亀戸まちの情報
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▼かめいど福都心マップ

亀戸文化センターよりお知らせ
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Vol.185

亀戸文化センター「秋の講座」をご案内します。
先着順にて受付けていますので、お早めにお申し込みく
ださい。

亀戸文化センター
1 階総合受付と５階窓口にて配布
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★第１回 鈴蘭の会 押花絵画発表会
10/1（土）〜 10/7（金）

〜コミュニケーションと自己表現〜

★季節のいろどり展 〜秋〜
10/10（月・祝）〜 10/17（月）

ドラマ
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【日

★倉持 弘 写真展「“温故知新” 〜下町住宅事情〜」
10/21（金）〜 10/31（月）

【お申込み・お問合せ】
江東区亀戸文化センター

TEL 03(5626)2121まで

時】10/16( 日 ) 〜 11/23（水・祝）
亀戸の秋の風物詩として定着している「亀戸天神
菊まつり」。約５００鉢もの大小の千輪咲や盆栽、菊
のスカイツリー等の作品が本殿を取り囲むように展
示され、天神様の境内を彩ります。ほかにも多彩な
催しが行われ、参拝に来た方でも気軽に楽しめます。

時】11/15（火）
健やかな成長を願い、幼な子たちが晴れ着に
身を包んで参詣に訪れます。亀戸天神社では、
「鯉の滝登り」の立身出世の故事にならい、お
子様にたくましく泳ぐ鯉を心字池に放流してい
ただきます。

【場所・問合せ】亀戸天神社

℡03-3681-0010

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。
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
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【見ごろ】10 月上旬
【場 所】龍眼寺 （亀戸 3-34-2）
龍眼寺は、江戸初期に住職が百種類もの萩を諸国から集めて境内に
植えたことから通称 “萩寺” として親しまれています。可憐な花をつ
けた萩に秋の到来を感じながら、穏やかな気分で散策してみてはいか
がでしょうか。
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女城主・井伊直虎
〜その生涯と歴史〜
11/22（火）〜全５回

こどものための演劇教室
10/23（日）〜全 10 回

亀戸文化センター５階窓口にて
６００円で販売中！
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誰でもできる！ DIY 実践講座
10/14（金）〜全 7 回

▼かめたん
（かめいど福都心単語帳）

【日

Camellia Paper
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▲１階展示ロビー

展示用器材料金表
器材名

区分

料金

展示パネル

１枚につき１日

100 円

展示ケース

１台につき１日

100 円

亀戸文化センターでは、地域
の方々の活動成果発表の場とし
て、展示スペースの貸し出しを
行っております。
手工芸や絵画、写真等のサー
クルグループの成果発表の場と
して、ぜひご利用ください。（営
利目的での展示、展示販売での
ご利用はいただけません。）
スペースの利用料は無料で、
展示の際に使用するパネル・ガ
ラスケース等の器具代は有料に
なります。

なお、「季節のいろどり展」につきましては、
当センターを定期的に利用している団体・サークルを対象と
し、各季節に即した展示を下記のとおり募集しております。
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展示期間 ① “冬” の展示…平成 28 年 12/18 〜 12/25
②“新春” の展示…平成 29 年 1/5 〜 1/12
募集期間は①②とも平成 28 年 10/10 〜 10/31 です。
お問合せ・お申込みは 亀戸文化センター 5 階窓口まで

1/7 [土] 15:00開演
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[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円 ※当日各500円増
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
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。
[ 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

江東子ども劇場鑑賞会
親子で楽しむスライド・ミュージカル

「ジャックと豆の木」

２階大研修室で開催

11/26 [土] 15:00開演

チ ケ ット発 売中

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
安田成美
高橋長英
り、前を向いて力強く歩き出す
人々の物語。
[ 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

11/29 [火] 19:00開演

なぎら健壱コンサート2016
〜下町情歌 Part.12〜

11/ 5 [土] 18:00開演
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[料金]全席指定 4,600円 友の会 4,100円
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。どうぞご期待下さい。
[ 出演 ] なぎら健壱

10/30 [日] 13:00・17:30開演

䊹

12/13 [火] 19:00開演

この秘密だけは決して人には喋らないでください！フラ
ンスの国会議員アルベールは、息子のルイと同じ日に結婚
式を挙げて、選挙に向けた話題づくりを目論んでいた。そ
んなとき、パリでの国際会議に出席するための打合せに、
と現れたアメリカ陸軍大佐フランクは、アルベールに重大
な秘密を打ち明けるが……。
[ 出演 ] 川端槇二、木村有里、加納健次、弓澤公望、守屋利香

[料金]全席指定 5,000円 友の会 4,500円
江東区在住のジャズ・クラリネット奏者 花岡詠二が親し
くしている世界の仲間を向かえて今年もゴキゲンなスイン
グ・ジャズをお届けします。 [ 出演 ] 花岡詠二 ほか

上方落語 九雀亭
10/14 [金] 19:15開演
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[料金]全席指定 S席4,800円 A席3,800円 中学生以下 2,500円
友の会 S席4,320円 A席3,420円
一度聴くと涙があふれてとまらない…。
シンガーソングライターひなたなほこの曲でつづる、オリジ
ナルミュージカル !!
いつも楽しく航海を続けるひなた号は、今日はどんな人達と
出会い、どんな素敵な景色と出会うのでしょうか？
[ 出演 ] ひなたなほこ、花田雄一郎、岡村麻未、中村ゆうすけ
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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･･･。10 月のゲストは柳家三語楼さんです。

[ 出演 ] 桂九雀
[ ゲスト ] 柳家三語楼

2 年振りの新作アルバムが出来ました。2012 年の「縁〜えに
し〜」、14 年の「歌っ子」。そして 16 年は「私の うた」です。
デビュー 42 周年の
「軌跡」と「奇跡」という感じがします。昔の私、
違う私、そして今の私が見えるのです。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。
ハコの「うた」を、どうぞ感じて下さい。
[ 出演 ] 山崎ハコ

ひなた号の冒険 〜時を越えて〜

[料金]全席指定 4,000円 友の会 3,600円

䠒

[料金]全席指定 5,500円 友の会 5,000円

劇団NLT OH！マイママ
12/14 [水]14:00開演

10/12 [水] 18:30開演

[料金]全席自由 2,500円 友の会2,000円

山崎ハコ2016新作アルバム

「私の うた」発売記念コンサート

花岡詠二
インターナショナル・オーケストラ・コンサート
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10 すずらんの会 ひばり会 ピアノ発表会
䈜ദ⪅䛾㒔ྜ䛻䜘䜚ኚ᭦䛜䛒䜛ሙྜ䜒
䚷㻌䛒䜚䜎䛩䛾䛷ྛၥྜ䛫ඛ䛻䛤☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹

おはなしと音楽で
こどもたちにおもて
なしを。
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
キッチンワルツ
でおはなしをお届け
します。 [ 出演 ] 〜音楽と音の本棚〜キッチン・ワルツ

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円
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[料金]全席自由 1,500円 友の会 1,350円※3歳未満無料

12/8 [木] 19:00開演
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新春邦楽
「和っしょい」
Vol.6 和太鼓対結

挽歌 ŃłŏŌł
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チ ケ ット新 発売

16
日
10
21
金

13:00開演
全席自由 無料
問合せ先：すずらんの会ひばり会
TEL03-3648-5889

吉崎音楽教室第 31 回ピアノ発表会
18:45 開演
全席自由 無料
問合せ先: 吉崎音楽教室（東方芸術サロン）
TEL090-6793-9168

10 日本二胡学院東京本校 第 15 回発表会
22
土

12:30開演
全席自由 無料
問合せ先: 日本二胡学院東京本校
TEL 03-3618-5401

10 MIZ HULA STUDIO HOʼ IKE 2016 7Years PAUOLE
23
日

14:00開演
全席自由 4,500円
問合せ先: ミズフラスタジオ TEL 080-5068-7133

10 東京断酒新生会本部例会
31
月

19:00 開演
全席自由 無料
問合せ先: 東京断酒新生会 TEL 03-5624-0318

