中学生と保護者 各回50組100名
￥   1,850円（エサ、保険代含む） 
※竿は1組に2本無料で貸出し。

師・申   詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。
締   8/31（金） ※応募者多数の場合は抽選

問   中川船番所資料館　☎03-3636-9091 
FAX.03-3636-9094　〒136-0072 大島9-1-15

中川船番所資料館

水彩都市・江東の魅力を再発見!
リバーツアー参加者募集「秋の隅田川・水上さんぽ」

今回は隅田川を河口から北上し、認定ガイドが屋形船から
両岸の見どころをたっぷりと解説します。
時   10/14（日）【1便】10：00～12：00、【2便】13：00～15：00
場   集合：深川吉野屋（木場6-15-11）、解散：桜橋発着場   
（台東区今戸1丁目地先 ※最寄駅は東武スカイツリーラ
イン、浅草線・銀座線「浅草」駅徒歩15分）

対   小学生以上 各回50名  ガイド   小名木川リバーガイド認定者
￥   大人2,100円、小・中学生1,800円（お茶・和菓子付）
申   電話・FAX・Eメールで。詳細はチラシ・ホームページをご

覧ください。
締   8/24（金）17：00必着 
※応募者多数の場合は、区内在住・在勤者を優先のうえ抽選

●航路（1便・2便共通）
深川吉野屋（集合）→春海運河→築地大橋→隅田川→桜橋発
着場（下船後解散・自由散策）
※ 荒天・潮位等により、中止、コースの変更や遅延が発生する場合があ
ります。屋形船（座敷）を使用します。椅子席ではありません。本事業
は、営利性・事業性がないことから旅行業法の適用は受けません。

問   東大島文化センター ☎03-3681-6331 FAX.03-3636-5825 〒136-0072 大島8-33-9 higashiojima_culture@kcf.or.jp

東大島文化センター

第12回 江東バンドFESTIVAL 粋でイナセないいバンド!
予選会出場バンド募集

オヤジバンドにガールズバンド、さらには親子バンドまで。
世代、ジャンルを超えて音楽を愛するバンド大募集!
時・場   11/3（土・祝）13：00～ 総合区民センター 

11/4（日）13：00～ 江東区文化センター
対・￥・申   詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。
締   10/14（日）必着 ※本選は平成31年2/10（日）江東区文化センターで開催

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

江東区文化センター

第11回グランプリ受賞バンド「LIPSTICK」

白と黒の熱き戦い 江東囲碁大会 参加者募集
リニューアルオープンした東大島文化センターに会場を戻
しての開催です。団体戦・個人戦を2日間にわけて競います。
各クラスの優勝・準優勝・3位のチーム・入賞者には賞状およ
び盾を贈呈します。
時   【団体戦】10/6（土）12：30～ 【個人戦】10/7（日）9：30～
場   レクホール　対・￥・内   詳細は2面
審判長   加藤充志（日本棋院棋士九段）　申   電話・窓口で（先着順）

問    東大島文化センター　☎03-3681-6331　FAX.03-3636-5825 
〒136-0072 大島8-33-9

東大島文化センター

前回大会の様子

第十八回 石田波郷記念
「はこべら」俳句大会 作品募集
砂町を「第二の故郷」と呼び愛した、
昭和を代表する俳人 石田波郷を顕
彰する「はこべら」俳句大会を今年も
開催します。
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

砂町文化センター

石田波郷

NHK主催展覧会関連文化講演会
没後50年 藤田嗣治展
時   9/4（火）14：00開演
場   古石場文化センター 大研修室
対   240名　￥   無料（全席自由）
師   下倉久美（東京都美術館 学芸員）
申   8/10（金）10：00～古石場文化センターへ 
電話で（先着順） ☎03-5620-0224

◆ 展覧会概要 
時   （開催中）10/8（月・祝）まで　場  東京都美術館（台東区上野公園8-36） 
※詳細は、ホームページをご覧ください。

参加者全員に
展覧会の招待券を
プレゼント!

（おひとり1枚）

は
こ
べ
ら
や

焦
土
の
い
ろ
の
雀
ど
も

「エンゼルの丘」
Ⓒ手塚プロダクション

問   中川船番所資料館 
☎03-3636-9091 
FAX.03-3636-9094 
〒136-0072 大島9-1-15

江東区文化プログラム

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！

2018

平成30年8月10日

外国の方にも日本の伝統芸能を楽しんでいただける、「江東・和の伝統芸能体験プロジェクト『歌舞伎を楽しもう』」。
歌舞伎の魅力をたっぷり楽しめる舞台をお楽しみください!

No.435

Ⓡ 8
7 1 4 7 4 6



平成30年8月10日発行 凡例 時日時　場会場　対対象・定員　￥費用　師講師・指導　出出演　内内容　申申込方法・問合先　問問合先　締締め切り

ホームページ http://www.san-ai.jp/

ギャラリーコピス企画展「昭和でSHOW」
「ちょっと昔」になった懐かしの昭和をテーマにし
た作品展です。
時 ���9/5（水）～11（火）�※最終日は17：00まで
場 ��展示ロビー　￥ ��無料
出展者 ��（予定）
　�ウノ・カマキリ、岩國宏志、まえの美佐、とむ・くろた、�
永田び～しゃ、高橋俊英、patokon�mosco、�
真壁照夫、ムラタユキトシ

森下ものづくりカフェ参加者募集
「つまみ細工で作る ほっこり月見飾り」
秋は重陽の節句やお月見と、
行事が目白押し。伝統のつ
まみ細工の技法を使った、秋
満載のお飾りを作ってみま
せんか。針や糸を使わない
ので、どなたでもお気軽にご
参加いただけます。
時 ���9/23（日・祝）�
13：00～16：00

場 ��エントランス　対 ��8名　￥ ��2,500円
師 ��菊野恵（ハンドメイドクリエイター）
申 ��電話・窓口で（先着順）

親子でけん玉に挑戦
NTTデータけん玉研究
会が、小学生の親子を
対象に楽しい講習会を
開催します。級の認定
会も行います。
時 ���9/2（日）�
【午前の部】10：00～11：30�
【午後の部】13：00～14：30
場 ��ギャラリー　対 ��各回親子15組30名　￥ ��無料
申 ��電話・窓口で（先着順）

第十八回 石田波郷記念「はこべら」俳句大会
作品募集要項（1面のつづき）
投句 ��2句1組（波郷を偲ぶ俳句1句・雑詠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）
※�郵送の場合は定額小為替または現金書留のみ（切手は不可）。
選者 ��石田郷子、上田日差子、鈴木しげを、�

德田千鶴子、能村研三（50音順）
賞 ��石田波郷記念「はこべら」賞1名、石田波郷記念
館賞1名、各選者による特選3句、入選10句

※�類句・類想句・二重投稿（結社誌・大会句集などに
掲載されたものを含む）については賞を取り消
す場合があります。
発表 ��平成31年2月中旬までに入賞者に直接通知
授賞式 ��平成31年3/10（日）14：00～
投句方法 �規定用紙または200字詰原稿用紙に楷
書で、①〒・住所②氏名（ふりがな）③俳号（ふりが
な）④電話番号⑤性別⑥年齢を明記し、砂町文化セ
ンター「俳句大会係」へ郵送または窓口で。
締 ��12/10（月）必着

伝統芸能・伝統工芸公開
場 ��常設展示室火の見櫓前�
※9/9のみ常設展示室企画展示コーナー前

￥ ��観覧料に含む
日時 内容 出演

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

8/11（土・祝）
19：00〜19：30

落語
「死神」 橘ノ圓満

8/18（土）
19：00〜19：30

浄瑠璃
「江戸情七不思議」 野澤松也

8/19（日）
14：00〜14：30 講談 神田陽子

9/9（日）
13：30〜15：30 あめ細工 青木喜

（区指定無形文化財保持者）

夜間特別開館のお知らせ
浴衣でご来館いただくと、大人100円割引、こども
20円割引（他の割引との併用はできません）で入
館いただけます。
◆8/11（土・祝）・18（土）
20：00まで開館（入館は19：30まで）
◆お化けの棲家リターンズ
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
お化けがテーマのお店がきます。お化けの棲家と
併せてお楽しみください。
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、要観覧料）

「お化けの棲家」関連展示 夏のお化け四題
展示室の4か所で「東京～金沢／ねこばけ談義！」
（8/24開催）関連展示、NHKアニメ「つくもがみ貸

します」コラボ展示、「深川七不思議」浮世絵風木版
画展、「妖怪絵馬作品展」をそれぞれ開催します。
時 ���9/1（土）まで9：30～17：00�
（入館は16：30まで）
場 ��常設展示室内　￥ ��観覧料に含む

江戸からくり人形展 ～浪漫から未来へ～
江戸時代に流行った「からくり人
形」。ロボットのようにお茶を出して
戻って行くかわいらしい姿や洗練
された江戸のテクノロジーを展示
や実演、解説でお楽しみください。
時 ���8/18（土）・19（日）�
※18（土）は13：00～

場 ��レクホール　￥ ��観覧料に含む
主催 ��日本メカニズムアーツ研究会

着物DE江戸の町 着付け体験
時 ���9/1（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

￥ ��女性2,500円、男性3,500円�
※前日までの予約は500円引き

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

深川怪談百物語
「深川怪談百物語」は、参加者が順番に百話の怪談
を語っていく会です。聞くだけのご参加も歓迎で
す。第2部は、夜の常設展示室で行います。江戸時
代にも粋な遊びとして人気があった百物語。ぜひ
一度体験してみませんか?�
時 ���9/1（土）�【第1部】11：00～16：30�

【第2部】18：00～21：00
場 ��【第1部】レクホール�
【第2部】常設展示室火の見櫓前
対 ��各50名

￥ ��3,000円（入館料、お化けスイーツ、お茶代込み）
申 ��下記申込みフォームより受付�
（先着順）�
https://goo.gl/forms/
JZFonlIknGoGZwwf2

主催・問 ��深川怪談実行委員会�
fukagawakaidan@yahoo.co.jp

八名川小学校連携事業
こどもたちが展示解説にチャレンジ!

「江戸・深川のまちをたずねて」見学者募集
八名川小学校6年生が地域の歴史について調べて
学んだ成果を、当資料館の展示解説として発表し
ます。
時 ���9/10（月）�①10：15～11：00�②11：15～12：00�
※休館日ですが、この時間のみ開館します。

場 ��常設展示室　対 ��各回20名　￥ ��観覧料に含む
申 ��電話・窓口で（先着順）

公開講座
「浮世絵にみる江戸庶民の年中行事」
常設展示室で開催している
「江戸庶民の年中行事再現」
（正月・初午・雛・端午・七夕・
月見）を中心に、江戸時代
の人びとの暮らしの身近に
あった年中行事について、
その概要や特色などを、浮
世絵に描かれた風景からご
紹介します。
時 ���9/14（金）�
14：00～15：30

場 ��小劇場　対 �200名
￥ ��無料（常設展示室入館券が必要です）
師 ��赤坂治績（江戸文化研究家・演劇評論家）
申 ��電話・窓口で（先着順）

7月8日（日）開催
加藤正夫杯江東区こども囲碁大会結果報告

江東区文化センターに114
名のこどもたちが大集合。熱
戦を制し、加藤正夫杯（最上
級クラスの優勝者に授与）に
輝いたのは、田

で ん

浩
ひ ろ

人
と

さん（市
川市立真間小学校6年生）で
した。おめでとうございます。

江東にほんごの会研修会 受講生募集!
外国人への日本語指導支援をしている方を対象
に、「学習者がすぐに使えるような状況を想像し、
最小の負担でゴールまで進もう」というテーマで
研修会を行います。
時 ���9/9（日）10：00～11：40　場 ��第1・2研修室
対 ��外国人へ日本語指導支援活動をしている方20名
￥ ��無料
師 ��金子広幸（法政大学・桜美林大学日本語非常勤講師）
申 ��電話・窓口で（先着順）

秋のきもの着付講習会
秋のひととき、きものを優雅に着こなしてみませ
んか。初心者の方でも丁寧に教えます。
時 ���9/23（日・祝）～12/2（日）�
全10回14：00～16：00�
※10/28は休講

場 ��第1和室
対 ��女性20名
￥ ��5,000円（全10回）※初回払い
持ち物 ��初回はタオル（薄手）3本、足袋、

裾よけ、肌襦袢、長襦袢、伊達じ
め2本、半衿、腰ひも4本、コーリンベルト、
裁縫道具（初回のみ）

※�2回目以降は着物一式などが必要になります。詳
細は区内各文化センター、総合区民センターに
設置のチラシをご覧いただくか、お問合せくだ
さい。

師 ��江東きもの講師会
申・主催 ��電話で（先着順）江東きもの講師会�

☎03-3647-9666（井口）�
☎03-3640-2211（桑山）

あなたのチカラが必要です!
参加型舞台公演「かめいどらぼ2019」
ボランティアスタッフ募集

来年2/17（日）開催「か
めいどらぼ2019」の
運営をお手伝いいた
だくボランティアス
タッフを募集します。
演出は、一流の舞台を
創造してきた菅原道則氏をお迎えします。演劇公
演の演出方法や進行など間近に学ぶことができま

す。また台本準備や小道具の製作、衣裳の管理製
作など様々な体験も！舞台作品を創り上げる現場
に積極的に参加してくれる、やる気のある方歓迎。
舞台が初めての方でも大歓迎！
※�「かめいどらぼ2019」出演者も募集中。詳細はお
問合せください。

対 ��9/2（日）午後に開催する説明会に出席できる18
歳以上の方

￥ ��教材費2,000円�※交通費の支給はありません
申 ��電話・窓口で　締 ��9/1（土）
◆かめいどらぼ2019公演概要
時 ���平成31年2/17（日）午後　場 ��カメリアホール
￥ ��全席指定800円
内 ��朗読劇「曽根崎心中」�
（近松門左衛門作・角田光代翻案）

夜の水彩カフェテラス
夜の帳が下りる頃、旧中川の河原がカフェテラス
へと変わります。都心とは思えない自然豊かな場
所でゆっくりとクルージング、そしておいしい飲み
物などを召し上がってはいかがでしょう。
時 ���9/22（土）16：00～21：00
場 ��旧中川・川の駅、水彩デッキ
◆クルージング
時 ���①18：00�②19：00　対 �各回12名
￥ ��2,000円
申・主催 ��夜の水彩カフェテラス実行委員会�

mizube@talo-city.co.jp（スナガ）

お月見体験～お話と団子
十五夜に中川番所のジオラマでお
月見をしませんか？お月見にまつ
わるお話を聞いて、お団子をもら
いましょう。お天気が良ければ、旧
中川に出てお月見をします。
時 ���9/24（月・祝）17：00～19：00
場 ��3階展示室、屋外
対 ��小学生以上30名�※小学生は保護者同伴
￥ ��小・中学生、大人とも500円
申 ��電話・窓口で（先着順）

ティアラ・ジュニアバレエ教室
後期オーディション 参加者募集

東京シティ・バレエ団の団員が指導するティアラ
こうとう主催のバレエ教室です。（4レッスン制、
レッスンは日曜日）。

時 ���9/30（日）10：00～　場 ��大会議室
対 ��小学4年生～高校生（バレエ経験：小学生は3年
以上、中学・高校生は5年以上）。所属バレエ教室
に通い、先生の許可を得た方。

申 ��往復はがきに①氏名（ふりがな）�②年齢�③学年�
④性別�⑤身長�⑥経験年数�⑦保護者名�⑧〒・住
所�⑨電話番号�⑩所属バレエ教室を記入の上、
ティアラこうとう「ティアラ・ジュニアバレエ教
室」へ郵送。

締8/30（木）必着

第30回 ふれあいまつり
大人からこどもまで、みんなで1日中楽しめるふれ
あいまつり。リニューアルオープンした東大島文
化センターへ遊びに来てください！
※�詳細は区内各文化センター、総合区民センター
に設置のパンフレットまたはホームページをご
覧ください。

時 ���8/19（日）10：00～16：00

大島水辺まつり フリーマーケット出店者募集
時 ���9/9（日）10：00～15：00�
（開催時間内の退場はご遠慮ください。）
場 ��旧中川・川の駅（屋外）�※雨天中止
対 ��区内在住の方
　※�業者、重複（個人・家族含む）、他人名義の申込

みは無効です。また、動植物や食品等出品でき
ないものもあります。

￥ �1,000円（出店料）1団体につき約2㎡
申 ��往復はがきに①〒・住所�②氏名�③電話番号�④出
店項目を記入の上、〒135-0011�扇橋2-17-5�「環

映画の祭典「シネフェス」を盛りあげて!
ボランティア募集
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：12/15（土）・16（日）

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、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館で開講予定。
今回は7・8回目の募集です。

〝俳怪〟夏まつり
俳句と妖怪のミニ展示
のほか、イベント盛り
だくさん！ふしぎな電
子楽器ケロミンが登場
するコンサートも開催！
（14：15開演）
※詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。
時 ���8/18（土）10：00～15：00

第2土曜日はジュニア俳句教室
時 ���9/8（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 ���9/26（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�秋季雑詠3句　申 ��電話・窓口で（先着順）

境整備推進委員会（東大島）」老沼秀子宛に郵送。
締 ��8/31（金）必着�※応募者多数の場合は抽選

TEKUTEKU水辺ウォーク参加者募集
「大島・砂町 再発見!」
川に囲まれた江東
区の水辺に親しむ
「TEKUTEKU水辺
ウォーク」。今回は、
東大島文化センター
のリニューアルオー
プンにともない、地
元大島・砂町地域を巡ります。小名木川を中心に、
荒川ロックゲートや大島稲荷神社などをガイドと
歩き、歴史散歩を楽しみませんか。
みどころ：中川船番所資料館、荒川ロックゲート、
因速寺、上妙寺、大島稲荷神社（予定）
時 ���9/27（木）9：30～11：30
場 ��集合：中川船番所資料館�
解散：新宿線「大島」駅付近

対 ��16歳以上15名� ￥ �700円（保険代・入館料含む）
ガイド ��小名木川リバーガイド認定者
申 ��電話で（先着順）�
※最少催行人数5名（9/20（木）時点）

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（財団ホームページからもダウンロード
可）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

対 ��下記条件をすべて満たす方各20名
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

内 ��・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

￥ ��無料
申 ��実施会場へ電話・窓口で
締 ��8/15（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。

江東まちのマイスター展
「耐熱ガラスの美」坂硝（さかしょう）
日本最先端の科学実験
を支えているのが、大島
のガラス器具製造�坂硝
です。研究者から厚い
信頼を得ている「強く、
かつ繊細で美しい」その
作品を展示します。
時 ���9/1（土）～10/21（日）
場 ��2階展示室
￥ ��大人200円、小中学生50円（観覧料）

秋の釣具展示「ハゼ釣り竿」
旧中川はこの季節、多くのハゼ釣り愛好者でにぎ
わっています。その人たちを魅了しているのが竹
で作った昔ながらの「ハゼ釣り竿」。その中でも一
流の職人が手塩にかけて作った逸品を船番所では
展示しています。釣り竿の展示は無料でご覧いた
だけます。
時 ���9/19（水）～10/21（日）
場 ��1階釣具展示コーナー
￥ ��無料（1階釣具展示のみ）

展示替えのため臨時休館
8/28（火）は展示替えのため臨時休館します。
※8/27（月）は定期休館日

〒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 

作品見本（スタンド付）

〒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

作成風景

〒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 

教室の様子

〒136-0071 亀戸2-19-1
☎︎03-5626-2121 FAX.03-5626-2120

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

亀戸
文化センター 

昨年度稽古風景

〒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 

〒135-0016 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 

加藤正夫杯優勝
田浩人さん

〒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

茶運び人形

「十二月ノ内　葉月つき見」（部分）
歌川豊国 画（国立国会図書館蔵）

〒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

〒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

おもしろ涼感コンサート出演：お器楽雑奏隊
（KOTO街かどアーティスト）

〒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 

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！

日程 9/1・8・15・22（土） 全4日間 9/6・13・20・27（木） 全4日間

時間 10：30〜12：00 14：00〜15：30

会場 古石場文化センター（古石場2-13-2 ☎03-5620-0224） 江東区文化センター（東陽4-11-3 ☎03-3644-8111）

江東囲碁大会　10/6（土）・7（日）開催（1面のつづき）
種別

団体戦 個人戦

クラス別戦（ハンデ戦） 名人クラス 棋力別クラス（ハンデ戦）
各クラス（準名人、A、B、C…） シニアクラス（ハンデ戦）

日時 10/6（土）12：30〜 10/7（日）9：30〜

対象・定員
1チーム3名で3局対戦できるチーム
50組（先着順）

六段以上の方
16名（抽選）

144名（先着順）
16名（先着順）

※75歳以上で三段〜5級の方

勝敗に関わらず、4局対戦できる方

対戦方法・
ルール

1クラス8チーム程度（大会当日振り
分け）。
同段（級）互先、先番6目半コミ出し。
1段級差は、下手定先。
2段（級）差は2子（上段9子）、ジゴ白
勝ち。

総互先、
先番6目半コミ出し

大会当日上位者より1クラス16名程
度に振り分け。
同段（級）互先、先番6目半コミ出し。
1段級差は、下手定先。
2段（級）差は2子（上段9子）、ジゴ白
勝ち。

同段（級）互先、先番6目半コミ出し。
1段級差は、下手定先。
2段（級）差は2子（上段9子）、ジゴ白
勝ち。

◦対戦方法は変則リーグ（スイス方式）　◦持ち時間各40分

参加費
大人チーム 3,600円
こどもチーム（中学生以下） 1,800円

大人 1,200円、こども（中学生以下）600円
※お弁当（お茶付）希望の方は別途550円。参加申込時に要予約。

締め切り 定員になり次第 9/10（月）まで
定員になり次第

※シニアクラスについては、9月末日で申込みが
9名以下の場合は棋力別クラスでの対局となります。

その他 各クラスの優勝・2位・3位のチーム、入賞者には賞状および盾を贈呈

ガイドの説明を熱心に聴く参加者

〒136-0072 大島8-33-9
☎︎03-3681-6331 FAX.03-3636-5825

〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

東大島
文化センター 
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　スポーツ・健康

■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

■楊名時・健康太極拳「東大島鶴の会」

初心者向きどなたでも。見学歓迎。 時□

毎週㈮10:00〜11:30 場□（東） 入□1,000円

月□2,000円 HP有 ☎5609-1070 鈴木

■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

■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

■琉球古武道・空手道を楽しむ 三歳

以上棒・ヌンチャク等楽しめます。時□

㈯13時〜、㈭19時〜 場□東砂小学校

月□小・中学生3,000円、大人5,000円

HP http://kenshinjuku.kids.coocan.jp

☎090-5790-0783 拳心塾 橘

■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

　音楽

■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。音色に触れよう 場□東砂4 ☎070

-5084 -1042 杵家七汐東音斉藤史子

■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

■スウィング歌唱教室 声が出ない方

あがり症な方歓迎。初心者の方も発

声等基礎から丁寧に御指導。年齢不

問。大会向可。演歌POPS他。 場□（森） （テ）

☎6318-0360 電話受付は平日9〜18時

■大人のピアノ同好会 40歳〜のクラ

シックピアノ愛好家が集う会です。音

楽教室ではありませんのでお気軽に。

場□（豊） （テ） e  playground.op1@gmail.com

■ピアノ教室 レベルに合せて丁寧に指

導 ※体験、見学有 場□東陽4 ☎3644 -

6833・090-1613-5197 マスミ音楽教室

■やさしいピアノ教室 生徒大募集。

場□千石2 ☎3649-2838 松本

　芸術

■玉嬋墨彩塾 時 場□□9/14・10/12 ㈮（文）

8/15・9/19 ㈬（豊） 13 :30〜15:30  月□

2,000円 女性限定。色紙サイズに季節を

描く墨彩画の会 ☎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

（露の世の金剛杖を手放さず　節子）

初心者歓迎 ☎3642 -3459 石盛青柿

■ 秋湖書道会 時□㈬13:30〜21:00

場□ （文） 時□㈪17:30〜21:00 場□冬木会

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の経験にあわ

せてわかりやすく丁寧に指導いたしま

す。 ☎3667-6718 （連絡）田塚

■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

　ダンス

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）卒寿デモ。プロデモ有OB歓

迎。明日です ☎3683 -1536 トモ日吉

イ□ライテック&ビギン 時□8/12㈰13〜

16時 場□ （東） 4Fレク ￥□700円ミキシン

グ・トライアル有 ☎3685 -2181 せき

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

■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

■STARDIUMキッズチアダンススクー

ル  時□㈪㈭15:10〜 4才〜小1、16:20〜

小2〜小4、㈬16:00〜 4才〜小1、17:10〜

小2〜小4 場□門前仲町駅徒歩1分 ￥□

体験100円 対□4才以上 HP star-dium.

com e  stardium.kids@gmail.com

■社交ダンス ワルツ・ルンバ 時□㈬10〜

11時半 入□1 ,000円 月□4 ,000円 月4回

時□㈯9時半〜11時 ￥□1回1,200円 場□

富岡区民館 中高年歓迎 見学お気軽

に ☎3647-5503 門仲ダンスファミリー

■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

■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

▪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

　趣味

イ□型紙いらずの着物リメイク体験教室

時□8/10㈮・18㈯14:00〜16:00 場□（文）3F

研修室 ￥□2,500円 洋裁の苦手な方お

気軽にご参加下さい ☎FAX3645-7581

e  oinuma@ka.baynet.ne.jp

■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

　学習

イ□3回韓国語無料講座募集 時□8/17・24

・31㈮12:30〜14:00、14:30〜16:00、 定

員10名 場□（亀）対□韓国語入門￥□教材費

500円 ☎042-577-4321（パクヘジョン）

イ□整理収納アドバイザー2級講座

1日集中でマインドチェンジ。資格が

翌日から使え、お片付にとっても自信

がつきます。 場□（亀）時□8/19㈰、9/15㈯、

10/6㈯10:00〜18：00 ￥□23,100円（要

予約） ☎070 -5580 -1622 〜キッタ〜

■こども英語 時□㈬15時〜未就学児、16

時〜小学低学年、17時〜小学高学年、

月3回￥□3 ,000円場□南砂区民館 英語

で歌、ダンス、工作、絵本、読み書きゲ

ーム。小学生、フォニックス、実験も。

無料体験有。 ☎090-8479-1539 山本

■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

■初心者おとなの英会話 場□ （森） （豊）ネイ

ティヴ講師が一人一人のレベルにあ

わせて笑顔のレッスン。￥□15回17,000

円 ☎090-2536-2493

■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

■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

■中高年の旅行・おもてなし英会話 「大

人のための旅行英会話」（ナツメ社）

著者がゆっくり楽しく教える人気講

座・初級/中級有。見学歓迎時□毎週㈯

場□ （古） 月□4 ,800円対□50才以上 ☎080 -

3118 -8970 ショートメールOK。加藤

■時事問題を英語で討論 時□㈪ 場□江

東区産業会館 ￥□7,000円

米国人講師 ☎3649-5838髙橋

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□

8/22㈬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□8/23㈭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

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

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、任意整理、破産、その他各種トラブル。
「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

8/25（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

人前でも「自然に伝える」話し方講座
「楽」に伝える感覚を掴み、
あなたらしさに磨きをかける
体験型レッスンです。

【開催日】 8/12（日）、8/23（木）、9/5（水）10：00～11：30
【場　所】 豊洲文化センター　【費　用】 2500円/回
TEL：090-4740-5704  https://iriecolers.jimdo.com/
Email：mai.nishitani@gmail.com 西谷

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1,000円）
●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
歓迎陶芸を体験してみませんか

1日体験実施中

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

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50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

毎年恒例のこのオンライン観光写
真コンテストは今年も2つのテー
マで募集し、スマートフォンから
もご応募いただけます。

魅力百様、江東区。
オンライン観光写真 
コンテスト2018 作品募集

テーマ ①  四季爛漫!魅力百様、江東区。
区内にあふれる四季折々の風景やイベントなどの写真を大募集しま
す。花見や初詣、散歩していたらふと気付いたものまで、季節の足音が
感じられる魅力的な情景を切り撮ってご応募ください。

テーマ②  SPORTS & SUPPORTS
江東区のブランドコンセプト「人情とスポーツに熱いまち江東区」に
ちなみ、区内で繰り広げられるスポーツをテーマにした作品を募集し
ます。プレイヤーはもちろん声援する人など、スポーツの場面にはド
ラマがたくさん、とびきりのショットをお待ちしています。
※詳細は右記ホームページをご参照ください。

【応募期間】
平成30年7月21日（土） 
から平成31年1月15日（火）
まで　
【主催・問合先】
一般社団法人
江東区観光協会
☎03-6458-7400
【応募詳細HP】
https://koto-kanko.jp

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 ☆

江東区平和祈念パネル展 〜東京大空襲と学童集団疎開〜 （開催中）〜8/17（金） − 13：00

東京8×10組合連合会 写真展 8/20（月）〜26（日） 12：00 18：00

第33回江東きりえ展 8/28（火）〜31（金） 12：00 16：00

墨と彩りの色紙絵展 9/1（土）〜6（木） 11：00 15：00

第18回 江東ボランティアまつり 9/8（土） 10：00 15：30

森下文化センター
展示ロビー ★

夏の特別展 手塚治虫生誕90周年記念
手塚治虫 少女マンガメモリーズ 〜現代少女マンガの源流〜 主 （開催中）〜8/26（日） − 21：00

ギャラリーコピス企画展「昭和でSHOW」 9/5（水）〜11（火） 17：00

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 （開催中）〜8/16（木） − 21：00

まちの記憶と未来展 8/21（火）〜27（月） 12：00 15：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

みんなのミュージカル ホンク！PR展示 主 8/21（火）〜25（土） 9：00 22：00

ギャラリー活性化事業 第6回 シビックギャラリーステージ 主 8/26（日） 12：00 19：00

ギャラリー活性化事業 親子でけん玉に挑戦 主 9/2（日） 10：00 14：30

木下敦也・山田陽子二人展 9/5（水）〜9（日） 14：00 22：00

亀戸文化センター
1階展示ロビー☆ まちの記憶と未来展 8/15（水）〜20（月） 12：00 22：00

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 （開催中）〜8/12（日） − 16：30

すがのたみお作品展 〜水彩画の世界〜 主 8/14（火）〜25（土） 9：00 16：30

「大島のむかしと今」 〜地図と写真でたどる川の生活〜 主 8/27（月）〜9/7（金） 9：00 16：30

リニューアルオープン作品展 〜自主・利用グループ〜 主

アートフラワー「コスモスの会」/稲野辺俊子パンフラワー教室 9/9（日）〜15（土） 9：00 15：00

砂町文化センター
展示ロビー★

ふれ逢いフォトクラブ写真展 8/19（日）〜25（土） 10：00 16：00

風景とのりもの水彩画展 9/1（土）〜7（金） 12：00 19：00

総合区民センター
展示ホール ☆ 第35回江東区民まつり大島地区大会 手工芸作品展 9/8（土）〜9/9（日） 9：00 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
会場／江東区文化センター 2階談話ロビー　時間／18：00〜

プロムナード・コンサート

「熊本応援のらくろTシャツ」 寄付金総額報告
平成28年4月に発生した熊本地震の復興支援のため販売しておりま
した「熊本応援のらくろTシャツ」が、6月16日をもちまして販売終了
いたしました。

皆さまから寄せられた募金の総額（販売利益）
平成28年8/20〜
平成30年6/16までの
合計322,303円を
熊本県に寄付いたしました。
江東区文化コミュニティ財団
森下文化センター

8/24（金） イヴニングコンサートvol.26『ロシア音楽の夕べ』
出演／ 今村明美・田﨑豊子・平田美欧（ソプラノ）、門倉光太郎（バリトン）、

関根孝一（カウンターテナー）、杉山茂（ヴァイオリン）、三戸誠（ヴィ
オラ）、青山道子（マリンバ）、石原由紀・影山香苗・川上健太郎・斎藤
誠二・鈴木史子・田中喜代子・中優子・星野月菜・前原育恵・本村佳子
（ピアノ）、丸山和子（司会）

皆さまの
ご支援、ご協力
ありがとう
ございました。
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イベント・おまつり
などに
ご活用ください!

江東区文化センター
KOTO街かどアーティスト担当

☎03-3644-8111

江東区文化コミュニティ財団が認定した
「KOTO街かどアーティスト」が、
区内で音楽演奏や大道芸などの
パフォーマンスを披露します。

詳しくは、区内各文化センターに設置の
パンフレットをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

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

10月2日（火）

ティアラこうとう
☎03-3222-7982

お申込み
お問合せ

☎03-5624-3333

日程 作品名
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 ★

11/24（土） RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ

日程 作品名
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2,800円（全7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。8月はグッズ抽選会あり!

今月の上映作品  私が棄てた女（昭和44年／116分）6歳 以上

8/25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）
遠藤周作の同名小説が原作。場面で単色やカラーを使い分け、主人公たちの心情を巧みに表現している。
監督／浦山桐郎　出演／河原崎長一郎、浅丘ルリ子 ほか

Ⓒ日活

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
□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
□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

●ご招待
9/16日 第18回 いのちの落語独演会

「笑いは最高の抗がん剤」をスローガンに、がんの方とご家族を対象に1年に1度、落語の独演会を続けている樋口強さ
んが、今年も開催します。※ご招待は、がんの方ご本人とそのご家族に限ります。（15名）
□深川江戸資料館小劇場　□13：00開演　□全席自由
申込み／ ①氏名（3名まで） ②各人のがんとの関わり ③代表者の〒・住所・電話番号 ④近況「あなたが笑顔になれるのは

どんなとき（具体的に）ですか」（いくつでも）（※樋口強さんの次著作に匿名で引用させて頂くことがあります）
を記入の上、「深川江戸資料館招待分」と明記（明記がないと招待にはなりません）し、封書にて下記までお送り
ください。（先着順受付） 〒135-0016 江東区東陽2-4-42-906 樋口強事務所内「いのちの落語独演会」事務局宛

締切り／8/31（金）必着 ※参加可否の連絡は事務局から郵送します。

●入場無料
8/26日 第6回 シビックギャラリーステージ ～夏だ！生だ！生LIVEだ！～

魅力あふれる、さまざまなアマチュアバンドが、夏の暑さを吹き飛ばすライヴをお届けします。
ビールと共に、お気軽にお聴きください。終演は19：00予定です。
□豊洲文化センター豊洲シビックセンターギャラリー　□12：00開演　□全席自由
出演（予定）／AERIAL、SAGS ほか　申込み／当日直接会場へ

9/30日 スミセイキッズフォーラム ～親子の絆の子守唄～
親子の絆が希薄になった現代、おばあちゃん、おじいちゃんやお母さん、お父さん、そしてお孫さん、家族みんなで歌
を聴き、一緒に声をそろえて歌いましょう。
□ティアラこうとう大ホール　□14：00開演　□全席自由
出演／ 西舘好子（日本子守唄協会理事長）、古謝美佐子（歌手）、佐原一哉（キーボード）、川口京子（歌手）、 

稲村なおこ（歌手）、長谷川芙佐子（ピアノ）、江東少年少女合唱団
申込み／NPO法人日本子守唄協会 ☎︎03-3861-9417

AERIAL

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。

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

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

発売中の公演
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

8/18土
14：00開演

 〜皆さんでご一緒に〜 生伴奏で歌謡曲をうたおう!  10歳 以上

□東大島文化センターレクホール　□全席自由　900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）
8/22水・23木

・24金
 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

□ティアラこうとう大ホール　□全席自由　2,000円
8/24金

19：00開演
 「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

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由　800円　※常設展示室「お化けの棲家」も、このチケットでご覧いただけます。

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

9/1土
19：00開演

 舞踊作家協会 連続公演第200回 「追悼－横井茂」 〜小牧バレエから東京バレエグループまで〜 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　3,000円
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
9/8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 〜道程（みち）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

14：00開演
 奈々福なないろ vol.1 第一回 傀儡師（くぐつ）と奈々福  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）
9/15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

9/16日
16：00開演

 江東・和の伝統芸能体験プロジェクト「歌舞伎を楽しもう」 まるわかり、はじめての歌舞伎!  6歳 以上

□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

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

9/24月祝
11：00/14：00開演

 ティアラこうとう アートシネマ上映会 第1回 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》  6歳 以上

□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

9/26水
12：00開演

 ティアラ ワンコイン・コンサート2018 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  4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席自由　500円

9/26水
18：30開演

 素浄瑠璃の会 帰ってきた「浄瑠璃解体新書」  6歳 以上

□森下文化センター多目的ホール　□全席自由　2,000円

9/29土
15：30開演

 結成58周年 薗田憲一とデキシーキングス Live in Camellia Part.18  6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　5,000円

9/29土・30日
14：00開演

 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

□江東区文化センターホール　□全席自由　4,000円

9/30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　□全席自由　1,800円（当日200円増）

9/30日
14：00開演

 東京シティ・バレエ団 TOKYO CITY BALLET LIVE 2018 「CITY BALLET SALON vol.7」  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　3,500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

10/6土
15：00開演

 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

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,000円

10/10水
18：30開演

 花岡詠二 インターナショナル・コンサート  6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　5,000円

10/14日
15：00開演

 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」  託児 あり  5歳 以上

□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

10/27土
14：00開演

 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

□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

10/29月
18：30開演

 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
□江東区文化センターホール　□全席指定　6,000円（当日500円増）

11/2金
13：30開演

 天童よしみコンサート2018  6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　7,560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

寄席 都笑亭 Vol.118    6歳 以上

9/21金　□18：30開演　□豊洲文化センターレクホール　□全席自由　500円
今宵は笑って過ごしましょう！
出演（予定）／河内家るぱん ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.203  6歳 以上

エンジョイ四重奏（Quartet）
10/5金　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由　2,000円
“エンジョイ四重奏”明るく、そして楽しい、室内楽の演奏会です。モーツァルトのフルート四重奏
と弦楽四重奏、プレイエルのフルート四重奏、メンデルスゾーンの弦楽四重奏。芸術の秋に、つや
やかな響きをお楽しみください。

「神田陽子の講談まつり」vol.3  6歳 以上

ジョン万次郎をたずねて足摺岬〜ボストン（熊本福島復興支援継続中!）
10/6土　□11：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　3,000円（当日500円増）
講談は落語と並ぶ日本の伝統話芸です。ポンポンと調子よく張り扇を叩きながら物語を進めていきま
す。演じる楽しさ、声を張る気持ちよさ、人情の機微なども愉しく学べます!ぜひ、お遊びにいらしてく
ださいませ。 神田陽子

ファツィオリジャパン創立10周年記念  6歳 以上

オンラインピアノコンクール ファイナルイベント
10/6土・7日　□6日14：00開演・7日16：00開演
□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール
□全席自由　両日券2,000円　7日のみ1,000円（当日各500円増）
斬新なオンライン方式のピアノコンクール（4/27～10/7）の唯一オンラインではないイベント（本選、授賞式・受賞者演
奏） です。詳細やパーティについては主催者にお問合せください。
問合せ／ファツィオリジャパン株式会社 ☎︎03-6809-3534

ファツィオリF278

ベイビー・ブー 十番勝負 其の八  6歳 以上

グランプリを唄う 〜 あの歌 この歌 黄金の昭和歌謡 〜
10/13土　□13：30開演　□江東区文化センターホール
□全席指定　4,500円（当日500円増）
歌声喫茶で大人気！ボニージャックスの意思を受け継ぐ若手コーラスグループ。 
洗練された男声ハーモニーで、皆様の心に感動をお届けします。
曲目（予定）／ 聖母たちのララバイ、シクラメンのかほり、時代、襟裳岬、赤いスイートピー、雨の慕情、恋唄綴り、つぐない

ベイビー・ブー

Koto Youth Choir 8th concert meets K.B.SINGERS'
10/14日　□14：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　500円
江東少年少女合唱団の卒団生で構成された「Koto Youth Choir」がお届けする、こころ安らぐひ
と時。若さ溢れる瑞々しい歌声を、会場いっぱいに響かせます。
出演／Koto Youth Choir、男声合唱団K.B.SINGERS'
指揮／笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ／奥田和、桑子実千代
曲目／ホール・ニュー・ワールド、男声合唱による10のメルヘン「愛する歌」、「風に寄せて」 ほか

Koto
Youth 
Choir

ティアラこうとうアートシネマ上映会 第2回  6歳 以上

「マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ」
10/20土　□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
絶世の歌姫、絶頂期のパリ・デビュー公演。リマスター音声、完全版によるスクリーン上映！
曲目／ ベッリーニ：「ノルマ」より 清らかなる女神よ、 

ヴェルディ：「イル・トロヴァトーレ」より ミゼレーレ、 
ロッシーニ：「セビリアの理髪師」より 今の歌声は、プッチーニ：「トスカ」第2幕 ほか

出演／マリア・カラス、ティト・ゴッビ ほか
指揮／ジョルジュ・セバスティアン　演奏／パリ・オペラ座国立劇場管弦楽団、同合唱団
1958年/フランス/イタリア語（歌）、フランス語（ナレーション）/日本語字幕付/白黒/モノラル/スタンダード/115分/
配給：T&Kテレフィルム/Ⓒ ina

マリア・カラス

ヤマンドゥ・コスタ ギターリサイタル  6歳 以上

10/27土　□19：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定　6,000円（当日500円増）
ギタリスト史上最強のテクニックと音楽性を持つブラジル生まれの世紀の天才、ヤマンドゥ・コスタが再び来日！   
7弦ギターの上を驚異的なテクニックが縦横無尽に駆け巡る！

ヤマンドゥ・コスタ

無声映画鑑賞会  6歳 以上

「片岡一郎発掘作品とロイド喜劇 無声映画鑑賞会初上映作品特集」
10/30火　□18：30開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由　1,500円（当日500円増）　当日学生1,600円

【上映作品】  ◦「ロイドのスピーディ」世界三大喜劇王のハロルド・ロイド主演。 弁士／澤登翠 
◦「私のパパさんママが好き」高峰秀子が子役として出演。 弁士／片岡一郎 
◦「ペギィのお手柄」無声映画時代のスター、ダイアナ・セラ・キャリー5歳の主演作。 弁士／片岡一郎 
すべてピアノ生演奏付（演奏：上屋安由美）

「 ロイドの 
スピーディ」

マキタスポーツ オトネタの夕べ  6歳 以上

11/2金　□19：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　4,000円
お笑いの世界では、他に類型のないエンターテインメントを追求している【マキタスポーツ】。芸人、音楽家、
役者、小説家、映像監督など、ジャンルを軽々と飛び越えマルチな活動を展開している。芸能活動20周年 
【表現者・マキタスポーツ】の“オトネタ”に乞うご期待！ マキタスポーツ

なぎら健壱コンサート2018 〜下町情歌Part14〜  6歳 以上

11/3土 祝　□18：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　4,800円
残していきたいフォークソングと、人情味溢れるオリジナル曲を歌いつづけている「なぎら健壱」のカメリ
アホールで14回を数えるコンサート。歌の合間の絶妙なトークも冴えわたります。どうぞご期待ください。
演奏／OWNRISK（松本典明、叶沢伸明、雨宮直己、GOBOH鈴木） なぎら健壱

禁断のヴァイオリニスト×地を這う前衛  6歳 以上

ライコー・フェリックス×田中泯
11/8木　□19：00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　4,500円
セルビア生まれ、ヨーロッパを代表するヴァイオリニストのライコー・フェリックスと、70年代より国内外で独自の舞踊活
動を展開し最近では俳優としても注目されるダンサー、田中泯による奇跡のコラボレーションです。

ライコー・フェリックス 田中泯 Ⓒ Itaru Hirama

初代竹山没後20年メモリアルコンサート  6歳 以上

〜「民謡の心」唄から三味線へ、三味線から唄へと繋ぐ〜
二代目高橋竹山コンサート
11/10土　□14：00開演　□江東区文化センターホール
□全席指定　5,000円
【高橋竹山さんからのメッセージ】 今年は、初代没後20年にあたりますが、秋には初代のドキュメント映画が上映される予定で
す。改めて基本に思いを寄せて「民謡の心」をお届けしたいと思っております。皆様との出会いを楽しみにしております。 竹山
出演／高橋竹山（津軽三味線）　ゲスト／小田朋美（ピアノ）　曲目予定／三味線じょんから、ホーハイ節、弥三郎節、即興曲 ほか

小田朋美 高橋竹山

花岡詠二プレゼンツ KOTOユース ポップス&ジャズフェスタ2018 4歳 以上

11/11日　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　1,800円　大学生以下1,200円
江東区内の中・高・大学生と区内在住のジャズクラリネット奏者・花岡詠二氏率いるプロミュージシャンの共演によるポッ
プス＆ジャズフェスティバルです。熱い共演をお楽しみください。
出演／ 中村中学校・高等学校吹奏楽部、都立深川高等学校吹奏楽部、都立東高等学校吹奏楽部、都立城東高等学校ブ

ラスバンド部、芝浦工業大学カレッジソサエティジャズオーケストラ、花岡詠二KOTO・JAZZオールスターズ
合同演奏／Sing.Sing.Sing 花岡詠二 昨年の公演より

時代劇上映会 剣豪と股旅 〜大佛次郎と長谷川伸の世界 6歳 以上

9/27木　□14：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　1,500円（当日500円増）　昼夜通し券2,500円　当日学生1,600円
企画展「時代小説と深川」関連の上映会です。昼の部は「剣豪と股旅 ～大佛次郎と長谷川伸の世
界」と題し、「沓掛時次郎」（主演／大河内傳次郎）と「鞍馬天狗江戸日記」（主演／嵐寛寿郎）を上映
します。夜の部（18：30開演）は「活弁で楽しむ時代小説の世界」と題した第722回定例会です。夜
の部のみの申込みは、無声映画鑑賞会事務局（☎︎03-3605-9981）まで。
弁士／澤登翠、山城秀之、植杉賢寿 弁士：澤登翠 「沓掛時次郎」より

實川風ピアノリサイタル  6歳 以上

11/10土　□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
若手実力派のピアニストとして人気の高い實川風（じつかわかおる）。心に響き渡る音色と聴き馴染みのあるプ
ログラムで、實川風の世界をお楽しみください。
曲目（予定）／ショパン：前奏曲より「雨だれ」、ノクターン「遺作」、英雄ポロネーズ ほか 實川風

東京シティ・フィルPOPSコンサート 「映画音楽」セレクション  6歳 以上

11/24土　□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3,500円
東京シティ・フィルによる映画音楽のコンサートです。東西のアミューズメント・パークのアトラクションになっている映
画のテーマ曲などを中心にお贈りします。PA機器を通さない生オーケストラのサウンドを存分にお楽しみください。
指揮／佐々木新平
曲目（予定）／ ジュラシック・パークより、パイレーツ・オブ・カリビアンより、ハリー・ポッターより、スターウォーズより、

バック・トゥ・ザ・フューチャーより ほか

佐々木新平

〜キエフ・クラシック・コレクション〜 初春バレエ祝賀コンサート  6歳 以上

2019 1/12土　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　3,800円
弦楽アンサンブルの生演奏をバックに、ウクライナきってのバレエ・カンパニー12人の
ダンサーを迎えた贅沢なプログラムです。
バレエ／キエフ・クラシック・バレエ団　演奏／キエフ・クラシック弦楽アンサンブル
曲目（予定）／ チャイコフスキー：花のワルツ（「くるみ割り人形」より）、プロコフィエフ：バルコニーのパ・ド・ドゥ（「ロミオと

ジュリエット」より）、J.シュトラウス2世：春の声、ウィーンの森の物語、ウィーン気質、美しく青きドナウ ほか

こぶたちゃんと魔法のくにのおんがく会
10/28日　□11：00開演、14：00開演　□総合区民センターレクホール　
□全席自由　1,200円　こども（小学生以下）600円 ※2歳以下ひざ上は無料
かわいいこぶたちゃんとおねえさんによる、ワクワク楽しい音楽会。みんなで魔法使いになって、夢の世界で遊びましょう！

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.24  6歳 以上

10/19金　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,000円
ジャズのスタンダードナンバー、讃美歌、映画音楽など、鉄壁なリズム陣を
バックにフレッシュなサウンドをお届けします。2本のクラリネットがハモっ
たり、からんだり、時にやさしく、時にはげしく…。毎回のお客様のご声援で
24回を迎えます！その進化はとまらない！
出演／ 後藤雅広（クラリネット）、白石幸司（クラリネット）、 

後藤千香（ピアノ）、小林真人（ベース）、楠堂浩己（ドラム）
曲目／枯葉、恋人よ我に帰れ　ほか 24回目を迎えた絶妙なアンサンブル
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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 8月10日（金） 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 電話�03−3681−6331
FAX�03−3636−5825 あり ★

〒136−0072

大島8−33−9

 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 8月10日（金） AM 10：00〜 電話受付開始


