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9/28（金）
～10/4（木）

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

期間限定

イベントファスナーウィーク
生活に身近な「ファスナー」を通じて日本のものづくりの品質や技術の高さを体験できます。

ファスナーの種類や構造を学んで部品を組み立てよう。
その部品を使って、ファスナーポーチを作ります。

ファスナー職人

ファスナーを使った遊具「つながるーぷ」を使って
楽しもう。3歳未満の乳幼児専用のパークも併設。

ファスナーパーク

ファスナークイズラリー ファスナーオブジェ など

森下文化センター／田河水泡・のらくろ館深川江戸資料館

いま注目されている「横綱」とい
う存在。初代の明石志賀之助か
ら72代稀勢の里まで、歴代の
横綱や江東区ゆかりの横綱を
紹介します。また、大鵬が興し
た「大嶽部屋」と、区内の相撲部
屋についても取り上げます。
時   9/20（木）～10/4（木） 9：30～17：00（入館は16：30まで）
場   レクホール　￥   観覧料に含む
◆関連講演会「横綱のはなし〜その歴史と私の見てきた横綱〜」
講師に、前相撲教習所（相撲史）講師の竹内誠氏をお迎えします。元
力士の大至さんの相撲甚句披露もあります。
時9/28（金）18：30～　場   小劇場
￥   800円（全席自由）
師   竹内誠（前 江戸東京博物館館長）
申   電話・窓口で（先着順）

江戸時代、武家・庶民を問わずさかんに
行われた、秋の美しい月をめでる行事

「月見」。旧暦8月15日を「十五夜」、9月
13日を「十三夜」と呼んで、江戸では2
度の月見が一般的でした。当資料館の
常設展示室で江戸の月見飾りを再現展
示。江戸時代にタイムスリップして当
時の月見をお楽しみください。
時   【十五夜】9/14（金）～9/24（月・祝） 
【十三夜】9/25（火）～10/21（日） 
9：30～17：00（入館は16：30まで）

場   常設展示室　￥   観覧料に含む

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

横綱大鵬顕彰コーナー4周年記念展示
「横綱 72人の選ばれし者たち」

江戸庶民の年中行事再現
「月見飾り〜十五夜・十三夜〜」

漫画連載10周年記念
「剣客商売」複製原画展

展 示で楽しむ江戸カルチャー

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）

９
月

10
月

11
月

江戸庶民の年中行事再現
「月見飾り ～十五夜・十三夜～」
十五夜 9/14（金）～24（月・祝）
十三夜 9/25（火）～10/21（日）

横綱大鵬顕彰コーナー4周年記念展示
「横綱 72人の選ばれし者たち」
9/20（木）～10/4（木）

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』
～俳人たちの
不思議な物語～」
（開催中）11/11（日）まで

夏の釣具展示
 「～鮎・海釣り～」
（開催中）9/17（月・祝）まで

江東まちのマイスター展
「耐熱ガラスの美」坂硝
（開催中）10/21（日）まで

秋の釣具展示「ハゼ釣り竿」
9/19（水）～10/21（日）

池波正太郎の傑作小説を漫画家・大島やすい
ちが作画した漫画『剣客商売』。連載10周年を
記念した複製原画展を開催します。
秋山小兵衛、秋山大治郎、三冬……躍動感あふ
れる筆づかいで描かれるキャラクターや江戸
の町並みなど、時代劇漫画の魅力に触れる絶
好の機会です。
時   9/15（土）～30（日）9：00～21：00
場   展示ロビー　￥   無料
◆開催記念 大島やすいち氏サイン会
時   9/30（日）14：00～
場   展示ロビー　対   100名（要整理券）
申    9/15（土）9：00～会場にて書籍を購入いただ
いた方に整理券を配布します（おひとり1枚ま
で・取り置き可）。サインは、会場でご購入いた
だいた「剣客商売」のみ。それ以外は不可。

主催   リイド社

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

芭蕉記念館

秋の講座 受講生募集  9/9（日）〜受付開始! 特集面をご覧ください。

「十五夜」と「十三夜」で飾りが変わります Ⓒ 大島やすいち・池波正太郎／リイド社

こどもも大人も楽しめる
古石場文化センターまつり

高畑勲が演出し、場面設定・画面構成を宮崎駿が手がけた
『アルプスの少女ハイジ −長編アニメーション映画−』と、
ドラキュラの女の子と人間の男の子の恋の行方を描いた
アニメ『モンスター・ホテル』を上映します。
ハロウィーンをテーマにした手作り教室、利用団体の体
験教室など、こどもも大人も楽しめるイベントがもりだく
さん!
時   10/14（日）10：00～　場   古石場文化センター
内  ・申   詳細は2面

問   古石場文化センター 
☎03-5620-0224　FAX.03-5620-0258　〒135-0045 古石場2-13-2

古石場文化センター

ちりめんモンスターを探せ!
〜海の生き物のつながりについて学ぼう〜

ちりめんモンスター（ちりモン）は、シラス（ちりめんじゃ
こ）に混じっている海の生き物のことです。ちりモン探しを
通して、海の生き物の「食う」「食われる」の関係、私たちの生
活との関わりを学びます。（東京海洋大学魚類学研究室と船の科学館連携事業）
時   10/14（日） ①10：30～12：00 ②14：00～15：30
場   会議室　対   小学生各回15名 ※小学3年生以下は保護者同伴
￥   50円（資料代）　師   東京海洋大学魚類学研究室　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 
〒136-0072大島9-1-15

中川船番所資料館

ちりモン探しの様子

英語俳句にトライ!
芭蕉庵国際英語俳句大会
Basho-an International English Haiku Competition

俳聖として世界に知られる松尾芭蕉。37歳から51歳の間、深川（現・江東区常盤）
の草庵・芭蕉庵を拠点に活動し、有名な「古池や蛙飛び込む水の音」の句も、ここで
誕生しました。芭蕉ゆかりの深川の地で、初となる国際英語俳句大会を開催しま
す。世界中で英語俳句を楽しんでいる方やこれから始めたいと思っている方もぜ
ひご参加ください。
募集期間   9/9（日）～11/23（金・祝）※日本時間　￥無料
申   詳細は2面またはホームページをご覧ください。
Renowned haiku poet, Matsuo Basho, lived in Fukagawa, Koto City between the ages 
of 37 and 51. His famous poem, “Old pond / Frogs jumped in / Sound of water” was 
composed in a hut known as Basho-an, which was located in Fukagawa.
This  fall, we will be hosting  the Basho-an  International English Haiku Competition, 
and we would  like  to welcome English haiku poets of all  levels,  including beginners 
who would like to learn more, to join in! No entry fee is required.
For details, please visit our website. https://www.kcf.or.jp/basho

問   芭蕉記念館 
☎03-3631-1448　FAX.03-3634-0986　〒135-0006 常盤1-6-3

秋季文学講習会 受講生募集
「 Haikuにチャレンジ 

〜英語俳句の鑑賞と実作〜」
世界で一番短い詩「Haiku」。 
英語俳句を一緒に楽しみましょう。
時   【講義】10/19（金）、11/2（金）18：30～20：10 
【公開講座】11/18（日）10：30～12：00
場   会議室　対   38名　￥   2,000円（教材費含む）
師   角谷昌子（俳人、「未来図」同人、俳人協会幹事、国際俳句交流協会評議員） 
公開講座講師： ドゥーグル・J.リンズィー（俳人、現代俳句協会会員、海洋生物学者）

申   電話・FAX・窓口・インターネットで。FAXの場合は、①講座名 ②氏名・フリガナ 
③〒・住所 ④電話・FAX番号 ⑤生まれ年（西暦）・性別を明記。

締   9/24（月・祝）必着  ※応募者多数の場合は抽選。結果は郵送で通知。 
※公開講座のみの参加は10/10（水）～電話・窓口で受付

時雨忌（松尾芭蕉の命日）にちなんで
第37回 時雨忌全国俳句大会 関連イベントを開催

◆講演会「おくのほそ道の読み方―いま『芭蕉』とは」
時   10/7（日）14：00～15：30　場   会議室　対   80名
￥   500円（観覧料含む）
師   宮坂静生 
（俳人、「岳」主宰、信州大学名誉教授、時雨忌全国俳句大会選者）
申   電話・窓口で（先着順）
◆「芭蕉ゆかり」のまちあるきツアー
コース   「清澄白河」駅（集合）→芭蕉稲荷神社ほか→芭蕉記念館（見学）
時   10/8（月・祝）10：00～12：00　対  20名　￥   200円（観覧料）
師   江東区文化観光ガイド　申   電話・窓口で（先着順）

講師：宮坂静生

講師：竹内誠

「大相撲歴代横綱一覧」木下大門 画

「芭蕉翁図」（『古哲俳家三十六俳仙』） Basho-Ouzu（owned by Basho Museum）
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）英訳「古池や」句 Basho's "Furuikeya" translated by Lafcadio Hearn/Yakumo Koizumi）

東武亀戸線さんぽ 伊能忠敬没後200年 そば打ち道場

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9月9日

「Old pond / Frogs jumped in / Sound of water （古池や蛙飛び込む水の音）」
芭蕉記念館で、初の英語俳句大会を開催!　関連講習会もありますのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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短期間で上達♪
清水満里子音楽歌謡スクール　門前仲町駅前教室

☎090-4376-2231

 個人・グループ
出張レッスンも
たまわります。

いままで出なかった声域が楽に出せるようになります。
歌う楽しさを実感しましょう。個人レッスンなので、イチから
でも安心スタート！上級者の方も初心者の方も発声から
感情表現まで学べます。 ※月謝3,000円～

た の し い カ ラ オ ケ 教 室
秋の体験レッスン1,000円 　   付き♫

講座「澤登翠の弁士にチャレンジ!」
成果発表会
無声映画に説明や台詞を付ける活動弁士。その第
一人者・澤登翠（さわとみどり）さんから学んだ受
講生が、実際に映画に説明をつけて発表します。
上映する映画は人情劇、アニメ、時代劇などさまざ

森下ものづくりカフェ参加者募集
モフモフネックウォーマー
これからの季節に向けて、ジャン
ボかぎ針を使って、ザクザク、楽し
くネックウォーマーを編みましょ
う。色はグレー系と赤系の2色か
らお選びいただけます。（使用かぎ
針：ジャンボ10mm。当日販売有）
時 ���10/28（日）10：00～15：00
場 ��エントランス
対 ��20名（細編みのできる方）
￥ ��3,500円
師 ��紺野美希（rincoKnitかぎ針編み教室主宰）
申 ��電話・窓口で（先着順）

伝統話芸「講談」を身につける！
（平成30年度文化庁伝統文化放課後教室事業）

伝統芸能「講談」をプロの指導により身に付ける体
験教室です。1回の参加でもOK。プレゼンテーショ
ン能力の習得に最適です。
時 ���10/4、11/1、12/6、12/27�すべて（木）全4回�
①15：00～16：00�
②16：10～17：10

場 ��創作室
対 ��小学生各回20名
￥ ��無料
師 ��神田陽子、神田紫、神田京子、神田桜子�
（一般社団法人日本講談普及協会）
申 ��電話・窓口で（先着順）

秋の釣具展示「ハゼ釣り竿」
時 ���9/19（水）～10/21（日）9：30～17：00
場 ��1階釣具展示コーナー
￥ ��無料（1階釣具展示のみ）

中川船番所周辺散策ツアー
「耐熱ガラスの美～坂硝～」展と
作業場見学
当館2階で展示中の「江東まちのマイスター展～坂
硝～」の鑑賞と製作現場を見学します。こどもから
大人まで楽しめる社会科見学です。
時 ���10/8（月・祝）13：30～15：00
場 ��中川船番所資料館2階、作業場（大島）
対 ��小学生以上10名�
※小学3年生以下は保護者同伴

￥ ��大人200円、小・中学生100円（観覧料含む）
師 ��江東区文化観光ガイド� 申 ��電話・窓口で（先着順）

水辺のスケッチ
秋の休日に旧中川の河原をのんびり
ゆったり散歩しながらスケッチしま
せんか？画材の水彩色鉛筆はこちら
で用意します。※雨天は館内で実施
時 ���10/28（日）9：00～12：00
場 ��中川船番所資料館集合
対 ��小学生以上15名�
※小学3年生以下は保護者同伴

￥ ��大人600円、小・中学生450円（観覧料含む）
師 ��菅野たみお　申 ��電話・窓口で（先着順）

真夏のレクイエムこうとう2019
出演者（合唱団員）募集
平成31年8/18（日）に開催の「真夏のレクイエムこ
うとう」に出演する合唱団員を募集します。来年は
ヴェルディのレクイエムを演奏します。指揮は東
京シティ・フィル桂冠名誉指揮者で、新国立劇場オ
ペラ芸術監督（平成30年8月まで）の飯守泰次郎氏
です。プロのオーケストラとの音楽づくりに、ぜひ
ご参加ください。経験者歓迎。

伝統芸能・工芸公開
場 ��常設展示室火の見櫓前�ほか　￥ ��観覧料に含む

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、
人びとの暮らしの身近にあった江戸時代の年中行
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（常設展示室観覧券が必要です）
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）

第21回 深川かかしコンクール
深川江戸資料館がある「深川資料館通り商店街」
で、毎年恒例となった「深川かかしコンクール」を
開催しています。今年のテーマは「オリンピック」
と「リアル」。自由部門もあります。ユニークで手の
込んだかかし達をぜひ見に来てください。
時 ���9/24（月・祝）まで　場 ��深川資料館通り
主催 ��深川資料館通り商店街協同組合
問 ��商店街事務所（深川かかしコンクール担当）�
☎03-3641-3452�分部

着物DE江戸の町 着付け体験
レンタル着物を着て常設展示室を見学してみませ
んか。着付けにはお一人20分程かかります。
時 ���10/6（土）11：00～15：30

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

第31回（通算55回） 木彫工藝展
木彫の歴史は古く、江戸時代以降、木場と寺町をひ
かえた深川では、特に盛んになりました。今回の展
示では、長い歴史の中で培われた伝統を今に受け
継ぐ匠の技が、一堂に会します。数多くの賞に輝く
卓越した技の数々をご覧ください。
時 ���10/10（水）～14（日）�
9：30～17：00（入館は16：30まで）�
※最終日は16：30まで

場 ��レクホール　￥ ��観覧料に含む
◆ワークショップ開催
ネームプレート・ブローチ・根付
￥ ��500～2,000円　申 ��直接会場へ

時 ���10/2（火）～平成31年8/13（火）、8/15（木）～
17（土）（オケ合わせ3日間）18：30～21：00、開
催当日ゲネプロおよび本番

場 ��大会議室ほか
対 ��全パート（ソプラノ、アルト、テノール、バス）
160名。オケ合わせ、ゲネプロに参加し、練習回
数の3分の2以上出席できる方。

￥ ��【1期】平成30年10月～12月：10回13,000円�
※1期入団特典（公演チケット5枚）�
【2期】平成31年1月～3月：10回13,000円� �
【3期】平成31年4月～8月：22回月額6,000円
師 ��四野見和敏（合唱指揮）、荒井香織（ヴォイスト
レーナー）�ほか

申 ��電話・窓口で（先着順）
締 ��9/30（日）

ティアラこうとう
ホールボランティア募集（後期）
ティアラこうとうのイベントにたずさわってみま
せんか。ホールイベントにおけるチラシ配布・アン
ケート回収等の受付等をお手伝いいただける方を
募集します。なお、お手伝いいただいた日について
は、公演をご鑑賞いただけます。
対 ��下表の内3回以上参加できる18歳以上の方6名
￥ ��無料（ボランティア保険に加入します。）
申 ��電話・窓口で（先着順）　締 ��9/30（日）

「手作り体験教室」参加者募集
豊洲シビックセンター
ギャラリーにて行われて
いる豊洲手作り市では、同
時に手作り体験教室を開
催いたします。ぜひご参加
ください。
時 ���9/23（日・祝）�
10：00～15：00

場 ��1階ギャラリー
対 ��どなたでも�
※�小学2年生以下は�
保護者同伴

申 ��当日直接会場へ（先着順）
◆バックチャームにもなる秋色コサージュ作り
リボンと造花や木の実を使いかわいい秋色コサー
ジュを作ります。デザインはお好みで！
￥ ��700円
◆ハーバリウム体験
ボトルに花を入れて世界に1つの作品を作りませ
んか？ハロウィンカラーの花材もそろえています。
￥ ��1,000円

江東区英語会話力認定者協会研修会
受講生募集!
英語学習支援をされている方を対象に、「みんなで
考えよう！英語活動の幅を広げるために」という
テーマで研修会を行います。
皆様の英語学習支援活動にお役立てください。
時 ���9/30（日）13：00～14：40
場 ��5階第7・8会議室
対 ��英語初心者へ学習支援をしている方20名
￥ ��無料
師 ��幡井理恵（昭和女子大学英語コミュニケーショ
ン学科非常勤講師、同大学附属昭和小学校英語
科主任）

申 ��電話・窓口で（先着順）
締 ��9/24（月・祝）

第12回 江東バンドFESTIVAL
粋でイナせないいバンド!
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

ま。同じ映画でも、人
によって説明や台詞
の付け方、雰囲気も変
わります。その違いも
お楽しみください。
時 ���10/21（日）�
13：30開演

場 ��大研修室　￥ ��無料
申 ��当日直接会場へ
上映映画 ��「はたちの頃」「昔話�舌切雀」「月形半平太」

豊洲手作り市&体験教室運営者募集
豊洲シビックセンター1階ギャラリーで奇数月の
第4日曜日に開催している豊洲手作り市と体験教
室の運営者を募集します。
時 ���11/25（日）、平成31年1/27（日）、3/24（日）�
10：00～15：00

場 ��1階ギャラリー　￥ ��500円
申 ��区内各文化センターに設置の指定応募用紙に
記入の上、豊洲文化センター窓口またはFAXで。

締 ��9/25（火）必着
※�申込み多数の場合は区内在住の方を優先の上、
抽選。

武蔵野大学連携
「オリジナル万華鏡を作ろう」受講生募集!
武蔵野大学サイエンスクラブによる、こども向け
教室です。光の反射や屈折などの性質を学びなが
ら、偏光板を利用した「万華鏡作り」に挑戦します。
時 ���11/11（日）�13：00～15：00　場 ��1階ギャラリー
対 ��小学生20名�
※�低学年は保護
者同伴

￥ ��300円
申 ��電話・窓口で�
（先着順）

ンド大募集中です！
時 ���①11/3（土・祝）13：00～�②11/4（日）13：00～
場 ��①総合区民センター�②江東区文化センター
対 ��予選、本選のリハーサルを含む全日程に参加で
きる、楽器を演奏する団体。詳細は申込用紙の
要項、またはホームページをご覧ください。

￥ ��1団体につき500円
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）に江東区文化セン
ターで開催します。

「秋のこうとう文化芸術祭」開催
芸術の秋にさまざまな作品・大会、そして舞台発表
会を開催します。区民の皆さんが制作された逸品
の数々や、日頃重ねてきたお稽古の成果を、ぜひご
覧ください。
場 ��江東区文化センター
内 ��右表のとおり
※詳細はお問合せください

第1土曜日はおもちゃ病院開院
時 ���10/6（土）13：30～15：30　場 ��2階談話ロビー
￥ ��原則無料。ただし、部品により実費負担
申 ��直接会場へおもちゃを持参

白と黒の熱き戦い
江東囲碁大会 参加者募集
東大島文化センターに会場を戻して開催します。
詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。
時 ���【団体戦】10/6（土）12：30～�
【個人戦】10/7（日）9：30～
場 ��レクホール
審判長 ��加藤充志（日本棋院棋士九段）
申 ��電話・窓口で（先着順）

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
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、総合区民センターに設置
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

芭蕉庵国際英語俳句大会作品募集
（1面のつづき）

Basho-an International English Haiku Competition

対象者 年齢、国籍に関係なく誰でも応募できます。
募集期間 日本時間：9/9（日）〜11/23（金・祝） 投句料 無料

投句方法

①大会ウェブサイトから、応募フォームで提出。
② 1回につき、1句。ただし、受付期間中は何度でも応募可。●1作品（俳句）につき、英語で3行スタイ

ルで作ってください。●季語が無くてもかまいません。●可能なら、俳句に日本語訳をつけてく
ださい。必須ではありません。

③応募者の名前、ペンネーム、現住所、性別、年齢、メールアドレスを入力してください。
④応募する俳句は、応募者本人の未発表のものに限ります。
⑤応募する俳句は、公序良俗に反しない内容とします。
⑥応募した俳句の変更、返却はできません。

選者 有馬朗人、長谷川櫂、藤田直子（五十音順・敬称略）
賞 各選者ごとの「芭蕉庵賞」（3作品）、賞品進呈（江戸更紗）。各選者ごとの入選（10作品（予定））。

結果
受賞者には、12月下旬にメールで連絡。
受賞作品は●大会ウェブサイト（平成31年1月）●本紙「カルチャーナビKOTO」（平成31年2月号） 
●平成31年の「第38回時雨忌全国俳句大会入選句集」に掲載します。

個人情報 応募で提供された個人情報は、本大会以外に使用しません。入賞者は作品と、ペンネーム（または
氏名）、居住地のみを公表します。

著作権の
取り扱い

応募作品のすべての著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。）及び、これから派
生するすべての権利は主催者に帰属するものとします。応募者は、著作者人格権（公表権、氏名表
示権、同一性保持権）を行使しないものとします。

問合せ 江東区芭蕉記念館（〒135-0006 江東区常盤1-6-3） ☎03-3631-1448  Eメール basho-an2018@kcf.or.jp

古石場文化センターまつりイベント一覧 10/14（日）開催（1面のつづき）
★は要事前申込み。（9/9（日）10：00〜 電話・窓口で、先着順）。当日の持ち物などはお申込み時にご案内します。
☆は要チケット（事前申込・引取）。9/15（土）14：00〜受付開始

イベント名 時間 対象・定員 費用
映画上映会 ※0歳から入場可 ☆
①「アルプスの少女ハイジ」 ②「モンスター・ホテル」

①10：30 ②13：30
各回15分前に開場

各240名 無料

手
作
り
教
室

紐deつなぐサンキャッチャー ★
①10：00〜11：00
②11：00〜12：00

小学生以上
各15名

1,200円

ミニチュアチュチュストラップ ★ 10：30〜11：30
小学生以上

10名
1,000円

かわいいハロウィンキャンドル ★
①14：00〜14：40
②15：00〜15：40

4歳以上
各15名

500円

ハーバリウム ★ ①13：00 ②14：00 ③15：00
小学生以上

各10名
1,300円

【当日参加が可能なイベントなど】 ※詳細はチラシ・ホームページをご覧ください
　 ●薬に頼らず健康に（耳つぼ等） ●占いの館 ●フェイスペイント ●スポンジゆび人形 ●落ち葉でアート ●気軽なお茶会 ●えいごdeてあそび  

●図書館読み聞かせ ●鉢植え即売会 ●KOTO街かどアーティストパフォーマンス ●似顔絵 ●こどもの広場 ●模擬店

〒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 

「昔話 舌切雀」（提供：株式会社マツダ映画社）

〒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

〒136-0072 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 

〒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 

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

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館、翌日休館

芭蕉
記念館

第2土曜日はジュニア俳句教室
時 ���10/13（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）

〒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 

こうとう文化芸術祭（展示部門）開催一覧
※展示、ホール両部門ともに会場は全て江東区文化センター

催事名 会期 会場 主催団体

美術展
9/23（日・祝）〜29（土）

10：00〜17：00
（始13：00）（終15：00）

2階
展示室・展示ロビー

江東区
美術協会

手工芸展 9/30（日）〜10/7（日）
10：00〜17：00（終15：00）

2階
展示ロビー

江東
手工芸協会

俳句大会 10/14（日）
10：30〜16：30

5階
第6・7・8会議室

江東区
俳句連盟

書道連盟展(一般）
教育部展（こども）

10/16（火）〜21（日）
10：00〜17：00（終16：00）

2階展示室・
展示ロビー・
談話ロビー

江東区
書道連盟

菊花展 10/21（日）〜11/3（土・祝）
10：00〜17：00

江東区文化センター前
コミュニティ道路

江東
菊花会

華展 10/27（土）・28（日）
10：00〜16：00

2階
展示ロビー

江東区
茶華道会

茶会★ 10/28（日）
10：00〜15：00

4階
和室・会議室

江東区
茶華道会

★お茶席券を9/9（日）より江東区文化センター窓口で販売。2席1,500円

こうとう文化芸術祭（ホール部門）一覧
※全て入場無料。当日直接会場までお越しください。

催事名 会期 会場 主催団体

江東区
吟剣詩舞道大会 10/7（日） 10：00開演 2階 ホール 江東区

吟剣詩舞道連盟

第56回
江東区民合唱祭 10/28（日） 10：00開演 2階 ホール 江東区

合唱連盟

ダンス
フェスティバル'18 11/3（土・祝） 15：00開演 2階 ホール 江東区

洋舞連盟

隅田川謡曲大会 11/10（土） 9：30開演 3階 レクホール 江東区
謡曲連盟

〒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（グレー系）

昨年の様子

〒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

講師作品

〒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

〒135-0021 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

日時 内容 出演

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）
9/23（日・祝）

①13：30〜 ②14：30〜
力士の囃子唄

相撲甚句 江東相撲甚句会

9/29（土）
①11：30〜 ②14：00〜

江戸の物売りと
大道芸

日本大道芸・
大道芸の会

10/13（土）
14：00〜15：00

江戸庶民の
語り物 新内流し 新内多賀太夫 ほか

10/14（日）
14：00〜15：00

情緒を満喫
長屋の江戸小歌 江戸小歌市太郎一門

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

江東相撲甚句会 さまざまな物売りが登場！

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9～11回目の募集です。

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 ��9/15（土）
　※�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。

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 10/4・11・18・25（木）全4日間 10/4・11・18・25（木）全4日間 10/5・12・19・26（金）全4日間

時間 14：00〜15：30 19：00〜20：30 14：00〜15：30

会場 亀戸文化センター
（亀戸2-19-1 ☎03-5626-2121）

森下文化センター
（森下3-12-17 ☎03-5600-8666）

砂町文化センター
（北砂5-1-7 ☎03-3640-1751）

コサージュ作り

ハーバリウム体験

日時 イベント名

1 10/10（水）  8：30〜13：00 ティアラこうとうアウトリーチコンサート 区内小学校プログラム

2 10/11（木）  8：30〜13：00 ティアラこうとうアウトリーチコンサート 区内小学校プログラム

3 10/18（木） 10：30〜12：30 東京シティ・フィル 公開リハーサル

4 12/23（日） 11：00〜15：00 第33回くるみ割り人形 障がい者対象公開リハーサル

5  1/10（木） 10：30〜12：30 東京シティ・フィル 公開リハーサル

6  2/22（金） 11：00〜13：30 ティアラ ワンコインコンサート2019 東京シティ・フィルPresents

7  3/15（金） 10：30〜13：30 東京シティ・フィル プレミアム公開リハーサル
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　芸術

■ 門俳句木の会・主宰鈴木節子
時□第4 ㈭13:00〜16:50 場□（芭） ￥□1,500円
（百丈の水の落つるを紅葉山　節子）
初心者歓迎 ☎3642 -3459 石盛青柿
■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
■ 安西絵画教室（自主グループ）
時□毎週㈮18:30〜20:30 場□（総） 月□5,000
円 対□水彩・油彩・パステル他画材自由
個性を伸ばす指導します。経験者歓
迎。見学自由。講師：安西大（芸大大
学院修了） ☎3647-4811（布川）
■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、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 田塚秋湖まで
■玉嬋墨彩塾  時 場□□9/14・10/12㈮（文）
9/19・10/17㈬（豊）13:30〜15:30 月□2,000
円 女性限定。色紙サイズの墨彩画
体験見学お気軽に ☎3615-7668 𠮷村

　学習

■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

■子供の英会話 ※3才から高校生まで
やさしいネイティブ講師が英会話と
writing, 英検をそれぞれのレベルに
あわせて 月□6,500円〜 場□大島（森） （豊）「グ
ローリーアカデミー」でgoogle検索
☎3684-2945
■英語手遊び会小学生クラス  小学
生が普段の生活で使う会話やフォニ
ックスを使った音読を英語で指導。
場□木場6 月□5 ,000円 対□小学1〜3年生
e  inokmama0623@gmai l .com
☎3640-1711（12:00〜14:00） 柳
■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
■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
■英語資格対策 英検・TOEIC等資格取
得に特化した勉強をしたい方ならど
なたでもOKです。時□平日昼㈭夜可 場□
森下￥□3 ,000円対□小学生以上 実績と
経験豊富な講師です。  e  query@
mixbuzz.com ☎090-4209-1558
■黄文藍中国語教室 入門〜上級 時□㈪
〜㈯ 場□東陽町駅1分￥□3ヵ月16,000円。
少人数制。個人有。小中学生。中検試験
会場 HP 「黄文藍」検索 ☎070-6514-5133
■中国語会話サークル  時□㈫月4回
①13:30〜14:40　②14:50〜15:40
場□ （文）運営室 ￥□4 ,000円  対□①初心者
〜初級者 ②中級者 興味のある方は
一緒に楽しみませんか。
☎090-8875-5723 豊島
■11月韓国語入門大募集 時□㈮12:30〜、
14:30〜 場□（亀） 月□3回9,000円100分会話
中心☎042-577-4321（パク へジョン）
■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）

　音楽

■端唄と三味線教室 時□㈬13：00〜20：00
場□森下二丁目町会会館初心者〜個人
指導 月4回 ☎080 -6640 -6220 三和
■端唄根岸悦子三味線教室  時□月3回
㈮11時〜17時 場□（文）4F 和室 初心者〜
上級親切指導 ☎090-5315-1254 根岸
■楽しく歌う民謡!唄と三味線教室 初
心者歓迎見学OK 場□住吉・砂町 月□4,500
円〜 ☎090-6034-4490メール可 和音会
■やさしいピアノ教室 生徒大募集。
場□千石2 ☎3649-2838 松本
■ピアノ教室 レベルに合わせて丁寧に指
導します ※見学自由 場□東陽4 ☎3644-
6833・090-1613-5197マスミ音楽教室
■スウィング歌唱教室 声が出ない方
初心者の方や御年輩も発声他基礎か
ら丁寧に御指導。演歌〜POPS。年齢
経験不問。団体個人夜間部有 場□ （森） （テ）
☎6318-0360 電話受付は平日9〜18時
■歌おう会 童謡唱歌など皆さん楽しく
歌ってます。時□第1・3㈬14〜17時
場□大島駅5分 ￥□4回分1,200円飲み物
付 入□1,000円 次回19日㈬は愛の讃歌
などシャンソン特集、詳細は郵送
☎090-1794-9601 スタジオアキ
■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 ☎3636-6772一度電話下さい
■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

■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
■英語で歌うジャズ&ポップス  時□第
1・3㈬13:00〜15:00 場□（文）1F第1音楽
スタジオ 入□0円 月□6 ,000円 対□男女年
齢不問、初心者の方でもお気軽に
ご参加下さい。楽しい仲間と一緒
に歌いましょう。☎3630 -1575 岩崎

　スポーツ・健康

■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・ヌンチャク等も楽しめます。
時□㈯東砂小13時㈭亀高集会場19時
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 塾長 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
■男性のリラックスヨーガ 時□1・2・4㈬
18時半〜20時 場□ （芭）・森下三 ￥□6ヶ月
28,000円 講師：田辺ひろこ 呼吸にあ
わせてゆっくり伸びやかに身体を動か
し体幹を鍛え呼吸法瞑想と心身を整
えていきます ☎FAX3480 -6605 田辺
■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

　ダンス

イ□やじろべぇの会フリーダンス
時□9/14・21㈮ 13〜16時  場□ （東） レ ク 
￥□700円 広くて綺麗なフロアでお気
軽に。ミキシング2回 ☎3682 -7530
イ□大ダンスパーティ 時□9/16㈰10時〜
12時、講習CとTの基本。プロの指導。
￥□1 ,200円 13時〜16時半パーティ。
プロのデモ3種目、トライアル、ミキシ
ングあり ￥□1 ,200円 両方 ￥□2 ,000円
☎3647-5944 ダンス連盟 高橋
イ□ライテック&ビギン  時□9/23㈰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□ダンス花の会   時□9/24㈷13〜16時
 場□（亀）  ￥□ 800円 歓迎 ☎3648-2815秋葉
イ□花英流舞踊教室・日本舞踊・新舞踊
時□9/30㈰舞踊会12時開演  場□ （資）   ￥□
無料 ☎3648-7171 家元 花英朱美
イ□第41回日舞若柳流若葉会素の会
時□10/7㈰ 14:00〜  場□ （砂） 3F研 修 室
￥□入場無料 ☎3638-5155 若柳正喜枝
■ストレッチ&モダンバレエ 無料体験
有・要予約時□㈬㈮㈯㈰10:30、10:45、
13：30、15:00、17:15、18:15、19:30 場□（東） （文）
（総）亀戸7 ￥□チケット3回3,800円 入□無
対□3才〜 女性 ※NEWピラティス大人男
女無料体験者募集 ☎080-2002-5775
■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
■ 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 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
■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。
興味のある子やってみませんか。楽し
い時間を。 ☎090-5441-9818 川上

■ヒップホップ・ジャズダンス 無料体験
有・要予約 時□㈬㈯㈰10:30、15:45、17:00、
20:30 場□（文）亀戸7 ￥□チケット3回3,800
円 入□無 対□5才〜大人男女 ※体験㈮
16:00〜19:45も有 ☎080 -2002 -5775
e  dance.association.1965@gmail.com
■ヒップホップジャズ  楽しく踊って
体力アップしてアンチエイジングし
よう 時□9 :15経験者10:45 基礎。無料
体験あり 場□（砂） ☎090-4736-2237 前川
▪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 時□
9/14・15 14:00〜16:00 場□（文）4F会議室
着物の利用、洋裁の苦手な人大歓迎
お気軽にご参加下さい。☎FAX3645 -
7581  e  oinuma@ka.baynet.ne.jp
■ハーバリウム教室 場□木場 ￥□3,000円
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
■着付教室たちばな会 時□9/19㈬10〜
12時12/12まで全10回 場□（文）4F和室 月□
4 ,000円 入□2 ,500円自分で美しく着物
が着れて、家族でお正月を楽しみま
せんか。☎090-2625-5661 森田

■着付サークル花衣  時□9/25㈫より月
3回14:00〜16:00、18:30〜20:30 場□（豊）
入□2 ,500円月□2 ,500円着物、帯、小物
等無料貸与。1人で楽に、早く、美しく
着てみませんか。☎5683 -9955高間
■大谷美智子ニットスタジオ手あみ教室
お好きなデザインをお好みのサイズで。
時□㈫・㈮13〜16時 場□（総）、時□㈪ 場□平野
二 ☎6884-5089・080-3011-3498
■東大島女性マージャン教室 時□10 :15
〜13:00、13:30〜16:15年中無休 場□ダ
イエー東大島店3F ￥□1,400円〜 9月は
秋の新入生無料体験キャンペーンを開
催します。初心者も経験者もどなたで
も大歓迎です。☎5609 -7581山田まで

　その他

イ□夫婦の悩み相談室  場□9/20㈭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  nosuheartful@gmail.com
☎090-1465-6338 宇野
イ□弁護士による無料法律相談会  時□
9/21㈮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

ダンス

趣味

音楽

学習

スポーツ・健康

芸術

その他

アルゼンチンタンゴ・コンサートバンドネオン
小川紀美代 ～タンゴの偉大なるマエストロ、アニバル・トロイロへのオマージュ～

ティアラこうとう小ホール

宮川明（ギター）
石井有子（バイオリン）
金益研二（ピアノ）
田水子（コントラバス）

ゲスト

13：30開場 14：00開演

前売3,800円10/13土
タンゴ黄金時代の
音色がいま、
現代に蘇る。

ご予約・
問合せ

オフィス風音☎080-5535-9223
kimiyobandoneon@gmail.com

場所・大島2-39-7　ビアレイド岩月1F

3681-1152

一日体験もあります。

クレッシェンド音楽教室

info@cresc-ms.comMail

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（火～土）0 才～6 才

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

豊洲・東雲
教室

「一音会式絶対音感トレーニング」で、お子様に一生の宝物をつけてあげませんか?
リトミックは国立音大付属幼稚園のプログラムを取り入れています。
ピアノは、読譜力と表現力が身につく楽しいレッスンです。
ピティナ《豊洲CANALステーション》代表
2018年ピティナコンペティションで、教室から参加した生徒の80%が予選優秀賞を受賞し、
5名が全国大会に進出しました。7名の講師が指導者賞を受賞しました。

リトミック
2018年秋クラス
体験受付中!

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

無 料 法 律 相 談 会
相続問題、借金問題、
賃貸借・売買、その他
法律問題かどうか
わからなくても

お気軽にご相談下さい。
相談時間40分

相談ご希望の方は、事前に電話又は
メールにてご予約下さい。
当会HP（http://zenkikai.net/）

相談会責任者（予約先）
草薙法律事務所　弁護士 川野 浩典（東京弁護士会）
☎042（720）5911  　h-kawano@kusanagi-law.jp

主催：東京弁護士会法友全期会（東京弁護士会所属の弁護士グループ）

※土・日・祝日を除く10：00～17：00まで

9月28日（金）18：30～20：50
会場：豊洲文化センター8階 第1研修室

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

9/30（日）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、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。

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。
※観覧時間は基本的に9：00〜21：00です。
※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 初日
開始時刻

最終日
終了時刻

江東区文化センター
展示ロビー ☆

江東シルバー共助会 絵手紙作品展 9/18（火）〜21（金） 10：00 16：00
平成30年度 こうとう文化芸術祭 〜展示部門〜

美術展 9/23（日）〜29（土） 10：00 15：00
手工芸展 9/30（日）〜10/7（日） 10：00 15：00

もみじが池カワセミ友の会 写真展 10/8（月）〜10（水） 11：00 16：00

森下文化センター
展示ロビー ★

ギャラリーコピス企画展「昭和でSHOW」 （開催中）〜9/11（火） − 17：00
漫画連載10周年記念 「剣客商売」複製原画展 9/15（土）〜30（日） 9：00 21：00
アトリエレイ生徒作品展 10/7（日）〜13（土） 12：00 16：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

ギャラリー活性化事業 外国人のための日本文化体験 主 9/15（土） 13：00 15：00
宇宙開発を趣味にする集団“RSP” 9/18（火）〜22（土） 14：00 15：00
豊洲手作り市、手作り体験教室・おもちゃ病院・包丁砥ぎ 主 9/23（日） 10：00 15：00
第7回シビックギャラリーステージ

「IHI管弦楽団によるアンサンブルの夕べ 〜グリーグの叙情小曲集より〜」 主 9/28（金） 19：30 20：10

薫豊会成果展 9/30（日）〜10/4（木） 9：00 15：00
日中青少年書道大会 10/6（土） 10：00 20：00

亀戸文化センター
1階展示ロビー☆ 倉持 弘 写真展「下町残像」 10/5（金）〜15（月） 9：00 21：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

東大島リニューアルオープン作品展〜自主・利用グループ〜 主
江戸の針 東大島教室 9/16（日）〜22（土） 9：00 14：30
鎌倉彫文月会/江東絵本同好会 9/23（日）〜29（土）

9：00 15：00聖山会東大島水墨画教室/韓紙工芸グループ 9/30（日）〜10/6（土）
写遊くらぶ 10/7（日）〜13（土）

砂町文化センター
展示ロビー★

講座成果展 主
『スケッチ教室 〜水彩画を楽しむ〜』 9/14（金）〜27（木） 9：00 19：00

すこやか作品展 9/29（土）〜10/4（木） 9：00 15：00
生花・アートフラワー 展示と講習会 10/8（月）〜14（日） 12：00 16：30

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 （開催中）〜9/9（日） − 16：00
第24回 はな人形教室 グループ展 9/11（火）〜15（土） 10：00 16：00
江東区総合区民センター 秋の講座紹介展示 主 9/11（火）〜10/13（土） 9：00 22：00
大島フェスティバル写真展 9/26（水）〜10/5（金） 11：00 12：00
麗江会 作品展 10/6（土）〜7（日） 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

12/28（金）19：00開演　□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8,400円　A席6,300円　B席4,200円　C席3,200円
管弦楽／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　指揮／高関健
オーボエ／イ・ユジン（2017年第34回日本管打楽器コンクール・オーボエ部門第1位）
ソプラノ／半田美和子　メゾ・ソプラノ／池田香織　テノール／宮里直樹　バリトン／大西宇宙
合唱／東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮／藤丸 崇浩）
曲目／モーツァルト：オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314、ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」

問合せ／東京シティ・フィル チケットサービス ☎03-5624-4002

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

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第九特別演奏会 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／12：00〜（約30分）

プロムナード・コンサート

9/14（金） 出演／戸張勢津子・中 優子（ピアノ連弾）

9/21（金） 出演／北角恵子（ソプラノ）、芹澤麻美（ピアノ）

9/28（金） 出演／佐藤恭子（ピアノ）

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40分）

マイ・ステージKOTO

9/25（火）
「古典津軽民謡の響き」
出演／津軽民謡「竹秀会」
曲目（予定）／ 「津軽よされ節」「津軽あいや節」 

「津軽ジョンガラ節」 ほか

10/10（水）
「ピアノ・ほっと・カフェ（ピアノ曲でホッとひと休み）」
出演／大人のピアノ同好会（PLAYGROUND）
曲目（予定）／ショパン、バッハ、ベートーヴェンなどのピアノ曲
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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

●ご招待
12/7金 東京ブラスソサエティ 第46回クリスマスコンサート
ブリティッシュ・スタイルの金管バンド「東京ブラスソサエティ」のクリスマスコ
ンサートに100組200名様をご招待します。（チケット発売は10/10～）
□ティアラこうとう大ホール　□18：30開演　□全席自由　
申込み／�往復はがきに、①住所�②氏名�③電話番号�④希望人数（2名まで）をご記入の上、下記までお送りください。�

〒135-0002�江東区住吉2-28-36�ティアラこうとう「東京BS・カルナビ係」
締切り／9/25（火）　問合せ／ティアラこうとう�☎03-5624-3333

●入場無料
9/28金 第7回シビックギャラリーステージ「IHI管弦楽団によるアンサンブルの夕べ～グリーグの叙情小曲集より～」
ノルウェーの作曲家グリーグのピアノ作品を、オーケストラの様々な楽器によるアンサンブル演奏でお届けします。
作曲家や作品について、わかりやすい解説付きです。北欧の大自然を思わせる澄んだ空気感と、民族色豊かな響きの
中で、ノスタルジックな世界をお楽しみください！ご来場を心よりお待ちしています。
□豊洲文化センター豊洲シビックセンター1階ギャラリー　□19：30開演　□全席自由　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、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

10/18木 東京シティ・フィル公開リハーサル「台湾の若き新星、トンチエ・ツァンが指揮」
江東区芸術提携団体、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団定期演奏会のリハ―サルを公開します。
今回は欧米各地で活躍する台湾出身のヤング・マエストロ、トンチエ・ツァンによる定期演奏会の直前リ
ハーサルです。管弦楽の響きに耳を傾けながら、音楽が創られていく模様をどうぞお楽しみください。
□ティアラこうとう大ホール　□11：00開演　□全席自由
申込み／ティアラこうとうチケットサービス�☎03-5624-3333 Ⓒ Harald Hoffmann

日程 作品名
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2,500円（全6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  名もなく貧しく美しく（昭和36年/129分）6歳 以上

9/22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）
ろう者の道夫と秋子が同窓会で出会い交際を経て夫婦となっていく過程を、戦中戦後の世相を背景に描く。
監督／松山善三　出演／高峰秀子、小林桂樹�ほか

Ⓒ1961 東宝

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
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
9/21金
18：30開演

 寄席 都笑亭 Vol.118  6歳 以上

□豊洲文化センターレクホール　□全席自由　500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
9/27木
14：00開演

 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

□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
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
10/5金
19：00開演

 ティアラマンスリーコンサートVol.203 エンジョイ四重奏（Quartet）  6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　2,000円

10/6土
11：00開演

 「神田陽子の講談まつり」vol.3 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!）  6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由　3,000円（当日500円増）
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
10/6土・7日
6日14：00開演
7日16：00開演

 ファツィオリジャパン創立10周年記念 オンラインピアノコンクール ファイナルイベント 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 ※6日 本選、7日 授賞式・受賞者演奏
□全席自由　両日券2,000円　7日のみ1,000円（当日各500円増）

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
10/13土
13：30開演

 ベイビー・ブー 十番勝負 其の八 グランプリを唄う 〜 あの歌 この歌 黄金の昭和歌謡 〜  6歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定　4,500円（当日500円増）
10/14日
14：00開演

Koto Youth Choir 8th concert meets K.B.SINGERS'
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　500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

10/19金
19：00開演

ティアラ JAZZ LIVE 2018 後藤雅広・白石幸司 スインギン・クラリネット・デュオ Part.24  6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　4,000円
10/20土

11：00/14：00開演
 ティアラこうとうアートシネマ上映会 第2回 「マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ」  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
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
10/27土
19：00開演

 ヤマンドゥ・コスタ ギターリサイタル  6歳 以上

□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）
10/28日

11：00/14：00開演
 こぶたちゃんと魔法のくにのおんがく会
□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

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）

10/30火
18：30開演

 無声映画鑑賞会 「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」  6歳 以上

□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
11/2金
19：00開演

 マキタスポーツ オトネタの夕べ  6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　4,000円
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

11/3土祝
18：00開演

 なぎら健壱コンサート2018 〜下町情歌Part14〜  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
11/8木
19：00開演

 禁断のヴァイオリニスト×地を這う前衛 ライコー・フェリックス×田中泯  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　4,500円
11/10土
14：00開演

初代竹山没後20年メモリアルコンサート 〜「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  6歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定　5,000円
11/10土
14：00開演

 實川風ピアノリサイタル  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　□全席指定　3,500円
11/11日
14：00開演

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

□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
11/24土
15：00開演

 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

□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
2019  1/12土
14：00開演

〜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

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　3,800円

完 売

【シリーズ】気軽に伝統芸能 講談の魅力  6歳 以上

11/10土　□14：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由　2,300円　江東区民2,100円　6歳～高校生1,000円
日本の伝統話芸、「講談」。張り扇（はりおうぎ）で釈台（しゃくだい）をパパン！と叩きながら、物語をテ
ンポよく語ります。落語とは違うの？という方、一度聞いてみて、日本の話芸の多様さを感じてくださ
い。区内在住の講談師・一龍齋貞橘（いちりゅうさい ていきつ）が講談の魅力をたっぷりお届けします。
演目（予定）／「講談入門」、「赤穂義士伝」、「深川怪談�永代橋落橋」 一龍齋貞橘

高泉淳子 35th anniversary  6歳 以上

Performance in my page －芝居とジャズと登場人物－
10/30火・31水　□30日 19：00開演、31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　5,000円　ペア9,000円　6歳～高校生3,000円（当日各500円増）
1983年に劇団 遊◉機械/全自動シアターを結成し、数々の作品を上演。旗揚げ公演からそこには常に作品の
テーマとなるジャズがあった。これまでの作品から名場面と登場人物をジャズの生演奏と伴にお届けします。
出演／�中西俊博（ヴァイオリン）、有田純弘（ギター、マンドリン）、Patrick�Nugier（アコーディオン、ボーカル）、�

Brent�Nussey（ベース）、坂野いぶき（ギター）、31日ゲスト／竹中俊二（ギター）

高泉淳子 Ⓒ 田邊アツシ

〜小野明子&フレンズ〜 Vol.4 “華麗なるトリオ”  6歳 以上

12/15土　□14：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席指定　3,000円
第4弾はベルリン藝術大学出身の2人、国内外で活躍する
チェリスト・奥田なな子、ピアニスト・ゴウ芽里沙と共に、ピ
アノ・トリオの編成でお届けします。ヨーロッパの風漂う華
麗な3名による華麗な演奏をお楽しみください。
出演／�小野明子（ヴァイオリン）、�

奥田なな子（チェロ）、ゴウ芽里沙（ピアノ）
曲目／�メンデルスゾーン：ピアノ・トリオ�第1番�ニ短調、�

�ヘンデル�=�ハルヴォルセン：パッサカリア�ほか Ⓒ Clare Falls  小野明子 奥田なな子 ゴウ芽里沙

上方落語 九雀亭
10/4木　□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／春風亭正太郎

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ定期演奏会 〜ジャズmeets演芸〜
10/28日　□16：00開演　□森下文化センター多目的ホール
□全席指定※　3,500円　中学生以下2,000円　（1ドリンク付）
※チケットは指定席引換券として発券、座席は当日主催者が割振ります。
出演／オブサンズ・ジャズ・オーケストラ　司会／ボナ植木（ナポレオンズ）　ゲスト／斎藤ネコ（ヴァイオリン）、三遊亭好の助（落語家）

第2回 東大島亭 なな子&あずみ二人会  6歳 以上

11/3土 祝　□14：00開演　□東大島文化センター第1和室　□全席自由　1,500円（当日300円増）
出演／林家なな子、林家あずみ（三味線漫談）

いそべとし男声合唱団創立45周年記念演奏会  6歳 以上

11/18日　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席自由　2,000円
指揮／須賀敬一　ピアノ／永井博子　合唱／いそべとし男声合唱団　友情出演／大阪メールクワィアー
曲目（予定）／�磯部俶：組曲「かやの実」、あじさい、貝殻、びわ、いちじく、大ずもう、中島みゆき：地上の星

座☆吉祥天女 第14回公演「あすなろう」「あだこ」
11/9金・10土・11日　□9日・10日14：00開演、18：30開演　11日12：30開演
□深川江戸資料館小劇場　□全席自由　4,300円（当日500円増）
原作／山本周五郎　脚本／矢田弥八　演出／鈴木龍男
出演／井口貴子、髙橋典子、大門正明、高橋ひろ子、出口彰紀、鶴山知子、横幕和美、坂口進也�ほか

舞踊作家協会 連続公演第201回 「動物現る」  6歳 以上

11/1木　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　3,000円
現われる動物は白鳥、カラス、猫、カッコウ、ネズミ、ウサギ、爬虫類、魚。どうぞお楽しみください。
出品舞踊家／�執行伸宜（バレエ）、雑賀淑子（バレエ）、江原朋子（モダンダンス）、玉田弘子（モダンダンス）、飯田晃一（舞踏）、高田静流（モダンダンス）　芸術監督／江原朋子

ティアラマンスリーコンサートVol.204 「川上健太郎ピアノ・リサイタル」 6歳 以上

11/2金　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　2,000円
曲目／�ドビュッシー：ベルガマスク組曲、フォーレ：ノクターン第4番�変ホ長調�作品36、プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第3番�イ短調�作品28�ほか

－小津安二郎映画を聞く－ 音語り『麦秋』  6歳 以上

11/17土　□14：00開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由　3,500円　江東区民3,300円（当日各500円増）
幼い頃から、映画監督・小津安二郎と家族ぐるみの付き合いがあり、孫のように可愛がられていた女優・中井貴惠。小津映画の脚本を出
演者からト書きまで演じ分け朗読する『音語り』。ジャズピアニスト松本峰明と共に『麦秋』を上演します。  ※映画の上映はありません。

カントリー&ウエスタン  I SAW THE LIGHT Vol.46  6歳 以上

11/22木　□18：30開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定　4,500円（当日500円増）
日本の俳優であり、フォーク歌手であるマイク眞木をゲストに迎え、カントリー&ウエスタンの名曲の
数々を石田美也の歌とシティライツの演奏で楽しくお届けします。
出演／石田新太郎とシティライツ、石田美也　ゲスト／マイク眞木

トロンボーンアンサンブルJYOSHIKAIオータムコンサート
11/23金 祝　□14：00開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由　2,000円　江東区民1,800円　高校・大学生1,000円　中学生以下500円
曲目／モーツァルト：オペラ「魔笛」より序曲、久石譲：ジブリメドレー�ほか

佐脇&小松presents 音楽で世界一周
JAZZ&ラテン&シャンソン&日本のポップス（浜辺の唄）
11/29木　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　3,000円
出演／�佐脇武則・岩城修・寺原美智恵（アルトサックス）、小松美夕祈・八月薫子・田中利由子（ボーカル）、�

竜野みち子（ピアノ）、大表秀具（ベース）、中屋啓之（ドラム）
スペシャルゲスト／�西村協（ボーカル）　曲目（予定）／スターダスト、ベサメムーチョ、愛の讃歌、黄昏のビギン、浜辺の唄

植田あゆみソロコンサート 〜Peace Songs〜  6歳 以上

11/30金・12/1土　□30日18：30開演　1日13：30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　5,000円
2014年全米アカペラコンテスト優勝、2017年度国際アカペラ世界チャンピオンのWomen of the 
Worldの創設者として世界で活躍する植田あゆみ。様々な国を旅して培った音とリズムのエッセンスを、
自身のルーツである和の歌と心に融合させる。
出演／�植田あゆみ（ボーカル）、デボラ・ピエール（バックボーカル）、佐藤比奈子（ピアノ、キーボード）、�

パトリック・シマード（パーカッション）、ガイ・バーンフェルド（E.ベース）

津軽三味線 脩一朗&大地 結成20周年コンサート 〜和の真髄〜 6歳 以上

12/2日　□15：30開演　□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）
稀代の津軽三味線奏者、久保木脩一朗が贈る邦楽エンターテイメント！5回目となる今
年の亀戸公演は結成20周年コンサートと銘打ち、例年にも増したスペシャルなステー
ジをお届けします。哀愁溢れる津軽の伝統曲から迫力あるオリジナル曲まで、和の真髄
をお楽しみください。
出演／久保木脩一朗（津軽三味線）�ほか 脩一朗＆大地

稲垣潤一コンサート2019  6歳 以上

2019 1/19土　□16：30開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　6,500円
和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤一。昨年デビュー35周年を迎え、輝き続けるレイニーボイスで大
人のラブ・ソングをお届けします。
曲目／ドラマティック・レイン、クリスマスキャロルの頃には�ほか Ⓒ Hiro OTSUKA

梅沢富美男 劇団特別公演  6歳 以上

2019 1/31木　□14：00開演、18：00開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　6,480円
一度観たらクセになる熱狂の舞台へ…日本を代表する一座「梅沢富美男劇団」。笑いあり、涙ありのお芝居に豪華絢爛な舞
踊ショー。近年では歯に衣着せぬコメンテーターとしてもバラエティ番組で活躍。初春の笑いは梅沢富美男！

梅沢富美男

第6研修室から奏でるMyコンサート
ウクレレとハワイアンバンドが繰り広げるミニコンサート〜童謡・唱歌の世界〜
10/27土　□14：00開演　□東大島文化センター第6研修室
□全席自由　1,000円　中学生以下300円 ※未就学児は無料
新設の第6研修室で、気軽にご覧いただけるコンサートを定期的に開催します。プロ・アマ問わず、さ
まざまな出演者が奏でる音楽をお楽しみください。第1回は、児童文芸誌「赤い鳥」の発行100年目に
ちなみ、童謡や唱歌を歌とウクレレのハワイアンバンドが演奏します。こどもに贈りたい優しく懐かしいメロディーをどうぞ。
主催／キタラとその仲間たち　演奏／日本ウクレレ協会有志

カタヤマケイジ・コンサート2018 “女唄”〜数々の名曲たちと共に〜  6歳 以上

11/17土　□18：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　4,000円
中国・香港・台湾での大ヒット曲「リンダ」「一路上有你」等のオリジナル曲と、世代・時代・ジャンルを越え、皆
さんの心に生き続ける名曲たちを、カタヤマケイジの歌と楽しいおしゃべりでお贈りします！
出演／カタヤマケイジ　曲目／�恍惚のブルース、for�you…、泣かせて、冬隣、やさしいキスをして、六本木心中、

小樽運河、待つわ、どうにもとまらない、絹の靴下、First�Love�ほか

ピュアーマリー公演 メーテルリンク作 ミュージカル「青い鳥2018」プレ公演 4歳 以上

11/20火　□18：30開演　□江東区文化センターホール
□全席指定　4,000円　江東区民3,800円　高校生以下2,400円
メーテルリンクの不朽の名作をミュージカル化。「生と死」「運命」「幸福」について、普遍のメッセージが随
所に散りばめられた珠玉の作品です。あなたも青い鳥を探しに来ませんか?
脚本／相良まみ　脚色・演出／鈴木孝宏　作詞／保坂磨理子　音楽／はらかなこ
出演／山本芳樹、鳥居かほり、桜花昇ぼる、夕貴まお、大谷美智浩、高橋佑一郎�ほか

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団  6歳 以上

第55回ティアラこうとう定期演奏会 
2019 1/26土　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　S席3,700円　A席3,000円　B席2,300円　江東区民各席200円引
ベートーヴェン生誕250周年プログラム。全曲演奏の機会が少ない「プロメテウスの創造物」と、傑作「田園」。高関の手腕
が光ります。
指揮／高関健　曲目／ベートーヴェン：バレエ音楽「プロメテウスの創造物」作品43（全曲）、交響曲第6番�ヘ長調�作品68「田園」

高関健 Ⓒ大窪道治

託児 あり

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 6歳 以上

第56回ティアラこうとう定期演奏会
2019 3/23土　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　S席3,700円　A席3,000円　B席2,300円　江東区民各席200円引
音楽界をリードする川瀬賢太郎によるオール・ラフマニノフプログラム。日本を代表するピア
ニスト上原彩子との熱い名演にご期待ください。
指揮／川瀬賢太郎　ピアノ／上原彩子　曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番�ハ短調�作品18、交響曲第2番�ホ短調�作品27

上原彩子
ⒸK.Miura

川瀬賢太郎
ⒸYoshinori Kurosawa

託児 あり
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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 9月9日（日） 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 9月9日（日） AM 10：00〜 電話受付開始




