
3月5日(日)開催 10:00～16:00
※一部の催事は3月4日(土)も開催、詳しくは裏面をご覧ください

ホール 14:00 ～ 15:10
     おとな 2,000 円
  中学生以下 1,000 円

       星空の宅配便 (ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑがやってくる）

　　福島県喜多方市そば打ち体験 (3/４も実施 )

     KIMONO きもの着付けにチャレンジ

      うたってあそぼう！江東少年少女合唱団

 ヴォイストレーニング＆J-POP の名曲を歌おう

　　　　　ジュニア・ダンスミックス体験

　大正琴に自由にトライ！、フェイクスイーツ作り

  シニアのためのパソコン教室、オカリナ体験教室

　　世界のことばで遊ぼう、韓国語会話教室

　日本舞踊教室、陶芸入門教室、体験紙切り教室

　　　ﾊﾟｯﾁﾜｰｸで作るﾌｧﾌﾞﾘｯｸﾄﾚｲ、一輪挿し作り

　　　　親子ｽｸﾗｯﾁﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ体験 (ｹﾞｰﾑ開発 )

　　　　風呂敷ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、手工芸教室 (ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ、

　　　　　　樹脂粘土のお寿司、金属装飾、押し花 )

   一日体験
事前申込みが必要です

              講座・自主グループ・利用グループ
                          合同成果発表会、
                懐かしの歌をみんなで歌おう！
               新宿「ともしび」がやってくる、
         　　　お抹茶で一服、紙切り芸披露
             ペットボトルで作る LED ランタン、
                  小型太陽パネルとモーター
                         で作る竹コプター、
                 身の回りの物で作るエコバック
                           落ち葉でアート、
                   似顔絵を描いてもらおう！、
                  Ｌｅｔ’ｓ 占い～当たるかも～
                        
                  　バルーンアートを作ろう、
　　　　　　KOTO 街かどアーティストの
                           パフォーマンス、
                   　　  缶バッジ作り、
                        

 事前申込みなしで
参加・観覧できます
  当日、直接お越しください

福島県喜多方市物産展

       (3/４も実施 )

   東陽四丁目連合会の模擬店、

　　　ケータリングカー など

物産展
模擬店

  親子向け
コンサート

お申込み・お問合せ  江東区文化センター (03)3644-8111

         主催：公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団



 

　　　　世界のことばで遊ぼう
（ヒッポファミリークラブ陽陽・活動の様子）

　　 親子スクラッチプログラミング体験
（ゲームプログラム開発画面スクリーンショット）

   喜多方市そば打ち体験
(3/4～5・二日間開催します)　

春のぶんか祭 3月5日(日)イベント一覧
★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。

催事名 時間 対象 定員 費用

星空の宅配便（プラネタリウムがやってくる） ★

①10:00～10:30

②10:45～11:15

③11:30～12:00

各回親子15組

30名まで
各回15組 無料

懐かしの歌をみんなで歌おう！
新宿「ともしび」がやってくる

14:00～15:30 どなたでも １００名 無料

福島県喜多方市 そば打ち体験

(3/4、5両日開催します）
★

10:00～14:00

(1時間ごと)

 3/4(土)は15:00まで

両日とも1回に

つき小学生以上

2名1組

各回2組

(一組2名まで)

1組

2,500円

お抹茶で一服 10:30～15:30 どなたでも なくなり次第終了 500円

KIMONO きもの着付けにチャレンジ

～きものでお茶をいただこう～

※足袋、下着、履物（草履）はご自分のものをお持ちください

★

①10:30～
②12:30～
③13:30～

高校生以上女性

(着物貸出可能)

①3名

②3名

③4名

500円(着物貸出)

200円(着物持参)

うたってあそぼう！江東少年少女合唱団 ★ 12:00～12:40 ４歳～５歳

ヴォイストレーニング＆J-POPの名曲を歌おう ★ 10:30～12:00 高校生以上
20名

無料

ジュニア・ダンスミックス ★ 14:00～15:00 5歳以上

大正琴に自由にトライ！ ★ 15:30～16:00 大人 10名

フェイクスイーツ作り

①②③カラフルアイス（Ａ）

④⑤⑥どうぶつカステラのえんぴつ（Ｂ）

※時間によってつくるものが異なります

★

①10:00～10:45／②11:00～11:45

③12:00～12:45／④13:15～14:00

⑤14:15～15:00／⑥15:15～16:00

小学生以上。

ただし小学生は

保護者同伴。

各回10名
A、B共に

800円

シニアのためのパソコン教室

「ワードでお絵描き」
★ 10:00～12:00 大人(高校生以上) 10名

オカリナ体験教室

～いちばん星 みつけた を吹こう～
★

①10:00～11:00

②11:00～12:00
高校生以上 各8名

世界のことばで遊ぼう ★ 10:30～12:00 乳幼児 親子５組 無料

韓国語会話教室 ★ 13:00～15:00 高校生以上 15名

日本舞踊教室 ★
①10:00～12:00

②14:00～16:00

①小学生

②中学生以上
各回20名

親子スクラッチプログラミング体験（ゲーム開発） ★
①10:00～11:30

②14:00～15:30

①年長～小学2年生

(保護者同伴)

②小学3年～6年

各回10名

パッチワークで作るファブリックトレイ ★ 10:00～12:00 小学生以上 10名 800円

ガラスビンとワイヤーを使って一輪挿し作り ★ 14:00～16:00 15名

陶芸入門教室

コーヒー（マグ）カップを作ろう
★ ①10:00～11:30／②13:00～14:30 年長以上 各15名 500円

バルーンアートを作ろう 10:00～12:00 どなたでも 無料

落ち葉でアート
大人300円

中学生以下無料

（１）ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙで作るLEDﾗﾝﾀﾝ

（２）竹コプター
10:00～15:30 小学生以上

なくなり

次第終了

①300円

②500円

身の回りの物で作るエコバック どなたでも 無料

風呂敷ワークショップ ★
①10:00～11:00／②11:00～12:00

③13:30～14:30／④14:30～15:30
10名 500円

手工芸教室(パッチワーク)

にわとりﾄｯﾄちゃん（Ａ） ／ チューリップ（Ｂ） ★

Aは各回5名

Bは1日3名

※Bは一日かかる

A､B共に

500円

手工芸教室(樹脂粘土）

江戸前寿司
★ ①10:00～12:00

②14:00～16:00
小学生以上 各回5名 800円

手工芸教室(押し花)

押し花の額絵(A) ／ 押し花のクリアファイル(B) ★
Aは各回3名

Bは各回5名

A･2,200円

B･400円

手工芸教室(金属装飾＝オルネ）

オルネ 花のブローチ
★ 各回5名 1,000円

体験！紙切り教室 ★ ①13:30～14:00／②14:30～15:00
はさみを使える方ならどな

たでも
各回15名

KOTO街かどアーティストのパフォーマンス 10:00～15:30 なし 無料

講座・自主グループ・利用グループ合同成果発表会 10:00～16:00 100名

紙切り芸披露 11:00～11:20

似顔絵を描いてもらおう！(東京似顔絵倶楽部) 10:00～15:30 どなたでも なし
こども500円

大人700円

Let's 占い！～当たるかも～ 10:00～16:00 無料

缶バッジ作り

東陽4丁目連合会・地元企業の模擬店、福島県喜多方市物産展＆民芸･工芸品

てづくり教室（※4､5両日開催）、ポップコーン販売 など
10:00～15:00

なくなり

次第終了 実費

10名


