
Kameido　FestivalKameido　Festival
2020.3.8.Sun2020.3.8.Sun

押し花絵
14:00 ～ 16:00
対象：大人
定員：6 名
参加費：900 円

６階 第２会議室

体験教室や
発表会
体験教室や
発表会

三味線を体験しよう 三味線教室発表会
６階 和室

６階　第３研修室

６階 美術室

①13:00②13:25
対象：小学 2 年生以上
定員：各 8 名
参加費：無料

①14:45
②16:00
入場料：無料

伝統芸をわかりやすく、 和風エアロビクスの
ようにパレードで踊りやすくアレンジします。
身体を動かして楽しく踊りましょう！

だれでもできる気功
太極拳です。 吸う ・
吐く（呼吸）を意識し、
動く禅（動禅）の様な気功太極拳です。

伝統楽器の三味線に
触れてみませんか？
初心者大歓迎！

だれでもできる気功太極拳

14:00 ～ 15:30
対象：3 歳以上
定員：30 名
参加費：無料

10:00 ～ 12:00
対象：小学生以上
定員：10 名
参加費：無料

10:00 ～ 11:30
対象：大人
定員：10 名
参加費：無料

「遊書」 一日体験教室
10:00 ～ 12:00
対象：大人
定員：20 名
参加費：500 円

はじめての水彩画 その 12
14:00 ～ 16:00
対象：大人
定員：10 名
参加費：無料

櫻川流江戸芸かっぽれ亀戸道場 K-POP と韓国童謡とのふれあい

成
果
発
表

協力：櫻川流江戸芸かっぽれ亀戸道場

協力：鈴蘭の会 協力：遊書の会

協力：太極拳葦の会 講師：一般社団法人　長唄協会所属講師

協力：パク・ヘジョン韓国語教室

協力：中野水彩画教室

ベーゴマ大会

ミニ四駆をコースで
走らせよう

チアダンス STARRY WINGS    Kids Wings

香取神社
亀戸のヒーロー

カメイダーショー

協力 :城東消防署　城東消防団第一分団 ほか

協力
㈱アーティストクルー

出演
羽亀戦士カメイダー　
　　　　　　　ほか

ⅤＲ防災体験車に乗ろう！
バーチャル・リアリティ

亀戸大根収穫祭・
福分けまつり

小鼓を体験しよう
13:30 ～ 14:30
対象：小学 2 年生以上
参加費：無料 10:00 ～ 15:30

なくなり次第終了 10:00 ～ 15:00
材料がなくなり次第終了
参加費：無料

児童館による遊びコーナー
「マジックスクリーン」

作業所　まごころ市
１階 ロビー

協力：江東区亀戸児童館
　　　江東区亀戸第二児童館
　　　江東区亀戸第三児童館
　　　

協力：江東区社会福祉協議会

講師：一般社団法人　千人鼓の会　入澤登志江 ほか

区内の障がい者福祉施設に
通う方々による、手作り品
やお菓子、手焼きせんべい
などの販売です。

※小学 3年生以下のお子様は保護者同伴

ジュニアのための英語ドラマ教室発表会

10:30 ～ 12:00
入場料：無料
亀戸文化センターの
講座 「ジュニアのた
めの英語ドラマ教室」
の成果発表会です。

成
果
発
表

要申込

一筆濃淡という、 うす
い墨と濃い墨で表現す
る書道です。 ぜひこの
機会に体験し楽しんで
ください。

基礎的な水彩画
の作品づくりを行
います。

13:00 ～ 16:00

14:10 ～ 16:00

13:00 ～ 13:30

亀戸のヒーロー ・ 羽亀戦士
カメイダーが登場！みんな
の応援をまってるよ～

VR 防災体験車に乗って、 360℃の立体
映像と揺れ、 風圧、 熱などの演出による
地震 ・ 火災 ・ 風水害を疑似体験！

亀戸スポーツセンターを拠
点に活動しているチアダン
スの発表です。 カメリア
ホールステージライブにも
出るよ！

万が一に備え消火を体験！

まちかど防災訓練車で
　　　　　　放水訓練だ！

各グループ 5 名、 10 分程度のグループ
レッスンです。 みんなで息をあわせて
「ポン！」 伝統楽器の鼓をたたいてみよう。

子ども向けのミニ工作です。
色が消えちゃうふしぎなカード！

※小雨決行

７階 会議室

13:00 ～ 13:30

カードマジックの
実演とレクチャー

バルーンアート
~ ふうせんプレゼント ~

どなたでも参加 OK ！
参加用ベーゴマは終了後
にプレゼント。
参加費：100 円

12:０0 ～

10:00 ～ 12:00

亀戸地区の小学校などで栽培
された亀戸大根を奉納します。
亀戸大根 ・ 福分け味噌汁を
無料で配布（300 名）します。

10:30 ～ 15:30
無料
KOTO 街かどアーティストのマ
ジシャン　ヨリが、 カードマジッ
クを披露します。
実演のほか
簡単なレク
チャーで、
楽しんでね。

Majician YORI フーセンおじさん
10:00 ～ 15:30
無料
KOTO 街
かどアーティ
ストのフーセ
ンおじさんが
動物やキャ
ラクターの
ふうせんを
作るよ。

協力 :亀戸十三間通商店街振興組合

商店街の歩
行者天国に
ミニ四駆の
コースが出
現！貸し出
しするミニ四
駆を走らせ
よう！

亀戸文化センター講座
①こどものための三味線教
室」②「おとなのための長唄
三味線教室」 の成果発表会です。

要申込

要申込 要申込

要申込

要申込

要申込

マークの催しは事前にお申し込みください。
事前申込みで定員に満たない場合は当日受け付ける
場合もございます。お問合せください。

2/９（日）9:00 から先着受付開始！

要申込

韓国ドラマの主題曲や K-POP、
童謡などを皆で歌いながら、 歌詞
の意味や背景などを通して韓国文
化にふれあいましょう！

要申込

亀戸十三間通商店街 歩行者天国 ※雨天中止

５階 第１研修室 ５階 第２研修室

①10:00 ～ 12:00
②13:00 ～ 15:00 
対象：10 歳以上   定員：各回 10 名
参加費：500 円

アナウンス体験
①10:00②11:00
③13:00④14:00
対象：大人　　　定員：各回 6 名
参加費：無料

カラー魚拓体験教室

協力：現代美術魚拓研究会協力：KOTO アナウンス倶楽部

魚貝や植物を自然と同
じように絵の具をつけて
再現します。 作品は色
紙にして持ち帰っていた
だきます。

13:00 ～ 15:00 
対象：大人
定員：15 名
参加費：無料

俳句会

協力：轍俳句会

５階　第 1会議室

俳句の基礎から
はじめます。ホールコンサー

トのカゲアナや
アナウンスの発
声を、 実際の
原稿を読んで
体験します。 ※10 歳以下のお子様は

  保護者同伴。

要申込 要申込

※各回 30 分
要申込

亀戸文化センター　　 03-5626-2121
電話〒136-0071

江東区亀戸 2-19-1 カメリアプラザ 　
ＦＡＸ03-5626-2120

講師：東京学芸大学名誉教授 小林志郎 ほか

※小学 3年生以下のお子様は保護者同伴
※小学 3年生以下のお子様は保護者同伴

※小学 3年生以下の
　お子様は保護者同伴

花などの植物を粘着
シートで挟み、 押し
花の絵を作ります。


