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10/16（火）・11/20（火）・12/4（火）・12/17（月） 16時～20時

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

園児限定のキッザニア
園児だけが入場できる特別プログラム。
同年代のこどもだけでゆったりと過ごせます。
ベビーカー用スペースや乳幼児スペースも
通常より広くご用意しておりますので、
小さなお子様をお連れの保護者の方も
安心してお楽しみいただけます。

豊洲文化センター 総合区民センター

大人もこどもも楽しめる !  秋 のイベント勢ぞろい !

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）

10
月

11
月

12
月

江戸庶民の年中行事再現
「月見飾り ～十三夜～」
（開催中）10/21（日）まで

企画展「時代小説と深川」
（開催中）11/11（日）まで

特別展「時代小説そして時代劇」
11/7（水）～20（火）

前期企画展
「江戸の名所と俳諧」
（開催中）10/21（日）まで

特別展
「芭蕉の旅、
俳人の旅」
10/25（木）～12/9（日）

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

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

特別展
「伊能忠敬と江東」　
10/24（水）～12/2（日）

「江戸和竿収蔵釣具展」　
10/24（水）～12/2（日）

秋の釣具展示「ハゼ釣り竿」
（開催中）10/21（日）まで

リバーツアー参加者募集
「ゆったりぐるり湾岸めぐり」
リバーガイド認定者の解説
を聞きながら、水彩都市・江
東の魅力を船上から再発見
します。広がる景色を眺め、
ゆったりとした時間を過ご
しませんか。※詳細は2面
時   11/11（日）【1便】13：15～15：30 【2便】15：55～18：40

東大島文化センター

特別展
「伊能忠敬と江東」
江戸後期、日本の全国地図を作り上げた伊能忠
敬。その偉業の最後に取り組んだのは、江戸の地
図（江戸府内図）でした。その業績を下図や府内図
（いずれも複製）などから探り、江東地域とのかか
わりについてご覧いただきます。
時   10/24（水）～12/2（日）9：30～17：00（入館は16：30まで）
場   2階展示室　￥   観覧料に含む
◆ 関連イベント「伊能忠敬になって歩測&地図づくりにチャレンジ！」
時   10/27（土）13：00～16：00
場   旧中川河原（中川船番所資料館集合） ※雨天時は館内
対    小学3～6年生15名（3年生は保護者同伴）　
￥   50円（保険料）　師   山岡光治（元国土地理院）
申   電話・窓口で（先着順）
◆「ミュージアムトーク」開催
時   10/27（土）13：00～14：00　場   2階展示室　￥   観覧料に含む
師   久染健夫（中川船番所資料館）　申   当日直接会場へ
◆関連展示「巨大な地図の上を歩こう！伊能大図（複製）体感展示」
会議室に敷き詰められた伊能大図に乗って、その大きさを実感しよう。
時   10/30（火）～11/4（日）9：30～17：00（入館は16：30まで）
場   1階会議室　￥   観覧料に含む　申   当日直接会場へ

●臨時休館のお知らせ
特別展設営のため10/23（火）は臨時休館します。
※10/22（月）は定期休館日

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

中川船番所資料館

石田波郷記念館企画展
「 波郷ゆかりの地 
～松山・砂町・清瀬・練馬～」

秋いくとせ石鎚を見ず母を見ず　－波郷
今年は石田波郷50回忌にあたりま
す。波郷の原点である松山から練馬
までのゆかりの地を句と写真等で
紹介します。それぞれの場所での波
郷の思いを展示で読み解きます。
時   11/6（火）～29（木） 
9：00～21：00

場   2階展示ロビー
￥   無料

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／石田波郷記念館

特別展
「時代小説そして時代劇」
時代小説をベースに、時代
劇の映画や手描きのポス
ターなどを中心に取り上
げます。深川ゆかりの作家
や作品も紹介。開催中の
企画展「時代小説と深川」
（11/11（日）まで）とあわせ
てご覧ください。
時   11/7（水）～20（火） 
9：30～17：00（入館は16：30まで）

場   レクホール　￥   観覧料に含む
◆「ミュージアムトーク」開催
時   11/10（土）11：00～、14：00～
場   レクホール
￥   観覧料に含む
申   当日直接会場へ
◆関連イベント「殺陣の披露」
時   11/11（日）14：00～14：30
場   常設展示室火の見櫓前　￥   観覧料に含む
出   芸道殺陣波濤流高瀬道場　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（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

深川江戸資料館

特別展
「芭蕉の旅、俳人の旅」
芭蕉は日本各地を旅して、数多く
の名句を詠み、「おくのほそ道」な
どの俳諧紀行文を書きました。芭
蕉をはじめとする俳諧師の旅に焦
点をあててご紹介します。
時   10/25（木）～12/9（日） 
9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
場   展示室
￥   観覧料に含む
◆ 特別展記念講演会 
「江戸俳人の旅と紀行文」
松尾芭蕉、そして同時代の俳諧師・立

たち

羽
ば

不
ふ

角
かく

の旅
を取り上げ、旅の実態や目的などを検証します。
また、実際の旅を紀行文にする際の工夫につい
て、『奥の細道』を例に考えてみます。
時   11/25（日）14：00～15：40
場   会議室　対   80名
￥   500円 ※講演会当日に限り展示室観覧可
師   安田𠮷人（中央学院大学非常勤講師）
申   電話・窓口で（先着順）

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

芭蕉記念館

東京ビッグサイト増築工事の様子（1便）

江東区文化センター

古石場文化センター

“交流”をテーマに次世代を担うこどもたちの祭典を今年も
開催します！区内でがんばっている、こどもたちのさまざ
まな活動の成果が江東区文化センターに集結。楽しい体験
教室も開催します。一緒に楽しみましょう！
時   11/18（日）10：00～（展示部門は11/13（火）から開催）
場   江東区文化センター
￥   無料
申   体験部門のみ要事前申込み。11/10（土）～受付開始。 
※詳細は11月号をご覧ください。

※ 独立行政法人国立青少年教育振興機構「子ども夢基金助成活動」の
助成事業です。

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

深川が生んだ世界の巨匠・小津安
二郎監督にちなんだ映画祭です。
映画納めは「シネフェス」で！
時   12/15（土）・16（日）
場   大研修室 ほか
￥   1日券1,000円、 
1回券500円（当日200円増） 
障害者1回券200円引

申   10/10（水）10：00～電話、 
13：00～窓口で

〈主なイベント〉
● 小津作品は『お早よう』と弁士付
『出来ごころ』上映
● 音声ガイド、手話弁士などユニ
バーサルデザイン上映

● 宮崎駿監督作品「ルパン三世　カリオストロの城」上映
● こども向けアニメ「パンダコパンダ」無料上映
※上映スケジュール、関連イベント詳細は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

見て、参加して、楽しもう!
江東こども文化祭2018 開催!

周防正行監督・草刈民代夫妻がゲストトークに
アニメ「パンダコパンダ」無料上映も
江東シネマフェスティバル

●舞台発表部門　●展示部門
● 体験部門  
藤間流日本舞踊体験／ジュニア・ダンスミックス体験
レッスン／旅行ゲームで楽しく学ぶお金の使い方／
ちゃんばら・殺陣体験教室／江東少年少女合唱団体
験レッスン／こども将棋教室 ほか

〈主なイベント〉 当日参加できるイベントも
たくさんあります。

詳細はホームページへ。

今年も、近隣の企業・団体の協力による体験教室や模
擬店、無料のコンサートなどを開催します。当日参加で
きる催しばかりです。ぜひ遊びに
きてください。※詳細は2面
時   10/27（土）11：00～15：00 
10/28（日）10：00～15：00

場  1階ギャラリー、7階 レクホール ほか

レクホールがキッズタウンに早がわり！誰でも参加
できるボッチャ体験やクリスマス飾りの制作など、
ちょっと早いクリスマスを感じるイベ
ントです。※詳細は2面
時   11/25（日）10：00～15：00
場   レクホール、展示ホール

第25回 豊洲フェスタ キッズタウンであそぼう!
～ A little early Christmas ～

楽しいイベントがいっぱい!
昨年のイベントより

オーシャン
ボールランプ

12/16（日）のゲストは
周防正行監督 草刈民代夫妻

江東区文化コミュニティ財団のブースにあそびに
きてね！（雨天時は中止となるイベントあり）
時   10/20（土）・21（日）10：00～16：00
場   都立木場公園 南側ふれあい広場

〈主なイベント〉
缶バッジを作ろう！／のらくろ登場!!
文化検定クイズ（仮）／フォトブース
風船どうぞ／青空ステージ ほか

問   江東区文化センター　☎03-3644-8111 FAX.03-3646-8369

第36回 江東区民まつり

無料上映『パンダコパンダ』

区民出演者募集
プロのタレントと一緒の舞台へ!  シリーズ第8弾!
江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館 ～純愛篇～」
来年3/16（土）開催の「江戸前人情喜劇『亀戸駅裏旅館 ～純愛
篇～』」に出演する
区民出演者を募集
します。  
※詳細は2面

亀戸文化センター

コント山口君と竹田君 テツandトモ カンカラ

平成31年4月以降に採用する公益財団法人江東区文化コミュ
ニティ財団職員を募集します。詳細は、2面および財団ホーム
ページ、各施設窓口に設置の採用試験案内をご覧ください。

江東区文化コミュニティ財団 正規職員募集

伊能忠敬像
（伊能忠敬記念館所蔵）

一蝶筆
芭蕉と柳図

石田波郷の母校
現松山市立垣生小学校

校内の句碑

のらくろも
くるよ!

植木金矢 画

殺陣の様子

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10月10日

秋からの講座受講生 先着順で募集中です！全12ジャンル、区内8施設で開講。
くわしくは財団ホームページをご覧ください。（一部募集終了の講座あり）
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めざせ！江東区長杯
第11回江東区こども将棋大会 参加者募集!!

初心者から上級者まで、誰でも
楽しめる大会です。
最高位クラスの優勝者には、江
東区長杯を授与します。また、各
クラス優勝者はプロ棋士と対局
できます。参加者全員に参加賞も用意しています。
審判員には日本将棋連盟棋士の小倉久史七段、飯
島栄治七段、渡辺大夢五段、山本博志四段をお迎え
します。
時    12/9（日）12：30～

区民出演者募集（1面のつづき）
プロのタレントと一緒の舞台へ！シリーズ第8弾!
江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～純愛篇～」
対   江東区在住・在勤・在学の小学生以上の男女、プ
ロアマ問わず。稽古（前日のリハ―サル含む）に
参加できること。

※出演料・交通費の支給はありません。
  選考方法   一次書類選考、二次オーディション（11/3

（土・祝）午後）。一次合格者には、二次
オーディションのご案内を郵送します。

申   区内各文化センター等に設置の申込用紙に必
要事項を記入し、亀戸文化センター窓口または

森下ものづくりカフェ参加者募集
Xmas 柄の布に描くスノーマン

11月は、ハート型の板
にXmas柄の布を貼
り、ステンシルで可愛
いスノーマンを描きま
す。周りに雪の結晶を
あしらい、完成品は壁
掛けや、オーナメント
になります。色は、クリスマスカラーの赤系、グリー
ン系から選べます。
少し早めにクリスマスを迎える準備をしましょう。
時    11/11（日）13：00～　場   エントランス
対   10名　￥   1,500円

リバーツアー参加者募集（1面のつづき）
「ゆったりぐるり湾岸めぐり」

【1便】は、東京2020オリンピック・パラリンピック
に向けて建設中の競技会場や関連施設を江東区担
当者の話を交えながら巡ります。【2便】は東京湾
からの夜景をお楽しみいただける夜間便です。東
京ゲートブリッジやレインボーブリッジ、お台場の
夜景をお楽しみください。

手作り一坪ショップ 出店者募集

ウィンターフェスティバルの一坪ショップにお店
を出してみませんか。ビーズ、袋物、木工、手編み物
などハンドメイド作品であればジャンルは問いま
せん。食料品は除きます。
時    12/2（日）　場   3階第2研修室
対   ①手作り作品を出店できる方 
②区内在住・在勤の方

￥   500円（出店スペースは長机2台分）
申   電話・窓口で ※申込みは1団体1名のみ
締   10/24（水）
※ 応募者多数の場合は抽選（出店場所も同時に抽選）

水辺のワークショップ
「葉脈標本deストラップづくり」
葉の中身が見える！? 葉
脈標本を使ったアクセサ
リーづくりです。葉脈の標
本を作ってから、お好みの
飾りつけをします。キーホ
ルダーやストラップとしても楽しめ、プレゼントに
も最適です。
時    11/23（金・祝）10：00～12：00

「江東シネマフェスティバル」
関連イベント（1面のつづき）

◆ 特別上映会「SHOGO HAMADA ON THE 
ROAD 2015-2016 旅するソングライター
“Journey of a Songwriter”」（劇場版）

シンガーソングライター・
浜田省吾のコンセプチュ
アル・ライブ映像上映で
す。1970年代から現在ま
で、ツアーによってワンア
ンドオンリーのポジショ
ンを確立してきた浜田省
吾の世界観を、大迫力の
映像とサウンドで堪能で
きます。また、上映前に板
屋宏幸監督をお招きして、

江戸庶民の年中行事再現
「月見飾り～十三夜～」
江戸時代、秋の美しい月をめでる
「月見」は、武家・庶民を問わず盛
んに行われました。
十三夜の月見飾りをご覧くださ
い。
時    （開催中）～10/21（日）まで
場   常設展示室

第31回（通算第55回） 木彫工藝展

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）～10/14（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、根付を作ります。
￥   500円～2,000円　申・問   当日直接会場へ

伝統芸能公開
場   常設展示室火の見櫓前 ほか　￥   観覧料に含む

ジャズミー横丁

江戸資料館通り界隈でジャズの演奏をお楽しみい
ただけます。複数の会場がありますので、詳細は主

催者にお問い合わせください。
時    10/28（日）
￥   前売り券3,000円（当日500円増）
主催・申・問   ジャズミー横丁
 ☎03-6458-5509 www.f443.com/yokocho
※ 深川江戸資料館ふれあい広場にて12：00より、河
野文彦（ギター）、新井健太郎（ベース）の演奏があ
ります。入場無料。

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    11/3（土・祝）11：00～15：30
場   常設展示室
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

場   レクホール ほか
対   区内在住・在学、または区内の将棋教室等に通っ
ている小・中学生200名

￥   500円
内   上級クラス／おおむね5級以上、スイス方式で4
回対局・持ち時間20分。一般クラス／学年別に
対局、時間内規定対局数による勝率で決定。

※対局クラスは郵送で通知します。
申   10/16（火）9：00～電話・窓口で（先着順）
※申込時にお子様の棋力をお伝えください。

第1土曜日はおもちゃ病院開院
時    11/3（土・祝）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

郵送。
締   10/24（水）必着

◆ 公演概要 
江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～純愛篇～」

時    平成31年3/16（土）15：00開演
場   カメリアホール
￥   全席指定4,000円 ※12/9（日）発売開始
内   作・演出／山口弘和（コント山口君と竹田君）　
出   コント山口君と竹田君、テツandトモ、カンカラ、
俵山栄子、押田佐代子 ほか

師   成川すみえ（すみれ・アート主宰）
申   電話・窓口で（先着順）

マンガ同人誌「新つれづれ草」第15号発行
復刊10周年記念原画展

昭和42年から3年程存在していた肉筆回覧マンガ
同人誌「つれづれ草」が、「おやじマンガ同人誌・新
つれづれ草」として復刊され10年を迎えました。
その足跡をたどるマンガ原画展を開催します。
時    10/19（金）～28（日）9：00～21：00 
※最終日は17：00まで

場   展示ロビー　￥   無料
◆開催記念トークパーティー「感謝のつどい」
「新つれづれ草」参加メンバーとゲストによるトー
クショーを開催します。
時    10/27（土）15：00開演
場   AVホール　対   50名
￥   入場無料　申   当日直接会場へ

トワイライト芭蕉散歩

芭蕉庵史跡展望庭園の芭
蕉像は午後5時になると、
隅田川へ向かって回転し、
ライトアップされます。今
回は回転&ライトアップ
シーンを庭園の中で特別
公開。動く芭蕉像を間近でご覧いただけます。芭蕉
ゆかりの地を巡る史跡散歩とあわせてお楽しみく
ださい。※ 動きやすい服装でご参加ください。
時    10/27（土）16：00～18：00
場   集合：深川江戸資料館
対   20名　￥   300円　申   電話・窓口で（先着順）

第2土曜日はジュニア俳句教室
スペシャル版「芭蕉さんの俳句」

教科書に出てくる「松尾芭蕉」は、江戸時代に江東
区に住んでいました。芭蕉さんと芭蕉さんの俳句に
ついて学び、自分たちも俳句を作ってみましょう。
時    11/10（土）9：00～12：00 ※8：50集合
場   研修室　対   小学生20名　￥   無料
師   大谷弘至（俳人・「古志」主宰）
申   電話・窓口で（先着順）

秋季文学講習会 公開講座参加者募集
「英語で作るHaiku、日本語で作る俳句」
時    11/18（日）10：30～12：00
場   会議室　対   40名　￥   800円 
師   ドゥーグル・J.リンズィー（俳人・海洋生物学者）
申   電話・窓口で（先着順）

芭蕉記念館俳句会
時    11/28（水）13：30～15：00 ※13：15集合
場   研修室　対   20名　￥   無料
内   兼題 冬季雑詠3句　申   電話・窓口で（先着順）

展示室・図書室臨時休室のお知らせ

10/23（火）・24（水）は展示替えのため臨時休室し
ます。 ※10/22（月）は定期休館日

時    11/11（日） 
【1便】13：15～15：30 【2便】15：55～18：40
場   集合・解散：深川吉野屋乗船場（木場6-15-11）
対   小学生以上各50名
￥   【1便】大人1,800円、小・中学生1,500円 
【2便】大人2,800円、小・中学生2,500円
師   江東区オリンピック・パラリンピック開催準備
課担当者（1便）、小名木川リバーガイド認定者
（1・2便）
申   電話・FAX・Eメールで。FAX・Eメール（river_
higashiojima@kcf.or.jp宛）の場合は、件名「リ
バーツアー11/11」①希望便 ②参加人数 ③代
表者氏名（フリガナ）・年齢・住所・電話番号（区外
にお住まいで区内在勤の場合は会社名・住所） 
④同乗者氏名（フリガナ）・年齢を送信してくだ
さい。

締   10/23（火）17：00必着　
※ 応募者多数の場合は区内在住・在勤者を優先の
上、抽選。定員に達していない場合は、締め切り
後も引き続き先着順で受け付けます。

場   1階会議室
対   小学生以上20名 
※小学3年生以下は保護者同伴

￥   1,300円
師   寺田浩之（ココペリプラス主宰）
申   電話・窓口で（先着順）

江戸和竿収蔵釣具展

釣りに欠かせない魚籠（びく）や道具を収納する箱
を中心に展示します。江戸以来の釣り文化が生み
出した名品の数々をお楽しみください。
時    10/24（水）～12/2（日）
場   1階釣具展示コーナー
￥   無料（釣具展示のみ）　師   監修：蜂谷功

トークイベントを開催します。
時    11/10（土）14：00開演　￥   無料
申   10/13（土）10：00～電話で（先着順） 
※チケット要事前引取、予約は最大4枚まで

◆－小津安二郎映画を聞く－音語り『麦秋』
幼い頃から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
明とともに『麦秋』を上演します。
※チケット情報は4面
◆ ワークショップ「動画でGoGoふるいしくん！
～コマ撮りでふるいしくんを動かそう～」

当センターのキャラクター「ふるいしくん」をコマ
取りして動画を作ります。完成した動画はDVDと
して持ち帰れます。
時    12/15（土）・16（日）両日とも13：30～15：00
対   15名　￥   300円
師   板屋宏幸（デジタルハリウッド大学客員教授・映画監督）
申   10/10（水）10：00～電話・窓口で（先着順）

みんな真剣勝負！

参考作品

〒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 

〒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

〒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 

Ⓒ Road & Sky

江東シネマフェスティバル上映作品一覧 12/15（土）・16（日）開催
上映日 開演時間 作品名（ゲスト、イベント） 監督 主な出演者

12/15
（土）

10：00 出来ごころ【フィルム上映】
（弁士／澤登翠、ピアノ演奏・ゲストトーク／作曲家・新垣隆） 小津安二郎 坂本武、伏見信子、突貫小僧

12：40 ルパン三世 カリオストロの城 宮崎駿 （声）山田康雄、小林清志、増山江威子、井上真樹夫

15：20 あん
【手話弁士（弁士：米内山明宏）、音声ガイド付】 河瀨直美 樹木希林、永瀬正敏、内田伽羅

12/16
（日）

10：00 お早よう（ウェルカムミュージック） 小津安二郎 佐田啓二、久我美子、笠智衆

13：20 Shall we ダンス？【フィルム上映】
(ゲストトーク／映画監督・周防正行、女優・草刈民代） 周防正行 役所広司、草刈民代、竹中直人

16：45 終の信託【フィルム上映】 周防正行 草刈民代、役所広司、浅野忠信、大沢たかお
【アニメ「パンダコパンダ」（脚本・宮崎駿、監督・高畑勲）上映】12/15（土）・16（日）両日とも  ①11：00～②14：00～入場無料、当日直接会場へ。

当日先着順、直接会場へ。詳細はチラシ、ホームページをご覧ください。小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください。
イベント名［主催団体］ 時間

両日

バルーン&空気砲で、みんなを笑顔に！！[㈱ミライト・ホールディングス]

27（土）
11：00～15：00
28（日）

10：00～15：00

ボールプールde宝さがし！[ヤマトシステム開発㈱]

ロボット競技体験！[芝浦工業大学地域連携・生涯学習センター]

こどもあそびコーナー ～マジックカードつくり、マンカラでも遊べるよ！[豊洲児童館]

目指せ！豊洲でいちばん！①ライフサイクルゲーム ②魚釣りゲーム ③健康ブース [第一生命保険㈱]

バドミントンに触れて楽しもう！[日本ユニシスグループ]

自分だけのアクアリウムを作ろう！[マルハニチロ㈱]

こども工作教室・簡単にできる工作にチャレンジ！[江東区少年団体江南連合会]

おやこ無料プログラミングたいけんかい [ユーバープログラミングスクール]

薬を使わず健康に [東京有明医療大学]

白銀比を発見してみよう！[武蔵野大学こどもサイエンスクラブin豊洲]

●わくわくクイズラリー ※各日100名こどものみ。受付は8階窓口前。景品をGETしよう。
●飲食物の販売は、1階ギャラリー野外。筆耕名入れ木札（300円）もあります。

10/27
（土）

おいでよ！シビックセンターホール ～ピアノ・ファツィオリに触れられます～ 11：00～12：00

親子で楽しむリトミック教室 [親子サークルはじめのいっぽ] 11：00～13：00

けん玉教室 [㈱NTTデータ公認サークル  NTTデータけん玉研究会] 11：00～15：00

10/28
（日）

親子で楽しもう！コンサート&楽器体験[㈱伊藤楽器、 （一社）ヤマハ音楽振興会] 10：00～15：00

消防PRコーナー～展示や写真撮影～[東京消防庁深川消防署豊洲出張所] 10：30～11：30

～江東区音楽家協会がおくる～親とKidsのクラシック 0歳から入場OK！ ※詳細は4面をご覧ください
①11：00
②13：30

みんなで楽しく折紙しよう！[豊洲図書館] 13：00～15：00

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館で開講してい
ます。今回は12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   10/15（月）
　※ 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 11/1・8・15・22（木） 全4回

時間 14：00～15：30

会場
豊洲文化センター

豊洲2-2-18 ☎03-3536-5061

〒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

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

10/27（土）
14：00～14：30

落語 月の家小圓鏡

11/4（日）
14：00～14：30

長唄 東音松浦奈々恵 ほか

便 航　路

1便 深川吉野屋（集合）→豊洲運河→東雲運河→レインボーブリッジ眺
望→有明西運河→東京湾→曙運河→砂町運河→深川吉野屋（解散）

2便
深川吉野屋（集合）→豊洲運河→辰巳運河→東京ゲートブリッジ眺
望→レインボーブリッジ眺望→お台場→豊洲市場前→深川吉野
屋（解散）

※ 荒天・潮位等により中止、コースの変更、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。公益財団法人
江東区文化コミュニティ財団が企画する本事業は、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。

江戸小歌市太郎一門 月の家小圓鏡 東音松浦奈々恵

〒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 

昨年度のオーディション合格者9名と出演者の皆さん

〒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 

作品見本（約15 cm）

〒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 

〒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 

豊洲フェスタイベント一覧（1面のつづき）
10/27（土）・28（日）開催

〒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 

キッズタウンであそぼう!
11/25（日）開催（1面のつづき）

★は要事前申込み（先着順）。当日の持ち物などは、申込み時
にご案内します。
小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください。

イベント名（定員） 時間 費用

ボッチャを体験しよう ①10：00～12：00
②13：30～15：00 無料

オーシャンボールランプ作り（各15名） ★ ①10：00～11：00
②13：00～14：00 1,000円

マーメイドクリスマスリース作り（各15名） ★ ①11：00～12：00
②14：00～15：00 1,000円

タイルアートのオーナメント

10：00～15：00

600円～

透明骨格標本：
展示・ワークショップ・お楽しみくじ 500円～

ポップコーン販売 200円

射的 100円

綿あめ販売 100円

クリスマスフォトブース 無料

プラ版で作るクリスマスオーナメント 11：00～15：00 無料
（なくなり
次第終了）お菓子すくい ①11：00 ②13：30

〒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

芭蕉庵史跡展望庭園の芭蕉像

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 正規職員募集
平成31年4月以降に採用する公益財団法人江東区文化コミュニティ財団職員を募集します。
詳細は、ホームページ（https://www.kcf.or.jp）または各施設窓口に設置の採用試験案内をご覧ください。

採用種別 正規職員（一般事務） 募集人員 7名程度 応募資格 平成31年4月1日現在、満45歳未満の人

勤務地 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団が管理運営している各施設

勤務時間 午前8時30分から午後10時までの間で1日7時間45分勤務

給料 約212,000円（大学新卒者の場合）・約171,000円（高校新卒者の場合）

申込書配布先 区内各文化センター、ティアラこうとうなど 江東区文化コミュニティ財団各施設

応募手続 ①採用試験申込書 ②受験票返信用封筒（82円切手貼付のこと） ①②の書類を郵送または持参

受付 平成30年10月10日（水）から平成30年10月19日（金）まで（消印有効） ※窓口持参の場合は、9：00～17：00まで受付

申込先 江東区文化コミュニティ財団 管理課管理係  〒135-0016　江東区東陽四丁目11番3号（江東区文化センター内）

第一次試験 平成30年11月4日（日）
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平成30年10月10日発行

　音楽

イ□Playground Op.2（大人のピアノ同好
会発表会）ご招待 時□11/11㈰13:30～
場□豊洲シビックセンターホール 対□静か
に聴いて下さる方。HPで詳細ご確認の
上ご予約ください。HP www.playground-
jp.net  e  playground.op1@gmail.com
■やさしいピアノ教室 生徒大募集。
場□千石2 ☎3649-2838 松本
■てぃあらアンサンブル江東団員募集
弦・管楽器・キーボード等でクラシッ
ク・ポピュラー・日本の歌等演奏 時□毎
月第2・3・4㈰13:30～16:00 場□第一大
島小学校 入□1,000円 月□3,000円
☎5634-5146 山口
■幼児リトミック教室 時□㈫又㈭10時～
1・2歳 11時～2・3歳 場□深川スポーツ
センター 入□無 月□4 ,000円生のピアノ
に合わせ、お歌やダンス、お絵描き等
親子で楽しめるお教室です。体験可
☎090 -4911 -6603 国立音楽院 大澤
■①女声 ②ジュニアコーラス 時□第1・3 ㈯
①9時10分～ ②10時半～ 場□ (文)大研
修室 ￥□月2回 2,000円 体験500円
☎090-3883-5770 コール・オルテンシア
■スウィング歌唱教室 声が出ない方
初心者の方やご年輩も発声他基礎か
ら丁寧にご指導。演歌～POPS。年令
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
■歌声  時□毎週㈫14～16時 場□住吉駅
1分歌声ニド ￥□1,000円飲み物付童謡唱
歌抒情歌ロシア民謡歌謡曲等ピアノ伴
奏で皆で歌います ☎3635 -1662村上

■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
■民謡!歌ってみませんか 見学OK初心
者歓迎三味線教室有 場□住吉・砂町 月□
4,500円～ ☎090-6034-4490 メール可 上野
■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
■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

　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
■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

■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
■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 入□無 ￥□チケット3回3,800円
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

　趣味

イ□大人の朗読会 YOMUYOMU広場時□
11/16㈮14:00～15:00 場□豊洲図書館
11階おはなしのへやキッズ ￥□無料☎
3640-4196 朗読グループ座・深川 斉藤
■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
■和裁教室 初心者歓迎 時□㈬10時～12
時 場□(総)教材自由 入□2,000円 月□3,500円
教材費年間4,000円 ☎3640-4196 斉藤
■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
■フラワーアレンジ&プリザーブド
フラワー教室 時□10/14 ㈰ スタート次
回10/21㈰体験レッスンありお気軽に
参加ください。場□ (森) ¥□ 花材等の実費
のみ ☎090-7226-6890

　学習

イ□教育講演会「7ヵ国語で話そう。」 
時 場□□11/2㈮ 10:30(テ)、4㈰ 14時(亀)、
1 5㈭ 10 : 3 0 (砂)、2 3㈷ 14 : 3 0 (砂)、
24㈯ 14：00(文)、25㈰ 14：00(森)
￥□無料、託児有 ☎0120-557-761
HP http://www.lexhippo.gr.jp/
イ□整理収納アドバイザー2級講座
防災を考えモノを減らして安心な暮
らしへ。お片づけ上手にチャレンジ。
時□11/17㈯、12/15㈯ 10:00～18:00
場□(亀) ￥□23,100円（要予約）
☎070-5580-1622 キッタエミ
■60歳からのパソコン塾 Win10使用
パソコン入門コース 11/29よりスタート
全12回 場□東陽町 ￥□16,400円（教材込）
定員10名その他ワード等コース有。
受付はセンター窓口 ☎3649 -3568
江東区シルバー人材センター
■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
■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
■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～ ☎090 -1127 -1141・5683 -1508
■初心者おとなの英会話 場□ (森) (豊)大島
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 「グローリーアカデミー」で
google検索 ☎090-2536-2493

■シニア英語 外国人講師による楽し
い教室アットホーム初心者 時□㈫13:00
場□住吉 月□7 ,500円 ☎080 -6531 -0859
■英語資格対策 英検・TOEICスコアアッ
プ 時□平日昼㈭夜 場□森下 ￥□3,000円 60
分 対□不問 実績と経験豊富な講師 e
 english@mixbuzz.com ☎090-4209-1558

　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
■ 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□冬木町会館
書に関する知識や、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 田塚まで
■美蘭書道会 時□㈪㈫㈭4/月 ㈯3/月
16:30～ 場□東雲/自宅 対□幼～ 毛・硬併
習 少人数制 静かに集中して学べます
問合お気軽に ☎080-1172-0538 斎藤
■玉嬋墨彩塾 時□場□10/12・11/9 ㈮(文)
10/17・11/21㈬(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

■はじめてのらくご教室 時□第1・3㈭
18:15～21:30（1～2時間）場□ (砂)2F和
室 月□小学生3,000円 中学生以上4,000
円 対□小学生以上（大人の方もお気軽
に） e  info.rakuten3@gmail.com
☎6884-6632 三遊亭楽天事務所
■ 門俳句木の会・主宰鈴木節子
時□第4 ㈭13:00～16:50 場□(芭) ￥□1,500円
（菊人形信長の耳大きすぎ 節子）
初心者歓迎 ☎3645-0417 三上・宛

　ダンス

イ□やじろべぇの会 時□10/19㈮13～16
時 場□ (東) 4Fレク ￥□700円ミキシング
2回 お気軽に ☎3682-7530 黒沢
イ□午後のパーティー 時□11/4㈰13～
16時 場□(東) ￥□700円ドリンク茶菓子付
参加自由 さざんか ☎3681-5232 丸山
イ□ダンス花の会 時□11/4㈰13時～16時
場□(亀) ￥□800円歓迎 ☎3648-2815 秋葉
■ヒップホップジャズ 大人のためのク
ラスです体力UPにも最適です 時□㈮
9:15 経験者 10:45 基礎 場□ (砂)無料体
験有入会随時 ☎090-4736-2237 前川

■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 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。初めてで
も安心です。 ☎090-5441-9818 川上
■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
■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

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
10/19㈮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□10/25㈭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

趣味

音楽 学習

スポーツ・健康

芸術

ダンス その他

江東★ティアラこうとう（火）
★古石場文化センター（水・木）
★東大島文化センター（金）
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豊洲文化センター
総合区民センター（西大島）

場所
曜日、時間 
お気軽に問い合わせを。

大島駅下車1分
初級 ¥5,000
（4回）

にしべ

西部ピアノ学院
学院長西部京子
個人指導

☎090-4665-4095

お好きな
コースが選べます

ピアノ

歌唱

ポピュラー

オペラ

13：30開場
14：00開演

前売1500円11/18日

都営新宿線・半蔵門線
住吉駅 A4出口 徒歩4分

東日本大震災復興支援
チャリティーコンサートvol.65

乾いた音色のフラメンコギターと
何かを切に訴えるかのような唄を
素晴しい響きのホールで…

【ご予約・お問合せ】宮川明フラメンコギター教室 tel/fax03-3878-8077
☎090-8491-6364 akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

フラメンコギター&唄
ティアラこうとう・小ホール

宮
川
明

清
水
玲
子

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

10/27（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

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。

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!

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

60歳以上の健康で働く意欲のある方の入会を募集しています!

●家事援助
　（家庭内清掃、洗濯等）
●植木剪定・草取り
●宛名書き・賞状書き
●襖・障子・網戸の張替え
●屋内外軽作業

シルバー人材センターは、高齢者の働くことを通じた社会参加及び生きがいづくりや、
地域社会への貢献等を目的とした公益社団法人です。

企業・団体・ご家庭の皆さまからの
仕事のご依頼もお待ちしています。

●施設管理、駐輪場管理
●児童通学案内等業務
●その他高齢者向き
　の仕事

まずはお気軽に
ご相談ください！

公益社団法人  江東区シルバー人材センター　
☎3649-3533　江東区東陽6-2-17（高齢者総合福祉センター2階）
ホームページ　http://www.koto-sj.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。※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 ☆

もみじが池カワセミ友の会 写真展 （開催中）～10/10（水） － 16：00
平成30年度 こうとう文化芸術祭 ～展示部門～

書道連盟展・書道連盟教育部展 10/16（火）～21（日）
10：00 16：00

華展 10/27（土）～28（日）
ネイチャー・フェスタ！Koto 10/29（月）～11/4（日） 15：00 12：00
絽ざしの会　作品展 11/5（月）～9（金） 12：00 16：00

森下文化センター
展示ロビー ★

アトリエレイ生徒作品展 （開催中）～10/13（土） - 16：00
マンガ同人誌「新つれづれ草」第15号発行 復刊10周年記念原画展 10/19（金）～28（日） 9：00 17：00
「人生にゆとり 絵画の時間」成果展 10/29（月）～11/3（土・祝） 12：00 17：00
DIGITABLE 2018 Excite 11/4（日）～10（土） 11：00 18：00

古石場文化センター
展示ロビー ★

古石場図書館 中高生おすすめ本 10/16（火）～24（水） 9：00 21：00
たかはしりえこと仲間達の絵画展 10/25（木）～28（日） 11：00 19：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

花結びの会 第六回植物画展 10/12（金）～17（水） 9：00 16：00
平成30年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 入賞作品展示会

10/31（水）～11/6（火） 12：00 21：00
みんなでまちをきれいにするポスターコンクール作品展

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
彩のある季節の展示 ～秋～ 10/25（木）～31（水） 9：00 21：00
江東区川柳会 川柳展 11/4（日）～10（土） 16：30 17：00

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
写遊くらぶ （開催中）～10/13（土） － 15：00
東大島スケッチ教室/パステル画を描く 10/14（日）～20（土）

9：00 15：00
絵の会「カンバス」 10/21（日）～27（土）

砂町文化センター
展示ロビー ★

生花・アートフラワー展示と講習会 （開催中）～10/14（日） － 16：30
第37回美術魚拓展 10/21（日）～27（土） 13：00 15：00

総合区民センター
展示ホール ☆

心を飛ばす絵手紙展 （開催中）～10/13（土） － 15：00
江東区総合区民センター 秋の講座紹介展示 主 （開催中）～10/13（土） － 22：00
公文西大島書写教室・成果展 10/20（土）～24（水） 12：00 14：00
平成30年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 入賞作品展示会 11/7（水）～13（火） 13：00 22：00
みんなでまちをきれいにするポスターコンクール作品展 11/7（水）～14（水） 13：00 12：00

□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　□東京文化会館 大ホール（JR上野駅公園口徒歩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 ※江東区民はS席～C席より各200円引
プラチナ（60歳以上）　PS席7,400円　PA席5,300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
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）

第321回
1/11（金）
19：00開演

指揮／飯守泰次郎
曲目／ ～ブラームス交響曲全曲演奏シリーズⅡ～ 

ブラームス：交響曲第3番 ヘ長調 作品90、ブラームス：交響曲第1番 ハ短調 作品68

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

10/12（金）出演／小泉博子（ソプラノ）、木下愛子（ピアノ）
10/19（金）出演／竹田津吉治（ハーモニカ）
10/26（金）出演／三浦かおり（リコーダー）、杉山智子（ピアノ）
11/ 9（金）出演／杉浦菜々子（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

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：ワルツ第6番「子犬」 ほか

11/ 1（木）
「いつかどこかで聴いたなつかしい曲」
出演／イノコとノンクンプラス1（ブラストリオ）
曲目（予定）／ 365日の紙飛行機、愛の賛歌、 

見上げてごらん夜の星を
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上映スケジュール
日程 作品名

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
1/26（土） 瞼の母 ☆

日程 作品名
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）

□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2,200円（全5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、11月に実施する特別上映会を無料でご覧になれます。
※特別上映会の詳細は下部

今月の上映作品  秋刀魚の味（昭和37年/113分）6歳 以上

10/27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）

小津安二郎が監督した最後の作品。男やもめの主人公が娘を嫁がせるまでを様々なエピ
ソードを紡ぎながら描く。
監督／小津安二郎　出演／岩下志麻、笠智衆 ほか Ⓒ1962松竹株式会社

★音声ガイド付き上映 音声ガイドとは、映画の登場人物の動作や場面環境を、もともとのセリフや想像の邪魔にならないように配慮し
ながらシナリオ化し、上映時に小型FMラジオを通してナレーションを流します（音声ガイドはボランティアグループ「江東シネマアイ」が
制作）。ご利用の場合は、イヤホン付小型FMラジオをお貸しします（要予約）。どなたでも利用できます。

板屋宏幸監督トークイベントあり
江東シネマプラザ特別上映会「もういちど」6歳 以上

11/10土　□10：30開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由500円（当日200円増）
※江東シネマ倶楽部会員は無料（要チケット予約）
落語家の林家たい平が企画・主演・落語監修を務めた人情時代劇。江戸時代末期の深川
の長屋を舞台に落語家への夢に破れてしまった男が、そこに暮らす親子とのふれあい
を通して前向きに生きる力を取り戻す。深川江戸資料館が映画撮影に全面協力して再
現された江戸時代の街並みも見どころ。
監督／板屋宏幸　出演／林家たい平 、福崎那由他 、富田靖子 ほか
【2014（平成26）年/95 分/カラー】 Ⓒ2014「もういちど」製作委員会

●入場無料

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

10/28日 豊洲フェスタ ～江東区音楽家協会がおくる～ 親とkidsのクラシック
豊洲フェスタの一環として開催する、プロの演奏家による「親子で楽しむ本格的クラシッ
ク音楽」のコンサートです。手拍子をしたり一緒に歌ったり楽しいひと時をお過ごしくだ
さい。0歳からご入場いただけます。
□豊洲文化センターシビックセンターホール
□【午前の部】11：00開演、【午後の部】13：30開演（演奏内容が変わります）　□全席自由
出演／江東区音楽家協会　申込み／当日直接会場へ（定員300名）

発売中の公演
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
【出演者変更】バレエ・ダンサー：中森理恵→松本佳織

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

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～
□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

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

10/28日
16：00開演

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～ ※座席は当日主催者が割り振ります。
□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）

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
10/30火・31水
30日19：00開演
31日14：00開演

高泉淳子 35th anniversary Performance in my page －芝居とジャズと登場人物－ 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　ペア9,000円　6歳～高校生3,000円（当日各500円増）

11/1木
19：00開演

舞踊作家協会 連続公演第201回 「動物現わる」 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円
11/2金
19：00開演

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

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由2,000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

11/3土祝
14：00開演

第2回 東大島亭 なな子&あずみ二人会 6歳 以上

□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） ※椅子席あり

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
11/9金・10土・11日
9日・10日

14：00/18：30開演
11日12：30開演

座☆吉祥天女 第14回公演 山本周五郎原作「あすなろう」「あだこ」
□深川江戸資料館小劇場　□全席自由4,300円（当日500円増）

11/10土
14：00開演

【シリーズ】気軽に伝統芸能 講談の魅力　一龍齋貞橘 6歳 以上

□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

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

11/17土
14：00開演

－小津安二郎映画を聞く－ 音語り『麦秋』 6歳 以上

□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）

11/17土
18：00開演

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

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由4,000円

11/18日
14：00開演

いそべとし男声合唱団創立45周年記念演奏会 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席自由2,000円

11/20火
18：30開演

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

□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

11/22木
18：30開演

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

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,500円（当日500円増）

11/23金祝
14：00開演

トロンボーンアンサンブルJYOSHIKAIオータムコンサート
□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

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 ※江東区民各席200円引

11/28水・29木
28日15：00/19：00開演
29日10：30/14：00開演

 ミュージカル「よろこびのうた」
□ティアラこうとう大ホール　全席指定　S席7,000円　A席6,000円（当日各席500円増）
※高校生以下各席3,000円引、障害者各席1,000円引（要証明書提示）

11/29木
19：00開演

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）
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円

11/30金・12/1土
30日18：30開演
 1日13：30開演

植田あゆみソロコンサート ～Peace Songs～ 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

12/2日
15：30開演

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

□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）

12/15土
14：00開演

～小野明子&フレンズ～ Vol.4 “華麗なるトリオ” 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定3,000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

2019  1/19土
16：30開演

稲垣潤一コンサート2019 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定6,500円

2019  1/26土
14：00開演

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第55回ティアラこうとう定期演奏会 託児 あり  6歳 以上

□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

2019  1/31木
14：00/18：00開演

梅沢富美男 劇団特別公演 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定6,480円

2019  3/23土
14：00開演

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第56回ティアラこうとう定期演奏会 託児 あり  6歳 以上

□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

第5回 クッキング・フェスタ 3歳 以上

～アマチュア焼き菓子・蒸し菓子コンテスト&講演会～
12/2日　□16：00開演　□総合区民センターレクホール
□全席自由1,300円
パティシエ鎧塚俊彦氏が審査するアマチュアのお菓子コンテストと講演会をドッキングさせたイベ
ント。事前審査を通過した6組が作るスイーツを、鎧塚さんら専門家が審査するコンテストでは、来場
者も作品を試食し、投票。講演会は鎧塚俊彦氏が業界での自身の活動とともにスイーツの魅力を話します。
出演・審査員／ 鎧塚俊彦、中川二郎（「パティスリーキャロリーヌ」オーナーシェフ）、大久保洋子（元実践女子大学教授）、 

コンテスト出場者

鎧塚俊彦

年忘れお笑いらいぶ 4歳 以上

12/15土　□14：00開演　□東大島文化センターレクホール　
□全席自由1,800円　中学生以下1,000円　シニア（60歳以上）1,600円　（当日各200円増）
お待たせいたしました！2年ぶりに年忘れお笑い
らいぶを開催します。年の瀬に「ワッハッハー！」。
大笑いで締めくくりましょう。サイン色紙が当た
る、恒例のおたのしみ抽選会もあります。
出演／ 内海桂子、玉川カルテット、ねづっち、 

M2（益田凡児、森はじめ）、 
くれないぐみ（ちかこ、じゅんこ）

司会／松田洋子 ねづっち玉川カルテット内海桂子

上方落語 九雀亭
11/6火　□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）
桂九雀が東京・亀戸で落語会を開催しています。番組は当日のお楽しみ…。
出演／桂九雀　ゲスト／三遊亭わん丈 桂九雀 三遊亭わん丈

RAKUGOもんすたぁず 6歳 以上

12/2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。素敵なプレゼントがあたるかも!? 抽選会あり。
出演／古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

ティアラマンスリーコンサートVol.205 6歳 以上

「il cuore di musica Grand Christmas Concert」
12/7金　□17：30開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円
器楽、声楽、ピアノソロの3部構成の多彩なプログラムでお届けする il cuore di musica のグランドク
リスマスコンサート。たくさんの曲目と個性的な出演者に会いに来て下さい。きっと忘れられない一夜
になることでしょう！
出演者／関根孝一、清水美緒、飯田浩孝 ほか
曲目／ べートーヴェン：第九（リスト編曲版）、バルトーク：ハンガリー農民組曲、 

バッハ：BWV1020ソナタト短調、ロ短調ミサより「キリストよ、あわれみたまえ」 ほか 関根孝一

谷山浩子コンサート2018 6歳 以上

12/15土　□17：30開演　□江東区文化センターホール　□全席指定5,800円
これまでに40作品以上のオリジナルアルバムをリリースし、その独自性の高い音楽と詩の世界は、根
強いファンに長く支持され続けています。2017年4月にはデビュー45周年を迎え、今なお全国各地
で精力的にライブやイベントをおこなっている谷山浩子による12月恒例のコンサートです。ピアノ
の弾き語りでたっぷりお届けします。 谷山浩子

高石ともや年忘れコンサート2018 6歳 以上

12/15土　□15：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定5,000円
「フォーク・ソングの元祖」とも呼ばれている高石ともや。1966年デビュー、シンガーソングライター
として話題作を発表し続ける一方、マラソンでも活躍を続けている。東京では、唯一カメリアホールで
行われる恒例の年忘れコンサート。お見逃しなく！ 高石ともや

ティアラこうとうアートシネマ上映会 第3回 6歳 以上

「3大テノール 夢のコンサート」
12/16日　□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
3大テノール全31公演のうち、7つの秘蔵のコンサート映像から最も美しい瞬間を集め、魅力を伝えます。
指揮／ズービン・メータ、ジェームズ・レヴァイン、マルコ・アルミリアート
2016製作/ドイツ/英語、伊語、独語ほか/日本語字幕付/スタンダード/90分/配給：T&Kテレフィルム/ⒸMajor Entertainment

Ⓒ Major Entertainment

西山健治プロデュース クリスマスジャズコンサート
～日本ジャズ界の巨匠たちをお迎えして～
12/16日　□15：00開演　□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）
日本ジャズ界の人間国宝的存在である、五十嵐明要（アルトサックス）・原田イサム
（ドラム）・原田忠幸（バリトンサックス） をゲストに迎え、お馴染みのクリスマスナ
ンバーから日本の名曲までお届けします。
出演／トリオ17th：西山健治（トロンボーン）、青木弘武（ピアノ）、ジャンボ小野（ベース） ほか
曲目／ホワイトクリスマス、ブルークリスマス、ワークソング ほか

五十嵐明要 原田イサム 原田忠幸

ふるさとこうとう音楽のつどい Vol.25
12/16日　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席自由1,500円
指揮／土田政昭　合唱／江東区民合唱団
演奏／江東フィルハーモニー管弦楽団　オルガン／内田光音
ソプラノ／鳥海仁子、バスバリトン／狩野賢一　曲目／フォーレ：レクイエム ほか

東京シティ・フィルプレゼンツ
親子で楽しむポピュラーコンサート
12/16日　□11：00開演、13：30開演　□総合区民センターレクホール
□全席自由1,000円　こども（3歳～小学生）500円　※2歳以下ひざ上は無料
0歳から入場OK！クラシックからアニメの曲まで、親子一緒に楽しみましょう。ゲストに東京シティ・バ
レエ団のダンサーも登場します。天井が高く生演奏に最適な会場で、身体いっぱいに音の響きを感じてみ
ませんか。※おむつ替え・授乳コーナーあり。

春風亭小朝プロデュース 新春寄席 小朝・昇太・ナイツ 6歳 以上

2019 1/5土　□15：30開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定4,000円
※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。
毎年恒例の正月落語会。大好評でもう1回の声を多数いただ
いた昨年のメンバーが、再びティアラこうとうに集結しま
す。当ホールお馴染みの話芸の名手春風亭小朝とテレビ・ラ
ジオで大活躍の春風亭昇太、そして漫才界の超人気者ナイツ
という豪華な顔ぶれが今年はどんな笑いを提供してくれる
のか楽しみです。ご家族、ご夫婦、ご友人と思いっきり笑って
ください。初笑いはティアラこうとうで！ 春風亭小朝 春風亭昇太ナイツ

新春寄席 RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演 6歳 以上

2019 1/12土　□13：00開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由2,800円（当日200円増）
2019年は豪華な初笑いでスタート！江東区に馴染み深い落語家・柳家さん喬師
匠をお招きするもんすたぁずスペシャル公演です。
出演／柳家さん喬、古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝 柳家さん喬 古今亭志ん陽　柳家小傳次　柳家燕弥　春風亭三朝

2019, 山崎ハコ LIVE! 「横浜から」 6歳 以上

2019 1/12土　□18：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定5,500円
私は九州から出てきて横浜に住み、そこのコンテストで優勝し、デビューした。まさに「私は横浜か
らデビューした」のである。阿久悠さんの「横浜から」という詞を見た時「歌いたい」と思った。歌い
たいと思う事こそがハコの宝。プロになって44年間、熱く持ち続けている。今年は、デビューした
時の気持ちを甦らせ、新しい宝を持って、歌いに行きます!! 山崎ハコ
出演／山崎ハコ（ヴォーカル、ギター）、安田裕美（ギター）
曲目（予定）／望郷、織江の唄、気分を変えて、縁（えにし）、横浜から ほか 山崎ハコ

國松竜次ソロコンサート2019 ワルツとショーロを弾く part2 6歳 以上

2019 1/27日　□14：30開演　□ティアラこうとう小ホール　
□全席自由3,000円　学生2,000円　（当日各500円増）
古典・ロマン派のワルツ作品やショーロ作品に加え、國松作曲による「エレガントワルツ」や新作を含め
たワルツとショーロを満喫するプログラム。世界中で大衆音楽として愛されてきた様々な作品群をお
楽しみください。
出演／國松竜次（ギター）
曲目／ショティッシュショーロ、ラブワルツ、ワルツ第4番、3つのショリーニョ ほか 國松竜次

東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会 託児 あり 4歳 以上

第33回くるみ割り人形
12/22土・23日 祝・24月 祝
□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　S席5,000円　A席4,500円　B席4,000円
ティアラこうとうの“くるみ”は、東京シティ・バレエ団とオー
ディションで選ばれたこどもたちとの共演が特徴です。プロの
バレエ団とオーケストラ、そしてこどもたちが創り出す夢の世
界を、ご家族そろってお楽しみください。
出演／東京シティ・バレエ団、ティアラくるみの会
指揮／福田一雄　構成・演出・振付／石井清子
管弦楽／ 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
合唱／江東少年少女合唱団

Ⓒ 鹿摩隆司

主な配役 22日・24日 23日
金平糖の女王 清水愛恵 植田穂乃香
コクリューシュ王子 キム・セジョン 濱本泰然
クララ 庄田絢香 石井日奈子

くるみ割り人形 福田建太 吉留諒
ドロッセルマイヤー 青田しげる 黄凱
ねずみの王様 春野雅彦 李悦
※配役および出演者は変更になる場合があります。

東京ブラスソサエティ 第46回クリスマスコンサート ブラスバンドの魅力 6歳 以上

12/7金　□18：30開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席自由2,000円　小・中学生1,000円
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。ブラスバンドの可能性を発揮
する様々な音楽スタイルの曲をお楽しみください。
指揮／山本武雄、三田村健
曲目／テナーホーンとバンドのための「デメルザ」、英国の海の歌による幻想曲、クリスマス・フェスティバル ほか

さくら弦楽四重奏団2018 6歳 以上

12/18火・19水　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円
今回は、ベートーヴェン後期の傑作の第15番と、今年が没後100年にあたるドビュッシーの作
品を取り上げます。師走のひととき、弦の室内楽の響きをお楽しみください。
出演／ 山口裕之（第1ヴァイオリン・東京音楽大学教授）、丹羽道子（第2ヴァイオリン・江東フィル

ハーモニー管弦楽団トレーナー）、臼木麻弥（ヴィオラ・東京シティ・フィルハーモニック
管弦楽団首席奏者）、銅銀久弥（チェロ・NHK交響楽団）

曲目／ ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調 op.10、 
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 op.132 さくら弦楽四重奏団

新春邦楽「和っしょい」 6歳 以上

2019 1/5土　□15：00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）
和楽器の世界をリードする賢者たちがここに集結して伝統と新たな挑戦を披露します。津軽三味
線、和太鼓、民謡…新春をいろどる響きをご堪能ください。語り部として太神楽師の鏡味味千代が皆
様を和の世界へご案内いたします。
出演／廣原武美（津軽三味線）、柿崎竹美（民謡・手踊り）
和太鼓・暁／鷹-TAKA、塚本隼也、近藤玲未、大塚菜生　ナビゲーター／鏡味味千代

THE伝統芸能 よね吉・千五郎ふたり会「笑えない会－Legacy－」 6歳 以上

2019 1/27日　□15：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由4,000円（当日500円増）
笑えるはずの落語と狂言。桂よね吉と茂山千五郎が、大曲・難曲で真剣勝負します。落語
と狂言を合わせた落言（らくげん）では、思う存分、笑いの世界をお楽しみください。
落語「質屋蔵」／桂よね吉　狂言「節分」／茂山千五郎、茂山茂
落言「太郎冠者伝説Ⅱ」（原作／小佐田定雄、脚色／笑えない会）／
桂よね吉、茂山千五郎、茂山茂 ほか 桂よね吉 茂山千五郎
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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 10月10日（水） 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 株式会社マザーズ ☎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 10月10日（水） AM 10：00～ 電話受付開始

201810Ⓡ


