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豊洲文化センターニュース
http://www.kcf.or.jp/toyosu

豊洲文化センター 秋の募集講座紹介
お申し込み・お問い合わせは、豊洲文化センターまでお気軽にどうぞ！

■ わかってました？猫の気持ち ■ ■ キューバの魅力に触れる ■

猫専門医を講師に迎え、行動 アメリカとの国交回復を果た
やしぐさを通して猫の心の機微を し、今、大きな転換点を迎えて
学習します。飼っている方も、これ いるキューバ。ラテン・アメリカの
から飼おうと思っている方も猫の気 魅力あふれるキューバの文化に
持ち知ってみませんか。 ついて学びませんか。

【日時】 11/1～ 12/20 【日時】 10/28～ 11/25
19:30～ 21:00 （火曜全 4回） 19:00～ 20:30 （金曜全 5回）
【受講料・教材費】 4,500円・ 100円 【受講料･教材費】 4,600円・ 100円
【講師】東京猫医療センター院長 服部幸 【講師】日本キューバ友好協会名誉理事長 鶴田満彦ほか

■ 豊洲おもしろゼミナール ■ ■ 世界の愛唱歌を歌おう ■

区内近隣にある大学・地元企 日本をはじめ、イタリアやドイツなど世
業の協力で、様々なジャンルを 界の国々で親しまれている名曲や芸術
学ぶシリーズの第 4 弾。知的好 歌曲を原語や訳詩にて歌います。健康
奇心をくすぐる午後のひとときをお のためにも歌いましょう！
楽しみください。

【日時】 10/15～ 2/25
【日時】 10/27～ 12/15 14:00～ 15:30 （木曜全 4回） 18:00～ 19:30 （土曜全 12回）
【受講料】 3,000円 【受講料･教材費】 14,000円・ 500円
【講師】東京木材問屋協同組合 常務理事 【講師】二期会会員 山本ひで子

豊田信一 ほか

■■ 継続補充募集講座 ■■
■ 明治・大正のベストセラーを読む ■ 通年講座で、後期補充募集をする講座です。

明治･大正時代の作家とその代表 ■美 BODY をめざすシェイプアップエクサ■
作品をピックアップして読み解きます。作 【日時】 10/20～ 3/2 20:00～ 21:00 （木曜全 10回）
品の背景や歴史との関わりなど、文学 【講師】アウルスポーツジム所属トレーナー 大久保こず枝
史の中に残された足跡をたどりながら探 【受講料】 8,000円
っていきます。

■江戸文字教室～勘亭流～■
『読売新聞』（明治 29年 12月 20日・『金色夜叉』の予告） 【日時】 10/26～ 3/22 19:00～ 20:30 （水曜全 10回）

【講師】勘亭流家元二代目荒井三禮直門 荒井三鯉
【日時】 10/26～ 12/14 14:00～ 15:30 （水曜全 6回） 【受講料・教材費】 17,000円・ 6,500円
【受講料･教材費】 6,000円・ 200円
【講師】東海大学文学部教授 堀啓子 ■ポピュラーヴォーカル教室■

【日時】 10/26～ 3/8 19:00～ 20:30 （水曜全 17回）
【講師】ヴォイストレーナー 伊藤美子
【受講料・教材費】 18,500円・ 300円
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豊洲シビックセンターホール 公演情報
お申し込み・お問い合わせは、豊洲文化センターまでお気軽にどうぞ！

西島数博プロデュース

仲道郁代 ピアノ・リサイタル TOYOSU DANCE LIVE 2016
日本を代表するピアニスト仲道 バレエ界を代表する西島数博

郁代が、都内公共施設で唯一のフ （プリンシパルダンサー）によるプロデュ
ァツィオリのピアノを奏でます。 ース公演。

全席指定 3,500円 出演：西島数博、山内達哉、大河内淳矢、安村圭

太、菊地結子、木原浩太、坂口忍＆ソギボム、丞威

（JOEY ）、藤井創太＆吉川あみ、水島渓

仲道郁代©KiyotakaSaito 全席指定 4,000円

豊洲シビックセンター オープン1周年記念 とよすジャズ倶楽部 豊洲シビックセンター オープン 1周年記念
本多俊之スペシャル・カルテットwith渡辺香津美 コハーン・イシュトヴァーン＆金子三勇士

デュオリサイタル
出演：本多俊之（サックス）、島健

（ピアノ）、川村竜（ベース）、奥平 出演：コハーン・イシュトヴァーン（ク

真吾（ドラムス） ラリネット）、金子三勇士（ピアノ）

ゲスト：渡辺香津美（ギター）

全席指定 5,000円
全席指定 4,000円

©YosukeKomatsu(ODDJOB)

Fazioli ピアノフォルティ Presents 東京シティ･バレエ団
ヴァディム・ホロデンコ ピアノリサイタル シティ･バレエ･サロン vol.5

目を眩む超絶技巧、 5 人の才能が創り出
息をのむ美しさ す「感情」の新境地

全席指定 3,500円
全席指定 5,000円

第 7回イーストエンド国際ギターフェスティバル

全席指定
9/21 4,000円
2/10 4,000円
2/11 6,000円

※いずれも当日 500円増

デュオ・メリス リカルド・ガジェン ヤマンドゥ・コスタ
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菅原洋一コンサート
■お電話 豊洲文化センター 03-3536-5061

「今日でお別れ」「知りたくないの」
「誰もいない」等心に残る名曲、ヒット ■インターネット
曲の数々･･･！抜群の歌唱力で魅了 (PC) http://www.kcf.or.jp/ticket_goannai.html
するステージです。 (携帯) http://www.kcf.or.jp/keitai
※本公演は 6/10 の振替公演です。

■取扱時間
全席指定 一般 5,000円 お電話・窓口 9:00～ 21:00

（第 2 ・第 4月曜日休館）
インターネット 24時間受付

第23回
豊洲フェスタ開催！

昨年、豊洲シビックセン

ターに移転して更なる盛り

上がりを見せる豊洲フェスタ

も今年で 23 回目を迎えま
す。地域の方を中心に、近

隣の企業・団体の協力によ

る体験教室やスタンプラリー、模擬店、無料のコンサ

ートなどを開催します。当日参加可能な催しばかり

です。お子様連れでも大人だけでも楽しめますので、

皆さまのご来場をお待ちしています！

＝ 10/22 は江東区音楽家協会主催の公演＝
豊洲フェスタの一環と

して、豊洲シビックセンタ

ーホールにて江東区音

楽家協会によるクラシッ

クコンサートを行います。

午前はお子様向けの

楽しいコンサート、午後

は大人向けの美しいコンサートとなっております。ご家

族でお楽しみください。

■ 10月 22日(土)
豊洲文化センター シビックセンターホール

11:00開演（親子で楽しむコンサート）／
14:00開演（気軽にクラシック）

※全席自由 入場無料（当日直接お越しください。）

豊洲シビックセンター
ギャラリー

恒例催し物案内

■手作り市（ 11:00～ 16:00 ）
10月 8日(土)

11月12日(土)

12月10日(土)

1月14日(土)

2月11日(土)

3月11日(土)

※原則毎月第二土曜日開催

■包丁研ぎ（ 10:00～ 15:00 ）
11月13日(日)

1月 8日(日)

3月 5日(日)

※原則奇数月

第二日曜日開催

■おもちゃ病院（ 10:00～ 12:00 ）
10月 8日(土)

12月10日(土)

2月11日(土)

※原則偶数月

第二土曜日開催
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豊洲地域の公共機関の連絡先 INFORMATION

豊洲図書館 (03)3536-5931
豊洲特別出張所 (03)5534-9299
豊洲児童館 (03)3531-2079
豊洲郵便局 (03)3531-9951
東京メトロ豊洲駅 (03)3534-1796
ゆりかもめ豊洲駅 (03)3533-5911 豊洲文化センター URL

2016/9/15発行（季刊 15日発行）
発行：
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
豊洲文化センター

〒 135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター 8階
電話(03)3536-5061 FAX(03)5560-0505

豊洲図書館だより

お薦めの１冊

『ママのスマホになりたい』 のぶみ／さく WAVE出版

図書館で勤務しておりますと「お薦めの本は何ですか？」という質問をいただく

ことがよくあります。

私は決まって「図書館の本は全部お薦めです！」と答えております。

何故なら、図書館で所蔵している本は、皆様からお預かりした税金で購入するものですから、私達は

責任と自信を持って選定・購入しているからです。

（そして図書館にある資料は全て江東区民の財産です！どうか大切にしてくださいね！！）

という理由で、このコーナーで『お薦めの１冊』を選んで紹介するのは、毎回悩ましいのですが、今回は、

ぜひ皆様に紹介させていただきたい本があるのです。

タイトルをご覧ください。『ママのスマホになりたい』

これは、この程出版された絵本です。作者は、『ママがおばけになっちゃっ

た！』（講談社）が４０万部を超える大ベストセラーとなり社会現象にもなっ

た絵本作家・のぶみです。

のぶみは、世界中が感動した、シンガポールの小学生の作文『スマホにな

りたい』を元にこの絵本を作成しました。

ストーリーはタイトルから推して知るべしの何とも胸が痛くなるものですが、ざっと紹介いたしましょう。

主人公のかんたろうは、おうちで上手にできた積木をママに見てもらいたくてママに話しかけますが、ママ

はスマホに夢中で生返事。ママの行動サイクルは、家事→赤ちゃんの世話→テレビ→スマホなので、かん

たろうに向き合ってくれないのです。

ある日幼稚園で先生が大人になったら何になりたいかと尋ねます。お友達はそ

れぞれ将来の夢を次々に発表しますが、かんたろうは「ママのスマホになりたい」とい

うのです。理由は、ママはスマホばかり見ているから。そして、本当はスマホになりた

い訳ではなく、ぼくのまんまでぼくのことを見てほしい、と泣きながら言うのです。

ドキッとしたそこのママさん・パパさん！

スマホを見る時間のうちのほんの何分かを、お子さんに絵本を読んであげる時

間にしませんか？

今度のお休みの日には、ぜひ親子でお気に入りの一冊を探しに図書館へおいでください。

図書館では、たくさんの絵本を揃えて皆様のお越しをお待ちしております！


