
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
亀戸６丁目：亀戸水神森クリニック
亀戸７丁目：菓子工房&喫茶 喫茶かめ
亀戸９丁目：亀戸浅間神社　

この情報紙は江東区の各文化センター・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。
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　亀戸文化センターを中心に活動する学習グループによる体験教室です。
持ち物詳細は、お問合せください。
　「クリスマス」「お正月」を楽しく過ごすため、役に立つこと間違いなし!

  カラー魚拓 /あなただけの
　　　　　　　　年賀状を作ってみませんか？
　　　　　　　　　        【現代美術魚拓研究会】

13:30 ～ 16:00
10 名　500 円

和紙人形 干支スケジュール手帳
　　　　　　【下山和紙人形の会】 13:30 ～ 16:30

5 名　500 円

  はじめての水彩画　　     【中野水彩画教室】 14:00 ～ 16:00
10 名　なし

9:30 ～ 11:30
10 名　300 円

9:30 ～ 11:00
10 名　なし

13:20 ～ 16:30
8 名　2,700 円

 【Andante フラワー】

Andante  ①生花の X’ mas アレンジメント
　　　　 ②プリザーブドフラワーのX’ mas
　　　　　   アレンジメント

ビーズのネックレスを作ろう　　　 　　　
　　　   　　　　　　　　【ハッピークローバー】

14:00 ～ 16:00
  各 10 名　

韓国のお正月文化体験教室
　　　　　　　　　 【朴惠貞韓国語】

14:00 ～ 15:30
12 名　なし

9:15 ～ 11:45
8 名　1,800 円

  スローライフ気功太極拳      【太極拳 葦の会】

各 10 名　なし

9:30 ～ 11:30
6 名　500 円

10:30 ～ 11:30
※を参照　なし

メキシコのクリスマス行事「POSADA」
　　　　【ヒッポファミリークラブ讃賛】

13:00 ～ 17:00
15 名　なし

クイリングで作る額絵「トリ」
　【クイラーズクラブ】

14:00 ～ 15:30
10 名    なし

轍俳句会（俳句一日教室）　　   【轍俳句会】

はじめての日本舞踊体験　  【若柳流若葉会】

　※こども同伴可

　※大人のみ

　※７歳以上 作品見本

作品見本

作品見本

　※親子 5組（２歳以上。家族可）

　※6歳以上

　※大人のみ

パッチワーク X’ マス小物入れ
　　　【パッチワークの教室 マカマカ】

押し花額絵作り教室　　　　     【鈴蘭の会】

　※５歳以上

　※大人のみ

　※7歳以上　

　※７歳以上

教室名　
　　　　　　　　　　　　　【団体名】 時間

定員　　参加費　※対象

11/10( 木 ) より先着順にて受付 亀戸文化センター 03(5626)2121

　亀戸に残るいろいろな歴史や言い伝えを絵本にして、地域
のこどもたちに伝えませんか。（今年度で 5冊目となります。）
　作業は数人がグループとなり進めますので、絵を描くのが
苦手な方でも安心してご参加いただけます。出来上がった手
作り絵本は図書館や亀戸地区の小学校にも贈呈し、多くの方
に読んでいただいています。

【日　時】平成 28 年 12 月 6 日～平成 29 年 3 月 21 日　　
　　　　　　火曜　10:00 ～ 12:00  全 12 回
　　　　※詳細は、チラシまたは財団ホームページをご覧
　　　　　ください。

【場　所】亀戸文化センターほか
【定　員】10名
【参加費】1,000 円（全 12 回分）
【申　込】亀戸文化センター電話・窓口
　　　　  またはインターネットで。
                  ※応募者多数の場合は抽選。
【締　切】　11/24( 木 )
【問合せ】亀戸文化センター 03-5626-2121

前
回
作
品
「
亀
戸
物
語
Ⅳ
」

　一次書類選考、二次オーディション(12/4[日]午後)。
　一次合格者には、郵送にて二次オーディションのご案内をいたします。

　区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとう、深川江戸資　
料館に設置の申込用紙に記入の上、亀戸文化センター窓口または郵送で。

　〒136-0071　江東区亀戸 2-19-1　
　TEＬ.03(5626)2121　FAX.03(5626)2120

コント山口君と竹田君

テツandトモ

カンカラ

[日 時]  2017年3月11日(土) 15：00開演 　　[料金]   全席指定3,800円
[作・演出]  山口弘和(コント山口君と竹田君)    [会場]    カメリアホール  
[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 他

　●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。
　●公演日(3/11[土])および前日(3/10[金])のリハーサルに参加できること。
　※出演料・交通費の支給はありません。

　来年3/11日(土)開催の人情喜劇『亀戸駅裏旅館感謝篇～さようなら
番頭さん～』の区民出演者を募集します。プロのタレントと共演できる貴
重なチャンスです。ぜひこの機会にご参加ください。

亀戸文化センターよりお知らせ

　※大人のみ

　※３歳以上

　※大人のみ

作品見本

作品見本

　※大人のみ

「ホワイトクリスマス」をフラダンスで踊りましょう
　　　　　　　　　　　　    【スタジオ ケハウラニ】



～下町情歌 Part.12～

[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円 ※当日各500円増
1/7[土]  15:00開演
新春邦楽「和っしょい」Vol.6

[ 曲目（予定）] 織江の唄、気分を変えて、縁（えにし）、歌っ
子、私の うた

[ 出演 ] ～言葉と音の本棚～キッチン・ワルツ 

[ 映像出演 ] 国本武春　[ 出演 ] 柳亭市馬、三増紋之助、林家
二楽、国本はる乃、沢村豊子、東家一太郎　ほか
[ 演目（予定）] 忠臣蔵～大石山鹿護送、ザ忠臣蔵　吉良邸
討ち入り、フィナーレ [ 出演 ] なぎら健壱

　デビュー 42 周年目を迎え、2年振りに新作アルバム「私の 
うた」が出来ました。まぎれもなく一本の道の上を、歩きなが
ら歌ってきた「私の うた」たちです。

[料金]全席指定 5,500円    友の会 5,000円
11/29[火]  19:00開演
「私の うた」発売記念コンサート
山崎ハコ2016新作アルバム

和太鼓対結

親子で楽しむスライド・ミュージカル
江東子ども劇場鑑賞会

[出演 ] 上田秀一郎、山部泰嗣、浅野祥、鳳聲晴桜
[ ナビゲーター ] 立川志の春

　人間味溢れるオリジナル曲を歌い続けている「なぎら健壱」
がカメリアホールでは 12 回を数える、2年振りのコンサート
です。今年活動 46 周年を迎え、歌の合間の絶妙なトークも冴
えわたります。どうぞご期待ください。

　若き実力派太鼓奏者の二人
による新年の幕開け公演。
　上田秀一郎は「英哲風雲の
会」のメンバーとして林英哲
氏と日本のみならず世界を飛
び回る注目の奏者、一方山部
泰嗣は倉敷を基盤に展開する
「天領太鼓」のスタープレイヤー。いずれも若き天才プレイ
ヤーと注目され、今後の活躍が期待される逸材である。
　今回はサポートに津軽三味線浅野祥、笛の鳳聲晴桜が彩り
を添え、ナビゲーターとして若手注目株の落語家・立川志の
春が皆様を和の世界にご案内いたします。

[料金]全席指定  4,600円  友の会 4,100円
11/ 5[土]  18:00開演

なぎら健壱コンサート2016

「ジャックと豆の木」

　スクリーンに映し
出されたスライドに
あわせて、グランド
ピアノの生演奏と歌
でおはなしをお届け
します。

[料金]全席自由 1,500円 友の会 1,350円※3歳未満無料
11/26[土] 15:00開演劇団NLT OH！マイママ

[出演 ] 川端槇二、木村有里、加納健次、弓澤公望、守屋利香

　劇団 NLT がお贈りす
る、現代ブールヴァール
コメディの自信作です。

[料金]全席指定 4,000円 
　　　   友の会 3,600円             

12/13[火] 19:00開演　12/14[水]14:00開演

チ ケ ッ ト 中発 売

[出演 ] 安田成美、鳥山昌克、岡本篤、浅井伸治、大鶴美仁音、
　　　  高橋長英

[ 作 ] 古川健　[ 演出 ] 日澤雄介

　原発を受け入れ。原発ととも
に生き。そして原発に故郷を追
われた人々。その故郷を悼む、
悲しき挽歌。東日本大震災から
5年。復興への長い道のりを覚
悟しながらも、必死に立ち上が
り、前を向いて力強く歩き出す
人々の物語。

[料金]全席指定 4,500円    友の会 4,000円
12/8[木]  19:00開演
安田成美 出演舞台「挽歌」

２階大研修室で開催

　伝統の話芸 “浪曲” を革新した国本武春。昨年の急逝から
一年、演芸界の仲間が集まった。

[料金]全席指定 3,800円    友の会 3,420円
12/10[土]  14:00開演
追悼公演「国本武春の大忠臣蔵ファイナル」

[出演 ] 高石ともや　[ ゲスト ] かもめ児童合唱団

　「フォーク・ソングの元祖」とも呼ばれる高石ともや。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・トライアスロンでも活躍を続けています。

[料金]全席指定 5,000円    友の会 4,500円
12/17[土]  15:00開演
高石ともや年忘れコンサート2016

安田成美安田成美 高橋長英高橋長英

キッチンワルツキッチン・ワルツ

　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･･･。11 月のゲストは桂文雀さんです。
[ 出演 ] 桂九雀 　[ ゲスト ] 桂文雀

上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円  友の会2,000円
11/15[火] 19:15開演

金
 ４

  11 防火のつどい・東京消防庁音楽隊コンサート
14:00 開演
全席自由 無料
問合せ先：城東消防署予防課　TEL03-3637-0119

土
 12

  11 二胡縁 第四回中国民族楽器の精鋭によるコンサート日中文化交流公演
14:00 開演
全席指定　
問合せ先：NPO法人日本二胡振興会TEL03-5628-5291

一般：5000円
会員：4000円 当日 5500円前売

日
 20

  11 河乃裕季と和太鼓 飛翔 25 周年記念公演
13:30 開演
全席自由 前売 3000円 当日 3500円
問合せ先：河乃裕季オフィス　TEL03-5399-0143

土
 26

  11 第 12 回　夢工房映写会
13:00 上映開始
全席自由 無料
問合せ先：夢工房事務局　TEL03-3691-0595

金
 25

  11 第 61 回　山岳映画の夕

18：30 上映開始
全席自由 無料
問合せ先：SES山岳映画サロン　TEL042-473-8983

土
 26

  11 早稲田フィル・ゴールデン・ブラス　第 6回演奏会
19:00 開演　　全席自由 無料
問合せ先：早稲田フィル・ゴールデン・ブラス
　　　　  TEL090-6500-9790

日
 27

  11 第 17 回ブルーハーバーコンサート
13:30 開演　　全席自由 1500円 
問合せ先：ブルーハーバージャズオーケストラ 
　　　　  TEL080-5014-4149

水
 30

  11 東京断酒新生会本部例会
19:00 開演
全席自由 無料
問合せ先：東京断酒新生会 TEL03-5624-0318

11


