
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。

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

1/31（木）●2/7（木）●2/21（木）●3/7（木）
いずれも第2部（16時～20時）

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。

4
平成30年12月1日（土）
～平成31年3月17日（日）

入学相談会・大学説明会
1/12㈯・2/23㈯
入学相談会10：00～16：30（要予約）
大学説明会13：30～14：00
 15：00～15：30（予約不要）
予約は東京文京学習センターまで
（TEL 03-5935-8688）

放送大学 で検索

03-5395-8688

0120-864-600

30

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

関連イベント
アニメ「百

さ る す べ り

日紅 ～Miss HOKUSAI～」上映会
杉浦日向子の代表作『百日紅』を原作にしたア
ニメ映画です。浮世絵師の葛飾北斎とその娘、
お栄を中心に江戸の風俗や生活を描いた作品
です。日本のみならず、海外でも多くの賞を受
賞しています。上映前にスタッフトークを予定。
時   3/22（金）19：00開演（18：30開場）
場   小劇場　対   200名　￥   800円
申   電話・窓口で（先着順）

企画展「杉浦日向子の視点～江戸へようこそ～」の 
関連イベントとして映画上映会と講座を開催します。

江戸庶民の年中行事再現
初午飾り
常設展示室の江戸の町で「初午飾り」を再
現します。「地口行灯」で町中を飾り、稲荷
社にお供えをします。「地口」とは「洒落」の
こと。祭りを楽しむ長屋のこどもたちの声
が聞こえてきそうな初午の様子をお楽し
みください。
時   1/18（金）～2/11（月・祝） 
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

リバーツアー参加者募集
「芭蕉の旅立ちの地を屋形船で巡る」
今から約300年以上前の元禄2年3月、松尾芭蕉は
江戸の深川から船で千住に渡り、「おくのほそ道」の
旅に出ました。今回は、中川船番所資料館・久染健夫
氏と一緒に、芭蕉記念館を見学した後、屋形船で隅田
川を水上さんぽしながら芭蕉の軌跡をたどります。
時   3/17（日）【1便】9：00～12：00、 
【2便】13：00～16：00
内・申   詳細は2面

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

冬季文学講習会
「江戸庶民と古川柳」受講生募集
江戸時代以降、今なお人びとに人気の高いもうひとつの俳諧、川柳。その成立
と展開、そして句に何が詠み込まれたか、読み解いていきます。
時   2/16～3/9 毎週（土）全4回10：20～12：00　場   会議室　対   38名
￥   3,000円（教材費含む）
師   中村正明（國學院大學文学部日本文学科准教授）
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）・性別を必ず明記ください。

締   1/24（木）必着 ※応募者多数の場合は抽選。結果は郵送で通知。
1 2/16（土） 古川柳と俳諧
2 2/23（土） 懸賞文芸としての川柳
3 3/2（土） 鑑賞(一) -川柳は日本の歴史をどう描いたか-
4 3/9（土） 鑑賞(二) -川柳は江戸の庶民をどう描いたか-

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

参加者募集

受講生募集

資料館で歴史にふれよう
深川江戸資料館東大島文化センター

芭蕉記念館

関連講座 深川を知る
「江戸からの旅人 杉浦日向子の魅力」
漫画家や江戸風俗研究家などの肩書を持つ杉浦日向子さんの仕事や魅力を様々
な角度からご案内します。
時   2/15～3/22 すべて（金） 全5回 14：00～15：30
場   レクホール　対   40名
￥   受講料4,800円、教材費200円（資料代、全5回分）
師・内   別表のとおり　申   電話・窓口で（先着順）

企画展「杉浦日向子の視点～江戸へようこそ～」
時   11/10（日）まで　9：30～17：00（入館は16：30まで）
場   常設展示室企画展示コーナー　￥   観覧料に含む

江東まちのマイスター展
～板金の美～ 岡田板金加工所

「板金」とは、金属の板を曲げたり絞ったりして、
様々な形に加工する技術のこと。今回のマイス
ター展では、手作りの銅板製「折鶴」などを展示し
ます。区内で製作を続ける岡田板金加工所の作
品を通して、匠の技をぜひご堪能ください。
時   1/10（木）～2/17（日）9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
場   2階展示室
￥   観覧料に含む

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

まるっと1日アニメまつり!
「スネ夫」でおなじみ関智一さん登場 こども映画祭

こどもに大人気のアニメ無料上映、江東
区出身の人気声優トークショー、アフレコ
体験など、「映画」を楽しむおまつりです。
●無料上映「かいけつゾロリ」
●声優・関智一さんトークショー
　 「ドラえもん」のスネ夫、「妖怪ウォッチ」の
ウィスパーの声などを演じています。

●キャラなりきり! アフレコ体験
　 本物のアニメに合わせて、セリフを言ってみましょう。
●アニメ作りワークショップ
　 ゲーム感覚で作ったり、基本トレースを体験したりします。

時   2/24（日）11：00～16：00
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

体験教室がいっぱい！
スプリングサンデー

東大島文化センターで活動している様々な
グループが、こどもから大人まで楽しむこと
ができる体験教室を開催します。皆さまのご
参加をお待ちしています。
●ヨガ体験
　 ヨガを通して、心と身体をリフレッシュさせ
てみませんか。
●茶道、書道、絵画、手芸などの体験教室
●町会等による軽食販売
時   2/24（日）10：00～15：00
場   東大島文化センター
内・申   詳細は2面、または区内各センターに設置のチラシ、ホームページをご覧

ください。

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

文化センターまつり
「春のぶんか祭」開催！

こどもから大人まで、地域の皆さまにお楽しみ
いただける様々なイベントを開催します。
● KOTO街かどアーティストによる 
パフォーマンス

● 福島県喜多方市の協力による物産展
● そば打ち体験
● 語学から手芸まで、 
いろいろな一日体験教室 など

予約なしで参加できるイベントもあります。
時   3/3（日）10：00～16：00 ※一部前日開催
場   江東区文化センター
内・申   詳細は2面、または区内各センターに設

置のチラシ、ホームページをご覧ください。

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

古石場文化センター 東大島文化センター 江東区文化センター

Ⓒ2015 原ゆたか／ポプラ社,
映画かいけつゾロリ製作委員会

関智一さん

一日体験教室 こども将棋レベルアップ教室

そば打ち体験

2/24
（日）

2/24
（日）

3/3
（日）

芭蕉庵史跡展望庭園
から見た隅田川

講師：中村正明

Ⓒ2014-2015 杉浦日向子・MS.HS／
「百日紅」製作委員会

1 2/15（金） 杉浦日向子全仕事　講師：末國善己（文芸評論家）

2 3/1（金） 江戸風俗研究家としての杉浦日向子　講師：榎本秋（文芸評論家）

3 3/8（金） 漫画家としての杉浦日向子　講師：夏目房之介（評論家）

4 3/15（金）「百物語」と怪異　講師：東雅夫（アンソロジスト）

5 3/22（金） 杉浦日向子を語る　講師：松田哲夫（編集者） ほか

開催中

銅製の折鶴

「たらいに見かわすかおと顔」
ことわざなどをもじった
洒落が楽しい地口行灯

　区民の皆さま、明けましておめでとうございます。
　年頭にあたり、皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し
上げます。また、常日頃から当財団の運営にご支援、ご協力を
いただき厚く御礼を申し上げます。
　昨年は8月に、東大島文化センターがおよそ1年間の大規模改
修工事を経てリニューアルオープンいたしました。その直後に開
催した各種イベントには、大変多くの皆さまにご来場いただくと
ともに、従前と変わらぬ施設のご利用をいただきありがとうござ
いました。
　また、9月より芭蕉記念館で初めて募集いたしました「芭蕉
庵国際英語俳句大会」には、海外からも多くの投句をいただ
き、合わせて600を超える英語俳句をご応募いただきました。
俳句文化の発信と併せ、世界に向けた「俳聖」松尾芭蕉ゆかり
の江東区のPRとなるよう、引き続き努めてまいります。
　本年は、いよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック競

新年のご挨拶
公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

理事長 谷口 昭生

技大会まで残すところあと1年という節目の年となりますが、
江東区の文化芸術活動の普及・支援・発信を担う本財団にとり
ましても、非常に重要な1年であると認識しております。
　オリンピック・パラリンピックを契機とした多彩な芸術文化
の発信や、区民の皆さまが芸術文化活動に親しめる機会の創
出など、江東区の一層の文化振興に向け、私ども財団の総力を
挙げて推進してまいります。
　また、今後とも、区民の皆さまによりご満足いただける事業
運営と施設運営を旨とし、全職員一丸となって取り組んでま
いります。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

歴史三館ミュージアムカレンダーはお休みします。

区民まつりでの財団ブースには多くの方にお越しいただきました

「アニメ」から「そば打ち」まで…春は楽しいおまつりに出かけよう!

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！

2019

2019年1月10日

あけましておめでとうございます。「平成」最後のお正月、皆さまはどう過ごされましたか?
今年も財団各施設の楽しいイベント情報をお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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ホームページ http://www.san-ai.jp/

「豊洲手作り体験教室」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、同時に体験教室を開催して
います。ぜひご参加ください。
時    1/27（日）10：00～15：00　場   1階ギャラリー
申   当日直接会場へ（先着順）
◆フワフワ、モフモフ動物を作ろう
モフモフ毛皮の羊やアルパカの動物たち。寒い冬
には、うらやましいほどあたたかそう！毛糸やフェ
ルトを使って、ウィンターアニマルを作ろう！
対   どなたでも ※未就学児は保護者同伴 
￥   700円
◆ギフトボックス+メッセージカード
お好みのデザイン・ワードのスタンプを押したり、
パンチやダイで抜いたパーツでDECOしてオリジ
ナルのボックスを作りませんか？
対   どなたでも ※小学3年生以下は保護者同伴
￥   500円

水辺のワークショップ
「エコ絵の具で節分アート」
車のフロントガラスの廃材か
ら作られた絵の具を使ってぬ
り絵をします。ガラスの瓶に描
かれている可愛い絵を塗り、乾
かすと、ステンドグラスのよう
な仕上がりの作品が完成しま
す。絵柄は選べます。
時    2/3（日）10：00～12：00
場   会議室
対   小学生以上20名 
※小学3年生以下は保護者同伴

￥   1,000円（材料費含む）　師   あそびのわとわ
申   電話・窓口で（先着順）

中川船番所周辺散策ツアー
「江東まちのマイスター展 ～板金の美～」
板金で作られた銅製
の折鶴などを展示し
ている「江東まちのマ
イスター展」を観覧し
た後、中川船番所周辺
を散策します。
時    2/3（日）13：30～15：00
場   中川船番所資料館
対   小学生以上15名 
※小学3年生以下は保護者同伴

￥   大人200円、小・中学生80円（観覧料含む）
師   久染健夫（中川船番所資料館） ほか
申   電話・窓口で（先着順）

講座・自主グループ・利用団体成果発表会
時    2/10（日）11：30開演　場   3階第1研修室
出   出演順（予定）
●明星（大正琴） ●ケーナ ワイラ デ砂町（ケーナ）
●砂町民謡同好会 ●合唱団「砂」
●口笛サークル 砂町バンビ ●太極拳亀さんクラブ
●プアナニ髙橋 ハワイアンフラ砂町
●トモ・ダンスサークル（社交ダンス）
●清桃会（太極拳）
●クラブドルフィンズ（キッズダンス）
●ヤング★ハワイアン ●ソウル&ディスコダンシング

「シネフェス」CM上映中！

昨年12/15、16に実施した映画の祭
典「江東シネマフェスティバル」。デ
ジタルハリウッド大学の学生がこの

リバーツアー参加者募集（1面のつづき）
「芭蕉の旅立ちの地を屋形船で巡る」
時    3/17（日） 
【1便】9：00～12：00 【2便】13：00～16：00

「シネフェス」のCMを作ってくれました。CMは
ホームページ、フェイスブックで公開しています。
学生の力作をぜひご覧ください。
https：//www.kcf.or.jp/furuishiba/

小津安二郎紹介展示コーナー臨時休止のお知らせ

1/28（月）～2/3（日）展示替えのため休止します。

場   集合：芭蕉記念館（江東区常盤1-6-3）
　解散： 高橋乗船場（江東区高橋3番地先）
対   小学生以上各50名
￥   大人1,950円、小・中学生1,530円
ガイド   久染健夫（中川船番所資料館）、 

小名木川リバーガイド認定者
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3/17」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   1/25（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
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。

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
団員募集「練習見学会」
ティアラこうとうが主催しているジュニアオーケ
ストラの団員を募集します。東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団の指導のもと、練習に励ん
でいます。練習見学会を開催しますので、お気軽に
ご参加ください。

時    2/23（土）18：00～20：30　場   大ホール
対   小学4年生～大学2年生（小・中学生は保護者同
伴）。原則、参加希望楽器の演奏経験があり、か
つ楽器を持参できる方（見学会は楽器不要）。

￥   無料
内   合奏練習を見学していただきます。休憩中に音
楽監督からのお話と担当者から概要説明を行い
ます。

申   電話・窓口で（先着順）
※ 入団オーディションは3月中に別途行います（無
料）詳細はお問合せください。

後期企画展「歳時記と季語にみる俳句」
ミュージアムトーク
現在会期中の展示を何倍も楽しん
でいただくために、職員が詳しく
解説します。
時    1/26（土）14:00～
場   2階展示室
対   20名
￥   観覧料 
（大人200円、小・中学生50円）に含む
申   電話・窓口で（先着順）

第2土曜日はジュニア俳句教室
時    2/9（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）

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。
講座修了生に、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。
※ 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15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  1/25（金）
※ 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。

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

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 2/7・14・21・28（木） 全4回

時間 14：00～15：30

会場
古石場文化センター

古石場2-13-2 ☎03-5620-0224

〒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 

〒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

フワフワ、モフモフ動物を作ろう

クラブドルフィンズ ソウル&ディスコダンシング

ギフトボックス＋メッセージカード

資信画・半二賛
「あさよさを」句
芭蕉坐像図

〒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 

〒135-0045 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 

こども映画祭 2/24（日）開催（1面のつづき）
☆は0歳から入場可、要チケット（事前申込み・引取り）。1/16（水）10：00～受付開始。第1部、2部ごとにお申込みください。
★は要事前申込み。1/16（水）10：00～電話・窓口で（先着順）。当日の持ち物等はお申込み時にご案内します。

イベント名 時間 対象・定員
【第1部】
映画上映会『かいけつゾロリ うちゅうの勇者たち』
&声優・関智一さんトークショー、アフレコ体験 ☆

※アフレコ体験は小学生以上、当日抽選

13：00
どなたでも各240名

【第2部】声優・関智一さんスペシャルトークショー ☆ 15：00

ゲーム感覚でアニメ作り！コマドリクエスト ★ ①11：00 ②11：45 ③14：25 どなたでも各12組（1～3名）
※小学校低学年以下は保護者同伴

アニメ作りの基本トレース（写し描き）を体験
「動画トレースワークショップ」 11：00～15：00 どなたでも先着100名

※小学校低学年以下は保護者同伴
イベントはすべて無料。各イベントについての詳細はチラシ、ホームページをご覧ください。
協力：東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム

スプリングサンデー 2/24（日）開催（1面のつづき）
★は要事前申込み（先着順）。当日の持ち物等は、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 時間 対象・定員 費用

歌の為のヴォイストレーニング入門
①呼吸法 ②発声 ★

①10：00～11：10 ②11：20～12：30 40歳以上 各回13名
各500円
両方800円

ちりめん細工「傘飾りをつくろう」 ★ ①10：00～12：30 ②12：30～15：00 大人（女性限定） 各回10名 各3,000円

歌って若返り教室 ★ 10：00～11：15 25名 500円

脳と身体を整えるヨガ ★ 10：00～11：30 30名 500円

「こんな教室、あったらいいな」という書道教室 ★
10：00～12：00

10歳以上10名 ※小学生保護者同伴 1,000円

水彩画の描き方を学ぼう！ ★ 5歳以上10名 500円

作ってみよう！
①飛び出すカード ②ジャバラ式絵本 ★

10：00～15：00
①5歳以上20名
②5歳以上 5名

①100円
②200円

アートフラワー「福寿草のぼんさい」 ★ 10：30～15：00 大人7名 500円

茶道1日体験教室 ★
①11：00～11：40 ②12：30～13：10

③13：30～14：10
10歳以上 各回8名 各300円

着付けと半巾帯結び ★
13：00～15：00

中学生以上10名 500円

腹式呼吸法による声の体操教室 ★ 20名 800円

和太鼓体験 ★ ①13：10～14：00 ②14：10～15：00 5歳以上各回8名 各500円

軽食販売 10：00～15：00 なくなり次第終了 実費

春のぶんか祭 3/3（日）開催（1面のつづき） ※一部2日（土）開催。
要事前申込み（先着順）。当日の持ち物等は申込み時にご案内します。小学2年生以下は保護者同伴でご参加ください。

イベント名 時間 対象・定員 費用

福島県喜多方市 そば打ち体験
2日、3日とも
10：00～14：30

（各日1時間半ごと）

両日とも1回につき
小学生以上１組3名まで

各回2組

1組
2,500円

喜多方市 雄国根曲がり竹細工体験
【A】おしぼり入れ 【B】かご

2日、3日とも
①10：00～12：00
②13：00～15：00

小学生以上各回２名
（保護者同伴可）

【Ａ】1,500円
【Ｂ】2,500円

ハーバリウムワークショップ
①10：00～11：00
②11：00～12：00

小学生以上各回 ６名 1,000円

英語で学ぶ著名人のスピーチ 10：00～11：00 大人20名 100円

パッチワークで作るシャツ型ティッシュケース 10：00～12：00 大人または親子 10名 800円

凸凹絵の具で描くディンプルアートにチャレンジ
①13：00～14：00
②14：30～15：30

5歳以上 各回6名 1,000円

こども習字
①14：00～14：45
②15：00～15：45

年長～小学３年生の
初心者 各回8名

200円

香りを楽しみながらセルフケア 14：00～15：00 中学生以上15名 500円

墨画で描く短冊・色紙 14：00～16：00 大人5名 500円

コーラス体験教室（大人コース、小学生コース）
①10：00～10：45
②11：00～11：45

①大人20名
②小学生20名

無料初心者パソコン教室「Wordでメッセージカードを作ろう」 10：00～12：00 高校生以上 10名

オカリナ一日体験教室
①10：00～11：00
②11：00～12：00

中学生以上 各回8名

上記のほか、●歌声喫茶「ともしび」がやってくる ●買う前に知りたい！はじめてのスマホ体験 ●タイルアートでワクワクコースター作
り ●ヴォイストレーニング＆Ｊ-ＰＯＰの名曲を歌おう！ ●消しゴムはんこ体験 ●マジック教室 ●レベルアップ！こども将棋教室 な
ど、多彩なメニューをご用意。詳細はホームページ、区内各文化センターに設置のパンフレットをご覧ください。

便 航路

1・2便
ともに

芭蕉記念館（集合・見学）→徒歩にて芭蕉庵史跡展望庭
園（見学）→高橋乗船場（乗船）→隅田川→千住大橋周
辺→高橋乗船場（下船後・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。

〒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

作品見本

〒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 

伝統芸能・伝統工芸公開
￥   観覧料に含む
◆長屋の江戸小歌
常設展示室の長屋にある、
三味線の師匠・おしづさん
の家で、小歌の稽古風景を
再現します。
時    1/27（日） 
14：00～15：00

場   常設展示室おしづの家
出   江戸小歌市太郎一門
◆江戸庶民の語り物 新内流し
切々とした哀調を特色とし、
唄も三味線も泣くように弾き
語り、江戸庶民の語り物とし
て親しまれた新内節をお楽し
みください。
時    2/9（土）14：00～15：00

場   常設展示室火の見櫓前　出   新内多賀太夫ほか
◆「べっ甲細工」
べっ甲とは、タイマイという海亀の甲羅から作ら
れるものです。べっ甲細工は奈良時代に日本にも
たらされ、江戸時代には大名などを中心にかんざ
しや櫛などの装飾品として作られました。その技
を間近でご覧いただきます。
時    2/17（日）13：30～15：30
場   常設展示室企画展示コーナー前　出   磯貝剛

着物DE江戸の町

レンタル着物を着て常設展
示室を見学してみませんか。
江戸情緒を味わいながらご
見学ください。着付けにはお
一人20分程かかります。
時    2/2（土）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

「花、花、花を集めて、風呂敷」展

「花」をテーマに、風呂敷
が大集合。木綿古布収集
家・豊田満夫氏所蔵の花
の風呂敷、約70点を紹介
します。さらに、ふろしき
研究会による、ふろしき
を使った、花やお雛様の
ように見える立体的な作品も展示します。また、研
究会会員がレクチャーする風呂敷包み体験コー
ナーも開催します。
時    2/9（土）～11（月・祝）9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
　※初日は13：00～、最終日は16：00まで
場   レクホール
￥   観覧料に含む

〒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

第14回 のらくろマンガ賞授賞式・展示会

国内はもちろん、海外からも含め326点のご応募
をいただきありがとうございました。
審査会で決定した各賞の授賞式と全応募作品の展
示会を開催します。ユーモアあふれる作品が勢揃
いです。ぜひお越しください。
◆授賞式
審査員による作品講評
も行います。どなたでも
ご参加いただけます。
時    1/20（日）14：00～
場   多目的ホール
￥   無料
申   当日直接会場へ
◆作品展示会
今回の全応募作品、歴代の大賞受賞作品を展示し
ます。
時    開催中～1/20（日）9：00～21：00
場   展示ロビー

「田河水泡・のらくろ館」マンガ特別展
山根青鬼一門会 ～オニンピック～
のらくろトリオの一
人、山根青鬼氏を慕う
プロのマンガ家たちで
結成された「山根青鬼
一門会」。その“門下生”
たちが2020年の東京
オリンピック・パラリ
ンピック開催を記念
して、『鬼』による珍ス

第11回 江東区長杯 こども将棋大会結果報告

12/9（日）将棋好きの小・中
学生196名が寒さを吹きと
ばす熱い接戦を繰り広げま
した。見事に、最上位のクラ
スで優勝し、江東区長杯を手
にしたのは、荒

あら

木
き

周
しゅう

惺
せい

さん
（小学4年）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！

「せっかく学んだことを覚えてくれない」を解決す
るために「学習者に本当に必要なことは何か？」を
テーマに、学習者が日本語を使えるようになって
いく過程を一緒に考えてみましょう。

ポーツを考案。どんなスポーツが飛び出すかご期
待ください。
時    1/26（土）～2/11（月・祝）9：00～21：00
　※2/4（月）は休館日
場   展示ロビー　￥   無料
◆関連イベント開催
山根青鬼一門会メ
ンバーによる似顔絵
コーナーや漫画教室
（鬼の描き方）を開催
します。
時    2/3（日） 
13：30～15：00

場   展示ロビー
￥   漫画教室無料、似顔絵1,000円
申   当日直接会場へ

森下ものづくりカフェ参加者募集
可愛いお雛様の絵付け
2月のものづくりカ
フェは、桃の節句を
迎えるための可愛ら
しいお雛様を作りま
す。張り子に日本画
に用いる顔彩で楽し
く絵付けします。見本があるので難しくありません。
愛情を込めてたった一つのお雛様を作ってみま
しょう。小さなお雛様はリビングに飾りやすく春
の室礼にぴったりです。
ご希望の方には屏風と木製黒塗飾台を実費でお分
けします。
時    2/3（日）10：00～　場   エントランス
対   8名　￥   2,500円
師   高橋和子（日本絵手紙協会公認講師）
申   電話・窓口で（先着順）

時    2/23（土）10：00～11：40　場   第1・2研修室
対   外国人へ日本語指導支援をしている方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）　締   1/24（木）

江東区英語会話力認定者協会（ESVA）会員募集

文化センター「はじめての英会話」講師や小学校
での英語授業などのボランティア活動をしていま
す。あなたの英語会話力を活かしてみませんか。
対    TOEIC®800点以上または英検準1級以上で江
東区在住、Eメール（添付ファイルを含む）で連
絡ができる方。

申   Eメールで、kotoesva2013@gmail.com へ。
お問合せも上記メールアドレスへ。

※ 2/3（日）午前に説明会を予定しています。お申
込みいただいた方には詳細をご連絡します。

締   1/31（木）

〒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 

ふろしき（山口蓬春画）

昨年の授賞式の様子

作品見本

〒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 

江東区長杯を手にした
荒木周惺さん（江戸川区立松本小）

2月の季語：節分、梅、薄氷など

昨年の森下フェスティバルの様子

前回の散策風景

江戸小歌市太郎一門

新内流し
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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

（風はいま光のつばさ雪解川　雪枝）

明るい俳句会 ☎3645-0417 三上・宛

■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

■絵手紙福包の会 ヘタでいい、ヘタが

いい 初心者歓迎 時□第1水曜日 13:00

～15:30 場□(亀) ￥□8,500円（6ヵ月）

☎3682-0458・080-1191-0481 保坂

■ 王嬋墨彩塾 時 場□□1/11・2/8㈮(文)

1/16・2/20 ㈬ (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

　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

■自彊術教室 健康と美容に最適なスト

レッチ体操 時□㈪13時・15時、㈭19時

場□(文)、時□㈬19時半 場□三好、時□㈮10時

場□ (森) 月□3 ,000円 ☎3649 -2352 有賀

■太極拳葦の会 時□原則毎週㈰10時

～11時半 場 □ (亀) 6F和室 月□2 ,500円

いつでもどこでも誰でもできる太極拳

をしましょう。年齢問いません。

e  taikyokukenn_shirai@yahoo.co.jp

☎090-3595-0089 白井

■頭痛撃退ストレッチ 時□㈯・㈰ 9時～

20時 場□南砂4丁目 ￥□ 一回1,000円

頭痛に耐えてませんか。「1分でおさ

まる」ストレッチを実践しましょう

☎050-5329-5204

e  jpy8888@icloud.com

　ダンス

イ□初級講習会 時□1/13 ㈰10時～12時

W・C の基本、13時～16時親睦ダンス

パーティー 場□ (文)レク ￥□各1,000円

菓子・飲物あり、W・T・C・Rのトライアル

あり。江東区ダンススポーツ連盟

☎3647-5944 高橋

イ□T&K新年ダンスの集い 時□1/20 ㈰

18:40～21:00 場□ (豊)レク ￥□1 ,000円

ミキシング・トライアル。お茶と菓子

☎080-8828-5698 トヨスダンス（植田）

イ□水仙午後のパーティー 時□2/11㈷13

～16時 場□ (東) ￥□700円 ドリンク茶菓子

付 1人参加自由 ☎3644-4915 袋谷

■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

■社交ダンス初級初心 時□㈭10～12時

場□(総)6Fサブレク 入□1,000円 月□3,600円

何才からでも必ず踊れるようになり

ます。認知症予防にも効果大です。

レッスンの合間にお茶休憩あり。

☎080-3252-9131 木曜会

■ 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

■花英流日本舞踊・新舞踊 場□自宅

江東区南砂5-4 -6 ☎3648 -7171 花英

■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、

16:45、20:00 場□(文)亀戸7 対□5才～大人

男女 ￥□チケット3回3,800円 入□無 ※(東)

Lesson希望者募集 ☎080-2002-5775

e  dance.association.1965@gmail.com

■ヒップホップジャズ 大人のクラス

体力を上げアンチエイジングをめざ

す 時□㈮9:15経験者、10:45基礎 無料

体験有 場□ (砂) ☎090 -4736 -2237 前川

■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・2

年、16:50 健康 無料体験有 場□東大島 

入会随時発表会デビューしようファイト。

いつもダンス ☎090 -5441 -9818 川上

■ストレッチ・モダンバレエ 無料体験

有・要予約 時□㈬  ㈮ ㈯ ㈰10:30、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 ※ピラティス大人男女受講の方

空枠アリ ☎080-2002-5775

　趣味

イ□和布の小物教室 時□1/10㈭午前10

時～12時 場□総合区民センター 

お気軽にご参加下さい。☎3645-7581

イ□型紙いらずの着物リメイク体験 時□
1/11㈮・19㈯14:00～16:00 場□(文)3F研

修室 洋裁の苦手な人大歓迎 ☎FAX

3645-7581 e  oinuma@ka.baynet.ne.jp

■着付サークル花衣 時□1/22㈫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人で美しく、楽に、早く

着てみませんか。☎3646 -3244 野村

■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

■手づくり石けん教室 時□毎週㈫10～

12時 場□門前仲町5分自宅 ￥□3 ,500円

（材料費込み）マルセイユ石けんを作り

ます。一般的な大きさの石けん約5個

ほどを持ち帰れます。e  anoteconote

@gmail.com ☎080-8818-5884 石塚

■押し花芸術額絵作り会員募集中 !

中を真空にして永久保存できます 時□
毎月第2 ㈭13:00～17:00 場□(亀) 月□1,500

円 ☎090 -3145 -8886 鈴蘭の会 鈴木

■和裁教室 初心者歓迎教材自由 時□㈬

か ㈯10時～12時月3回 場□(総) 入□2,000

円 月□3,500円見学可 ☎3640-4196 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□㈫・㈮ 場□ (総)、時□㈪ 場□平野2

入□3,000円 月□4,000円 ☎080-3011-3498

　音楽

■健康カラオケ 明るく楽しく元気よく

練習をしてます体験無料 時□月～日 12

～21時場□亀戸駅1分￥□1回2,000円歌

いながら上達しましょう☎3636 -6772

■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

■やさしいピアノ教室 子供～大人大

歓迎。 場□千石2 ☎3649 -2838 松本

■ピアノ個人教師 ピアノを弾いた事が

なくても楽譜が読めなくても大丈夫。

どなたでもお好きな曲を楽しくお稽古

しませんか。お気軽にご連絡下さい。

国立音大卒 場□門前仲町徒歩1分

☎3643-7376 柴木世紀子

■「大人のピアノ同好会」会員募集 40歳

以上のクラシックピアノ愛好家の会で

す。練習会・発表会を開催。場□ (豊) (テ)

e  playground.op1@gmail.com 

HP www.playground-jp.net

■太田ヒロドラム教室（吉幾三バンド

ドラマー） 基礎からやりたい曲まで

マンツーマン 1 時間 3 回 ￥□10 ,000円

時□10～22時 場□門前仲町SOSスタジオ

初心者から親父バンドまで ☎5245-3777

■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

■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

らカラオケ等御指導。演歌～POPS。

年令経験不問。夜間有体験可 場□(テ) (森)

☎6318-0360 電話受付は平日9～18時

■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

　学習

■初心者おとなの英会話※ 場□ (森) (豊)大

島ネイティブ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 子供3才から やさしい英会

話、英検 月□6 ,500円「グローリーアカ

デミー」でgoogle検索 ☎3684 -2945

■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

■ジェイムス英会話サークル 時□毎週

木曜日18:30～20:30 場□亀戸カメリ

アプラザ9F 月□5 ,000円 対□米国人教

師による初級～英会話 見学無料

☎090-2309-8498 渡辺

■しゃべる英語 苦手な貴女も話せる様

に。時□㈭昼・夕場□東陽 月□6 ,000円3回

～ 各70分3～4人迄 ☎090-1127-1141

■時事問題を英語で討論 時□㈪19:00～

21:00 場□江東区産業会館 月□約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□
1/18㈮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□1/24㈭10～12

時 場□(豊)8F 入場無料 途中入退場OK 主

題は「夫婦間での不安や悩み」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

スポーツ・健康

芸術

ダンス

学習

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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（株）全国仲人連合会　　 亀戸駅前支部
◇創業1970年の実績◇経済産業省の指導に基づく結婚相談所◇

■初婚・再婚可■ご親族様からのご相談可■幅広い年齢層に対応■
■インターネットに個人情報の登録を行わないコースも完備■

☎03-5626-7404
※先着順受付にて定期開催しております。まずは

お気軽にお電話を!

無料結婚相談会
会場江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ内）

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。

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

スクエアダンスを踊ってみませんか。
アメリカ生まれの8人で踊る、歩くだけの知的なゲームの
ようなダンスです。動きやすい服装と靴でお出かけください。

問い合わせ：小野03-3878-0469
主催：東京ベイスクエアダンスクラブ

★無料見学体験会　会場：富岡区民館（予定）
　日時：1月5・12・19・26日（土）18：30～20：40
★初心者講習会　会場：富岡区民館（予定）
　開始：2月2日（土）18：30～20：40
　期間：5か月間　講習代：6,000円

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

1/19（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

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。

リトミック新学期
0歳～3歳新クラス
体験受付中 !

当財団が管理運営を行っている施設予約システム利用者登録は、3年に一度登録更新の手続きが必要です。
既に対象の代表者の方にはご案内をお送りしています。引き続き施設予約システムのご利用を希望される方は、期日までに財団各施設の窓口でお手続きく
ださい。※郵送、FAXでの手続きはできません。
【対象】  登録番号（8桁）の先頭番号が1の方 （例）10012345
【有効期間および更新手続期間】  2019年3月31日（日）まで
※更新手続きを行わなかった場合、4月1日（月）以降サービスが利用できません。
●WEB予約・予約確認　●自動抽選のエントリー　●抽選結果確認　など、WEB上で行える各種機能

【問合せ】 江東区文化コミュニティ財団 管理課 〒135-0016 江東区東陽4-11-3 ☎03-3644-8119（土・日・祝日を除く9：00～17：00まで） FAX.03-3646-8369

● 施設予約システム利用者登録更新手続きはお済みですか? ●

設置場所・台数
●江東区文化センター（東陽4-11-3）・3台 ●深川江戸資料館（白河1-3-28）・1台
●森下文化センター（森下3-12-17）・2台 ●芭蕉記念館（常盤1-6-3）・1台
●古石場文化センター（古石場2-13-2）・2台

応募資格および要件 ①江東区内に事業所があること　②必要な条件を満たしていること
事業者の決定方法 プロポーザル方式による（結果通知は2月下旬）
応募手続き 応募届等必要書類一式を、財団事務局管理課に持参。
受付 1/10（木）～24（木）9：00～17：00まで ※土・日・祝を除く

お申込み・お問合せ 江東区文化コミュニティ財団事務局管理課（江東区文化センター内）
自動販売機管理運営事業者募集担当 ☎03-3644-8119

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団
自動販売機による清涼飲料水の
販売管理運営事業者募集

2019年4月から2021年3月までの運営事業者を募集します。
運営条件等の詳細は募集要項でご確認ください。募集要項は、
ホームページ（https://www.kcf.or.jp）からダウンロードする
か、財団事務局管理課にてお受け取りください。

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 非常勤嘱託員（一般事務）募集
職種 一般事務 選考方法 書類審査及び面接（応募多数の場合、書類審査合格者のみ面接）

募集人数 2名程度 選考日時 2019年2月16日（土） 時間等詳細は、後日受験者に郵送にて連絡

雇用形態 嘱託員（非常勤） 勤務地 財団管理運営施設（区内文化センター、資料館等）

応募資格 ①高校卒業と同程度の学力を有する人 ②パソコンの基本操作ができること

期間 2019年4月から2020年3月まで（1年間） ※更新可（条件・審査あり）、65歳定年

勤務 月15日間、1日7時間45分、変則勤務（①8：30～17：15 ②13：15～22：00）、土日祝の勤務あり

報酬月額 166,700円程度（交通費別途支給） ※2018年度報酬月額（参考）

応募手続き ①自筆履歴書（3か月以内撮影の写真を添付） ②自筆志望動機書（A4原稿用紙横書き、800字程度） ①・②の書類を郵送または持参

受付 2019年1月10日（木）～1月25日（金）（消印有効）※問合せ・受付時間は、9：00～17：00（土日祝除く）

お申込み
江東区文化コミュニティ財団管理課 非常勤職員採用担当
〒135-0016 江東区東陽4-11-3（江東区文化センター内） ☎03-3644-8119

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 ☆

新春華展 江東区茶華道会 主 1/13（日）～16（水） 9：00 17：00

平成30年度江東区立小学校特別支援学級連合展覧会 1/18(金)～22(火) 9：00 12：45

水彩画教室「四季の会」展 1/23(水)～27(日) 11：00 15：30

第47回江東さざんかクラブ作品展 1/30(水)～2/1(金) 9：00 13：00

第37回障害者作品展 2/6(水)～8(金) 9：00 15：00

佐藤かつひろ写真展・佐藤芳子パネルシアターイラスト展 2/9(土)～15(金) 16：00 16：00

森下文化センター
展示ロビー ★

第14回のらくろマンガ賞作品展示会 主 （開催中）～1/20（日） － 21：00

マンガ特別展「山根青鬼一門会～オニンピック～」 1/26（土）～2/11（月・祝） 9：00 21：00

古石場文化センター
展示ロビー ★ 築山秀夫・小津コレクション展「世界のOZU」 主 （開催中）～1/27(日） － 21：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

あたらしいアートな展示「オト・イロ・ヒカリ」をおこないます。 （開催中）～1/14（月・祝） － 14：00

ギャラリー活性化事業　外国人のための日本文化体験 主 1/19（土） 14：00 16：00

PANDA Bilingual College Art 1/20(日)～26（土） 13：00 17：00

合同成果作品展 ※団体毎に会期が異なります。詳細はお問合せください。 2/2（土）～3/1（金） 13：00 15：00

亀戸文化センター
1階展示ロビー☆ 彩のある季節の展示～冬～ 1/24（木）～30（水） 9：00 21：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

第23回迎春展 主 （開催中）～1/17（木） － 21：00

江東の街を描く会展 1/17（木）～23（水） 13：00 16：00

総合区民センター
展示ホール ☆

大島地区子ども会連合会　席書会 1/19（土）～20（日） 10：00 18：00

江東区立小学校教育研究会図工部「江遊会」 2/2（土）～6（水） 11：00 17：00

平成30年度江東区中学校特別支援学級 合同展覧会 2/9（土）～13（水） 9：00 14：00

□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322回
2/16（土）
14：00開演

指揮／下野竜也　ヴァイオリン／南紫音
曲目／ オッフェンバック：喜歌劇「天国と地獄」序曲、 

シェーンベルク：ヴァイオリン協奏曲 作品36、スッペ：序曲「ウィーンの朝、昼、晩」、 
喜歌劇「怪盗団」序曲、喜歌劇「美しいガラティア」序曲、喜歌劇「軽騎兵」序曲

第323回
3/16（土）
14：00開演

指揮／高関健　ピアノ／小山実稚恵
曲目／ コダーイ：ガランタ舞曲、バルトーク：ピアノ協奏曲第2番、 

コダーイ：ハンガリー民謡「孔雀が飛んだ」による変奏曲

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

1/11（金） 出演／新村尚子（クラリネット）、北野公恵（ピアノ）

1/18（金） 出演／仲谷由起子（ピアノ）、阪森裕子（琴）

1/25（金） 出演／ 五箇恵美子（ソプラノ）、 古市尚子（メゾソプラノ）、本村佳子（ピアノ）

2/8（金） 出演／西村祐美子（ソプラノ）、森嶋奏帆（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

2/5（火）
「いつかどこかで聴いた懐かしい曲をお届け致します」
出演／イノコとノンクンプラス1
曲目（予定）／テネシーワルツ、ディズニーメドレー ほか

下野竜也 南紫音 高関健 小山実稚恵
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江東区保育園就職フェア in Koto

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

今月の上映作品

瞼の母（昭和37年／83分） 【35ミリフィルム上映】 6歳 以上

1/26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）
長谷川伸の原作を「リアリズムとローアングルの様式美を追い求めた名匠」として知られる加
藤泰が脚色・監督した人情時代劇。母と子の再会の場面を、加藤監督は長回しで丹念にそして
情感たっぷりに描いている。
監督／加藤泰　出演／中村錦之助、松方弘樹 「瞼の母」 Ⓒ 東映

上映スケジュール

日程 作品名
1/26（土） 瞼の母 （35mmフィルム上映）
2/23（土） たそがれ清兵衛
3/23（土） ひとりぼっちの二人だが

※会員特典など詳細はお問合せください。

□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1,600円（全3回分）

ご入会いただくと嬉しい特典があります。

「ひとりぼっちの二人だが」 
Ⓒ 日活

●ご招待
3/3日  舞踊作家協会連続公演第203回 親子で楽しむ創作ダンス鑑賞 

踊る絵本「かいじゅうたちのいるところ」 【親子20組40名様をご招待】 3歳 以上

こどもも大人も楽しめる絵本。その絵本からダンスがあふれ出す。
この機会にお子様とご一緒に絵本の素晴らしさを再発見されてはいかがでしょうか。
※1/25（金）よりチケット新発売 3,000円
□ティアラこうとう小ホール　□16：00開演　□全席自由
出演／真島恵理、鈴木優美、花柳かしほ、若葉紀美子、スティーブン・シーゲル ほか　芸術監督／真島恵理
申込み／ 往復はがきに ①氏名 ②住所 ③電話番号を記入の上、 

〒135-0002 江東区住吉2-28-36 ティアラこうとう「踊る絵本」係までご応募ください。
締切り／1/20（日）消印有効 ※申込多数の場合は抽選

2019年度シーズンのラインナップが決定！全4公演がセットになったティアラこうとう定期演奏会年間シリーズ券は、 
1公演ずつ購入するよりも40％OFF！！この機会にぜひお求めください。
□ティアラこうとう大ホール　□15：00開演　□全席指定　S席8,400円　A席7,200円　B席6,000円

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 2019年度ティアラこうとう定期演奏会
年間シリーズ券発売のご案内 6歳 以上  託児 あり

5/11（土）
第57回

指揮／高関健　ソプラノ／中江早希　合唱／東京シティ・フィル・コーア　合唱指揮／藤丸崇浩
曲目／ プーランク：スターバト・マーテル、サン=サーンス：交響詩「死の舞踏」、 

フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」、ビゼー：劇付随音楽「アルルの女」組曲第2番

7/6（土）
第58回

指揮／飯守泰次郎　ピアノ／藤田真央
曲目／ ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調「英雄」 ほか

11/30（土）
第59回

指揮／角田鋼亮　ヴァイオリン／辻彩奈
曲目／ マスネ：組曲第4番「絵のような風景」、プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調、 

ムソルグスキー（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」

2020 2/1（土）
第60回

指揮／高関健　ソリスト／調整中
曲目／ ベルリオーズ：幻想交響曲 ほか

2/24（日） 開催 カメリアホール公演「影法師 in 東京」関連イベント 影法師物産展
影法師は歌によるメッセージの発信とともに、地元山形県長井市に伝わる在来作物や新野菜振興の中心と
なって活動しています。今回は、コンサート開催に合わせて、影法師メンバーが生産に携わっている個性的
な農産物と農産加工品の販売を行います。お気軽にご来場ください。
時  2/24（日）12：30～17：00　場  亀戸文化センター2階大研修室　
内   お米販売（「さわのはな」、「つや姫」、「さちわたし」、「雪若丸」）、日本酒販売（「鄙（ひな）の影法師」）、新野菜
「行者菜」・「花作大根の漬物」販売、影法師のCD販売 ほか

発売中の公演
1/18金
19：00開演

 豊洲フレッシュアーティストサポート公演2019 ニューイヤークラシックコンサート 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1,000円

1/19土
11：00開演

 第2回 第6研修室から奏でるMyコンサート「まほうのふえ」 残席わずか

□東大島文化センター第6研修室　□全席自由500円 ※0歳から入場可、中学生以下は無料

1/26土
14：30開演

 第3回 東大島亭 志の太郎＆けい木 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） ※全席椅子席

1/26土
17：00開演

 林家たい平独演会 6歳 以上

□森下文化センター多目的ホール　□全席自由3,500円（当日300円増）

2019
 1/26土・27日
26日16：00開演
27日15：00開演

 第38回 江東オペラ 歌劇「こうもり」公演 原語上演字幕付 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

1/27日
15：00開演

 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

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由4,000円（当日500円増）

2/1金
19：00開演

 舞踊作家協会 連続公演第202回 「1
ワン

 to 3
スリー

」 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円

2/3日
11：00/14：00開演

 0歳からの歌とピアノのコンサート&親子あそびとまなびの講座
□亀戸文化センター大研修室　 □全席自由1,500円　こども（3歳～小学生）500円 

※2歳以下は無料。マット席・椅子席あり。

2/3日
15：00開演

 サーカス40周年コンサート ～We Love Harmony ! ～ 6歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定4,000円

2/8金
19：00開演

 ティアラマンスリーコンサートVol.206 「バレンタインコンサート愛の調べ」 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由2,000円

2/9土
13：00開演

 江東子ども劇場鑑賞会 おとぎの国のゆうびん屋さん
□ティアラこうとう中会議室　□全席自由1,500円　こども（3歳～小学生）1,200円 ※2歳以下は無料

2/9土
15：00開演

 ティアラ・クラシックス2019 米津真浩 ピアノ名曲×迷曲コンサート 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円

2/10日
14：00開演

 第12回 江東バンドFESTIVAL 粋でイナセないいバンド！
□江東区文化センターホール　□全席自由1,000円　小学生以下500円

2/10日
16：00開演

 新春下町ライブ なかの綾 昭和歌謡ショー 6歳 以上

□森下文化センター多目的ホール　□全席自由3,000円

2/12火
19：00開演

 砂町文化亭「柳家小三治・柳家小里ん二人会」 6歳 以上

□砂町文化センター3階研修室　□全席指定3,800円　シニア（60歳以上）3,500円（当日各200円増）

2/16土
14：30開演

木村大 ギターコンサート vol.3  ゲスト：アンドリュー・ヨーク（ギター） 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定4,500円（当日500円増）

2/22金
12：00開演

 ティアラ ワンコインコンサート2019 東京シティ・フィルPresents 4歳 以上

Kou×Misiya プロデュース ミニオーケストラコンサート
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由500円

2/22金
18：30開演

 寄席 都笑亭 Vol.120 スペシャル 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1,000円（当日500円増）

2/22金
19：00開演

 THE伝統芸能 柳家さん喬独演会 6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席指定3,500円

2/24日
11：30開演

 人形劇団プーク 「もりのへなそうる／はる・なつ・あき・ふゆ－森の四季－」
□森下文化センター多目的ホール　□全席自由1,000円　こども（3歳～小学生）500円　親子ペア1,300円

2/24日
14：00開演

 影法師結成45周年記念 影法師 in 東京 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

3/1金
19：00開演

 THE伝統芸能 はせみきた 和太鼓コンサート2019 「幻想風景曲集vol.2 『風の章』」 4歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席指定4,000円（当日500円増）

3/2土・3日
2日 17：00開演
3日 14：00開演

 東京シティ・バレエ団「トリプル・ビル」 SS席完売  5歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　 SS席6,000円　S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円 
当日学生席1,500円

3/3日
16：00開演

 ちゅるのたけし音楽会
□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

3/10日
15：00開演

Fazioli創立10周年記念 オンラインピアノコンクール入賞者コンサート 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　□全席自由2,000円（当日500円増）

3/16土
15：00開演

 シリーズ第8弾! 江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～純愛篇～」
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定4,000円　小学生以下2,000円

3/24日
14：00開演

 東京シティ・フィル&ティアラこうとうジュニアオーケストラ オーケストラの日2019スペシャルコンサート 4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定500円

完 売

かめいどらぼ2019 朗読劇 近松門左衛門 作 角田光代 翻案「曽根崎心中」 6歳 以上

2/17日　□15：00開演
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定800円
亀戸文化センターが開館当初から企画・制作している参加型の舞台創作
事業「かめいどらぼ」。様々な世代の出演者が交流し、協力しながら一つの
舞台を創ってきました。熱い舞台をぜひご覧ください。
演出／菅原道則
出演／ オーディション合格者13名（50音順）蒼井あん、伊藤啓子、太田真理子、柿崎園子、片山由紀子、さくら、砂町六太、 

塚本美弥子、永久夢乃、中村千栄子、原則子、宮澤和子、米倉美智子
ボランティアスタッフ／蓮沼エツ江、望月清香　着付協力／小藤会、久保田静枝

ティアラマンスリーコンサートVol.207 6歳 以上

「穂積磨矢子～春の風にのり期待の若手歌手と共に贈る～ あったかいんだからコンサート第3弾」
3/8金　□18：30開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円
穗積磨矢子が永年一緒に若手指導をしてきた川井夫妻と、選りすぐりの活躍中の歌手と共に繰り広げるバ
ラエティにとんだ歌の世界に誘います。どうぞおたのしみください。
出演／ 穂積磨矢子（ソプラノ）、川井彩子（ピアノ）、川井順一（バリトン）、下川慶子（ソプラノ）、 

中原沙織（ソプラノ）、佐藤圭（テノール）、島田市少年少女合唱団
曲名／歌劇「トスカ」より「歌に生き愛に生き」、歌劇「夕鶴」、「花占い」、「メモリー」、「グラナダ」 ほか 穂積磨矢子

第4回 東大島亭 三遊亭わん丈独演会 6歳 以上

3/9土　□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）
東大島文化センターの和室（全席椅子席）で楽しむ落語、「東大島亭」。第4回は、今ホットな若手・三遊亭わん
丈による、新作初演ありの完全独演会！渾身のわん丈落語フルコースをお楽しみください。
出演／三遊亭わん丈 三遊亭わん丈

野村萬斎 狂言の夕べ 江東公演 6歳 以上

4/17水　□19：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定5,500円
狂言師 野村萬斎 ティアラこうとうに登場！肩の力を抜いて楽しむ600年の伝統芸能「狂言」！ 
出演者の分かり易く丁寧な解説により表現の奥深さに触れ、演目へと導かれます。  
出演／野村萬斎、石田幸雄 ほか　解説／深田博治　演目／佐渡狐、棒縛 野村萬斎 演目「棒縛」

日本音楽家ユニオン ビッグバンドとラテンバンドの饗宴 6歳 以上

3/19火　□19：00開演　□森下文化センター多目的ホール
□全席自由2,700円（1ドリンク付） ※当日300円増
音楽家の社会的・経済的地位向上のため活動を続けてい
る、日本音楽家ユニオン。3月19日を「ミュージックの日」
とし、この日を中心に全国でコンサートを開催していま
す。ラテンとジャズの珠玉の名曲をお楽しみください。
出演／オルケスタ・デ・ラ・マドゥルガーダ、角田健一ビッグバンド
曲目（予定）／エル・クンバンチェロ、オエ・コモ・バ、A列車で行こう、ムーンライト・セレナーデ ほか

オルケスタ・デ・ラ・マドゥルガーダ 角田健一ビッグバンド

ふれあいこどもまつり ミュージカル「人魚姫」
3/24日　□11：00開演、14：30開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定2,500円（当日300円増） ※2歳以下ひざ上は無料
今年で15年目をむかえる「ふれあいこどもまつり」。都内6会場で開催され、舞台公演、ワークショップなどさまざまな催し
を行います。その一つとして開催する、ミュージカル「人魚姫」。アンデルセン原作の有名な童話を1949年創立の劇団東少
が素敵なミュージカルに創り上げました。親と子だけに限らず、すべての世代に観ていただきたい公演です。
演出／源紀　音楽／塩谷翔　主演／安達星来　出演／正木慎也、小野田侑歌、井上龍哉、菅原聡史、中村ひろみ ほか

深川とっくり座公演47回目 丹青の「仇討ち屋 －誉田屋の巻－」
3/29金・30土・31日　□29日19：00開演　30日14：00開演、19：00開演　31日14：00開演
□深川江戸資料館小劇場　□全席自由3,000円（当日500円増）　中学・高校生2,000円　小学生以下1,500円
義理と人情、笑いと涙。江戸情緒あふれる舞台を繰り広げる「深川とっくり座」の47回目公演
は丹青の「仇討ち屋 －誉田屋の巻－」。“身分違いの二人の恋を 餅が取り持ち紅白の つくか
つかぬか鏡餅”。どうぞお楽しみに。
【江戸庶民パフォーマンス】  出演者が江戸庶民の姿で、常設展示室に登場します。 

3/10日（日）11：00～、13：00～（各40分程） ※要入館料 前回の公演

Viva la Musica 2019 神谷満実子 Spring Concert Part.12
森の匂いは不思議な和音 6歳 以上

4/6土　□18：30開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円
おかげさまで歌とおしゃべりでつづる神谷満実子のスプリングコンサートは、この度12回目を迎えます。今回は
民謡・クラッシック・ミュージカルそしてポップスなど、イギリスにまつわる素敵な音楽をお聴きいただきます。
アイリッシュハープの澄んだ音色にあわせて 3つの楽器と歌声が織りなすハーモニーをお楽しみください。
出演／ 神谷満実子（ソプラノ）、鳥井俊之（ピアノ）、藤野由佳（アコーディオン）、 

梅田千晶（アイリッシュハープ）、白石幸司（クラリネット&サックス）
曲目／ アニー・ローリー、サリー・ガーデン、グリーン・スリーブスによる変奏曲、「メリーポピンズ」より 2ペンスを鳩に、 

You Raise me up ほか

神谷満実子

豪華なサウンド！元気が出るコンサート 𠮷田正記念オーケストラ 6歳 以上

4/13土　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　S席3,000円　A席2,500円
日本で唯一の大編成ムードオーケストラ。映画音楽、ミュージカルナン
バー、お馴染み𠮷田メロディー、軽いクラシックなど多彩なジャンルの名曲
の数々を華麗なオーケストラサウンドでお届けします。素敵な休日の午後のひと時をお過ごしください。
指揮&トーク／大沢可直
曲目（予定） ／ 007シリーズ代表作「ロシアより愛をこめて」、ミュージカル“エビータ”より「アルゼンチンよ泣かないで」、 

フランシスレイ作曲「白い恋人たち」、懐かしの映画音楽「日曜はダメよ」「黒いオルフェ」 ほか、 
軽いクラシック「皇帝円舞曲」「天国と地獄序曲」、哀愁の𠮷田メロディー「いつでも夢を」ほか

～0歳からシニアまで楽しめる～ トリオベールファミリーコンサート
4/21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
毎年恒例となりました、トリオベールファミリーコンサート。クラシックの名曲からアニメ・映画音楽など、
聴き馴染みのある作品を演奏します。2本のヴァイオリンとピアノによる美しい音色をお楽しみください。
出演／竹添みどり（ヴァイオリン）、村原実穂子（ヴァイオリン）、明和史佳（ピアノ）
曲目（予定）／ チャイコフスキー：バレエ組曲『くるみ割り人形』Op.71aより「トレパーク」「花のワルツ」、 

メンデルスゾーン：「歌の翼に」 ほか
トリオベール

ⒸYoshinobu Fukaya

ティアラ ワンコイン・コンサート2019 4歳 以上

東京シティ・フィルPresents ヴァイオリンコンサート
4/24水　□12：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席自由500円
東京シティ・フィルのメンバーが企画した、渾身のプログラムを500円でお楽しみいただけます。今回の企画者は、
ヴァイオリン奏者の高宮城凌です。彼が得意とするレパートリーのほか、様々なジャンルの名曲を演奏いたします。
出演／高宮城凌（ヴァイオリン） ほか
曲目（予定）／ グリーグ：ヴァイオリンソナタ 第3番、ベートーヴェン：クロイツェル・ソナタ、 

ヴィエニアフスキー：華麗なるポロネーズ 第7番 ほか 高宮城凌

和太鼓 東京打撃団 4歳 以上

5/26日　□16：00開演　□江東区文化センターホール
□全席指定3,800円　中学生以下2,500円
懐かしくて新しい和太鼓アンサンブル、東京打撃団。圧倒的な音圧と繊細な演奏で楽しく舞台を駆けめぐる！高い演奏技術に
裏打ちされた音楽性と力強く楽しい舞台を目指し、東京を拠点に国内外で好評活躍中。タイゴング等アジアの打楽器を使用
した情緒的な曲や、和太鼓アンサンブルの早いバチ捌きも必見です。老若男女、皆が元気になれる和太鼓公演に乞うご期待！
出演／篠笛：村山二朗　和太鼓：田川智文、加藤拓哉、横山亮介、露木一博、佐藤晃弘

東京打撃団

RAKUGOもんすたぁず 6歳 以上

3/3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

石田波郷記念「はこべら俳句大会」授賞式関連イベント
～アイリッシュハープとアンティークフルートのコンサート～ 6歳 以上

3/10日　□17：00開演　□砂町文化センター第1研修室
□全席自由500円
石田波郷記念「はこべら俳句大会」授賞式にあわせて受賞記念コンサートを開催します。第1部で
は、石田波郷記念「はこべら俳句大会」に入選された2句をイメージした曲の演奏。第2部では、アイ
ルランドや日本の童謡等をお届けします。演奏者は、受賞句にどのような曲を選ぶのでしょうか？
出演／ Indeed！（ホンダーネ） 菅沼安佐代 （アイリッシュハープ、歌） と朝倉未来良 （アンティーク

フルート）
曲目（予定）／春の日の花と輝く（アイルランド民謡）、朧月夜（文部省唱歌） ほか  Indeed！（ホンダーネ）
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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 1月10日（木） 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 1月10日（木） AM 10：00～ 電話受付開始

1Ⓡ
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