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教室名

時間
費用

対象・定員

液体窒素ふしぎ科学実験
小・中学生
Ĳ

6名

フラワーアレンジ教室 Andante
①春のテーブルアレンジメント
②ハーバリウム
10 歳以上

Ĵ

30 名

ペーパークイリングの額絵「春」
小学生以上

ĳ

10:00 〜 11:30
450 円
10:00 〜 12:00
500 円

ձ 
ղ 

10:00 〜 16:00
500 円

15 名

アナウンス体験

※各回 30 分

ձղ
ճմ

6名

無料

呼吸を学ぶ太極拳

10:15 〜 11:15
無料

大人

大人

10 名

三味線体験教室
小学 2 年生以上

※各回 20 分

各8名

タヒチアンダンス親子＆初心者体験教室
（女性・女児限定）
15 組

親子は４歳〜小学６年生

櫻川流江戸芸かっぽれ亀戸道場

ŇŦŴŵŪŷŢŭ

開催期間

2/10（日）〜 28（木）

夏

6/28（金）〜 7/4（木）

4/10（水）〜 30（火）

秋

10/17（木）〜 23（水）

8/10（土）〜 31（土）

春

2020 年 1/16（木）〜

ĴįĲıįŔŶů

募集期間

ĳıĲĺį

22（水） 11/10（日）〜 30（土）

【お問合せ】亀戸文化センター

03-5626-2121

その 11

①13:00 ②13:25
無料
13:30 〜 14:15
無料
13:00 〜 15:00
無料
13:30 〜 14:30
無料
14:00 〜 16:00
無料

この情報紙は江東区内の各文化センター・図書館・スポーツセンター・
出張所のほか、亀戸文化センター近隣の商店などに設置してあります。
亀戸１丁目：佐野みそ本店、西洋料理ビストロ雄
亀戸２丁目：おしあげ煎餅本舗、亀戸升本すずしろ庵、エクセルシティーホテル 、
ラ・ルピカイア、
タベルナ パタタ、エビスヤ、亀戸天神前 花いなり 、
赤坂味一亀戸店
亀戸３丁目：梅よし鮨、香取神社、亀戸天神社、甘味山長、
くらもち珈琲、
旬香庵前野屋、福地写真館、発酵文化応援団、呑飲(のんの)、
船橋屋本店、味噌の丸定、
ライティングハウスTOKYO
亀戸４丁目：彩り硝子工芸、亀戸梅屋敷、江戸切子協同組合ショールーム
亀戸５丁目：アトレ亀戸１階受付、天盛堂、ギャラリー凛、夢菓子工房 モンレーヴ、
大衆割烹 山きん、伊勢路、ピアノバー ホーム・バウンド
亀戸６丁目：亀戸水神森クリニック
亀戸９丁目：亀戸浅間神社
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30 名

はじめての水彩画
10 名
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【開催・募集期間】
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韓国の伝統舞踊・楽器・民謡との
ふれあい

大人
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亀戸文化センターを中心に、亀戸地区の商
店街や商業施設などがイベント会場となる
「亀戸フェスティバル」。
亀戸文化センターで活動しているグループ
のステージ発表や体験教室を開催します。
こどもから大人まで楽しめる催し物が盛り
沢山です！
皆さんお誘い合わせの上お越しください！
※事前予約や実費が必要な催しがあります。お問い合わせの上ご来場ください。
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亀戸

液体窒素ふしぎ科学実験
三味線体験教室
タヒチアンダンス etc...

江東区
文化センター
TEL. 03-5626-2121
FAX.03-5626-2120
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10 名

どなたでも
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【展示会場】亀戸文化センター ２階ロビー
【対象団体】亀戸文化センターを定期的に利用している
団体・グループ。
【内
容】各季節をテーマにした作品の展示。
（作品１点から参加が可能です。）
【お申込み】亀戸文化センターに設置している所定の申込
用紙に必要事項を記入し、窓口まで提出。

4/12（金）〜 18（木）
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お申込み
お問合せ

大人

Vol.213

亀戸文化センターでは、四季折々の展示を年間を通じて
開催しています。当センターを定期的に利用されている団
体・グループを対象に、季節をテーマにした展示作品を募
集します。この機会に団体・グループの PR の場として、
また成果発表の場として作品を展示してみませんか。

冬
10:00 〜 12:00
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各 10 名

カラー魚拓体験教室
10 歳以上
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3/10に開催される亀戸フェスティバ
ルではおとなもこどもも楽しめる体験
教室を開催します。
ぜひご参加ください！
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Camellia Paper

亀戸文化センターよりお知らせ
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2/10( 日 )9:00 より先着順にて受付 亀戸文化センター 03(5626)2121
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林家正蔵・たけ平 親子会

チ ケ ット発 売中

ふれあいこどもまつり

其の三

䊹
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5/18 [土] 14:00開演
[料金]全席指定 3,000円 友の会2,700円
※当日各200円増

ミュージカル「人魚姫」
3/24 [日] 11:00、14:30開演
[料金]全席指定 2,500円（3歳〜大人）友の会 2,250円
※当日各300円増
※2歳以下のお子様は保護者ひざ上のみ無料

[ 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
林家正蔵

䠒

2/17 [日] 15:00開演
[料金]全席指定 一般・友の会 800円

シリーズ第8弾！

江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館〜純愛篇〜」
3/16 [土] 15:00開演
[料金]全席指定 4,000円 友の会 3,600円
こども
（小学生以下）2,000円

14:00開演 全席自由 2,000円
問合せ先：03-3822-0601 リリカイタリアーナオペラ
Mail:tokyo.liricaitalianaopera@gmail.com

２ 佐々木ロイヤルクラシックバレエ第1回発表会
９
土

14:30開演 全席自由 無料
問合せ先：佐々木ロイヤルクラシックバレエ
Mail:yuzuka.ballet@yahoo.ne.jp
http://www.sasaki-rcb.com

２ ヲタク落語会もえよせ 吉好×小林裕介120分トークSP
９
土

19:00開演 全席自由 4,000円
問合せ先：ヲタク落語会もえよせ
Mail:yoyakuyoshikou@gmail.com

開演①10:30 ②13:15 ③16:15 全席自由 無料
問合せ先：島村楽器ミュージックサロン新小岩
TEL03-3653-7411

２ 島村楽器 Piano Concert 2019

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」。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

開演①10:30 ②13:40 ③16:10 全席自由 無料
問合せ先：島村楽器ミュージックサロン亀戸
月・祝
TEL03-3684-3370
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２ 東京断酒新生会本部例会
27
水

19:00開演 全席自由 無料
問合せ先：特定非営利活動法人 東京断酒新生会
TEL03-5624-0318/FAX03-5624-0367
http://www.tokyo-danshu.or.jp/
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上方落語 九雀亭
影法師結成45周年記念

影法師 in 東京
コント山口君と竹田君

テツandトモ

カンカラ

歌あり・コントあり・喜劇ありの 120 分 !! 山口弘和（コ
ント山口君と竹田君）の特別書き下ろしシリーズ第 8 弾。
「亀戸駅裏旅館」で起きる大騒動！笑って、泣いて、下
町人情にあふれる喜劇をたっぷりお楽しみください。公
募で選ばれた区民の方の出演もお見逃しなく！
[ 出演 ] 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
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[ 出演 ] 林家正蔵、林家たけ平

２
土

10
日

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」

２ 私が選んだ<知られざる名曲>を集めて

２ 島村楽器 Piano Concert 2019

林家たけ平

人気シリーズでお馴染みの「正蔵・たけ平親子会」が
3 年ぶりに戻ってきました！好評につき 3 回目の開催で
す。落語初心者の方も、お好きな方も、大いに楽しんで
いただけます。たくさんのご来場、心よりお待ちしてい
ます！

2

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される、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。
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チ ケ ット新 発売
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2/24 [日] 14:00開演
[料金]全席指定 4,000円 友の会 3,600円

山形県長井市を拠点に活動するフォークグループ影法師。地
方、農村、生業、暮らし…、その現場で時代と切り結びながら
歌を作り、歌い続けて 45 年。この間に影法師が紡ぎ出した数々
の歌をお楽しみください。
[ 出演 ] 影法師（遠藤孝太郎、
船山正哲、
横沢芳一、
青木文雄）
[ ゲスト ] リハビリバンバン
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3/6 [水] 19:15開演 ゲスト 立川こはる

2/10 発売開始

[料金]全席自由 2,500円 友の会 2,200円
※当日各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･･･。
桂九雀 立川こはる

