
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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　今年も「亀戸地区夏まつり」の季節が
やってきました。納涼盆踊りに花火など、
大人もこどもも楽しめる催しが盛りだくさ
んです。お楽しみに。

【日　時】8月20日(土)・21日(日)
　　　　※時間は各催しによって異なります。お問合せください。
【会　場】亀戸中央公園(亀戸8丁目)時計塔エリア
　　　　亀戸スポーツセンター
　　　　※公共の交通機関をご利用下さい。
【問合せ】実行委員会事務局（亀戸出張所内）03-3683-3736

両日　　 模擬店コーナー、売店コーナー、ミニSL運行
20（土）　お子様向けパトカー・白バイ体験乗車
                  城東消防少年団活動披露
                  開会セレモニー(パレード・挨拶など)
                  盆踊り大会
　　　　打ち上げ花火(荒天時は翌日順延)
21(日)　 消防署広報コーナー　音楽演奏・ダンス他
　　　　歌謡ショー
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両日　     夏まつりゲームコーナー
　　　　　ストラックアウト、ポケネット、スポーツリバーシ、
　　　　　ふわふわダーツ 、カローリング体験コーナー
　　　　クラフトコーナー　※児童館紹介のパネル展示あり
　　　　縁日コーナー　
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8/20(土)
     21(日)

　親子 ( 小学 1～ 3 年 )20 組が、ロボット「ビートル」を作り、
デザインコンテストや障害物競争を繰り広げました。
　優勝、2 位、3 位の３台は芝浦工業大学で開催される全国大会
（11/20）に亀戸代表として出場する予定です！

　亀戸文化センターでは様々な講座を開講しております。
　例えばこんな講座も･･･

　☆☆☆毎年恒例のロボットセミナーも開催しました！☆☆☆

　江東区内で活動する劇団のほか、公募団体が作品を持ち寄って
演劇や朗読劇の合同公演を行う「カメリア区民演劇祭」。
今年で第 11回を迎えます。

団体名
こどもミュージカル　ゆうとぴあ

朗読劇グループ「パロール」

芝居仲間いづみ

演劇ユニットMACイレブン＆
築地夢桟敷

日程

25(日)

13時
開演

演目
ミュージカル・天使のロールプレイング

花嫁(朗読劇）

芥川龍之介作品にふれる
蜘蛛の糸/白(ドラマリーディング）

長屋に幽霊？仇討ち異聞(演劇）

【料金】 　全席自由   一般 1,000 円  友の会 900 円  小学生以下 500 円

　本公演開催にあたり、区民の方を ５組10 名様をご招待します。

往復はがきに①氏名 ( フリガナ）②〒・住所③電話番号④観覧希望人数
(1 枚 2名まで）をご記入の上、
　亀戸文化センター 区民演劇祭・カメリアペーパー係まで。
　(〒136－0071 江東区亀戸 2－19－1 カメリアプラザ 5F)
　締切：8月 31 日（水）必着　※応募者多数の場合は抽選
【問合せ】こうとう演劇まつり実行委員会  丸谷  080-5197-2539

【チケット購入】8月 10 日より販売開始　亀戸文化センター 03-5626-2121

ロボットセミナー障害物競争の様子

　世界 46 カ国を取材し、数千缶の缶詰を味わっている、缶詰博士こと

黒川勇人さんを講師に迎え、世界の缶詰の紹介や日本の缶詰のこだわ

り、技術力、魅力や歴史などを学んでいます。

　試食＆お土産付きで大好評な講座です。後期で続編を募集しますの

で、次回のご参加をお待ちしています。（ｶﾙﾁｬｰﾅﾋﾞKOTO 9 月号にて）

缶詰博士による解説

楽しい試食タイム



チ ケ ッ ト 中発 売

[料金]全席指定 3,000円 友の会 2,700円（当日各500円増）                
9/17[土]  14:00開演

浪曲タイフーン！　vol．7
～勝負賭けます がっつり2席ずつ～

～冬来たりなば、春遠からじ～

　今年で 11回目を迎える亀戸公演。2016 年も力強く賑や
かに、皆様を魅了するステージをお届け致します !!

[料金]全席指定 2,500円  友の会2,250円(当日各500円増)
9/4[日]  15:00開演

和楽器演奏集団 独楽

[出演 ( 予定 )] 植木陽史（和太鼓）、京極由加（津軽三味線・
唄） 、川口真満 ( 箏 )、川崎貴久（尺八）、大升陽一郎（篠笛・
獅子舞）、岡本綾香（和太鼓）、寺尾智也（和太鼓）

[ 出演 ] 玉川奈々福（曲師：沢村豊子）
　　　  春野恵子（曲師：一風亭初月）

　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？

[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

10/30[日]  13:00・17:30開演
ひなた号の冒険～時を越えて～

[出演 ] ひなたなほこ、花田雄一郎、岡林麻未、中村ゆうすけ
[ サポートメンバー ] 伊藤辰哉（ピアノ）、notch( パーカッショ
ン )、中村俊介（ギター）、網岡良亮（ベース）、岩田慶子（ヴァ
イオリン）、原永里子 ( チェロ )

チ ケ ッ ト 売新 発

　白石加代子「百物語」の第二
章が始まります。22 年かけて上
演してきた 99 本のベストコレク
ション。今回は抱腹絶倒「五郎
八航空」、身の毛もよだつ「燈台
鬼」。涙と笑いの豪華 2本立て !!

　恒例、いま最もイキのいい女流浪曲師、玉川奈々福+
春野恵子の浪曲イベントも今年で七回目！
　今年はゲストなし、2席ずつでがっつり勝負を賭けます。
　

[料金]全席指定 4,500円　友の会4,000円
 ９/1[木]  19:00開演

岩波ホール発 白石加代子「百物語」アンコール

[構成・演出 ] 鴨下信一
[ 出演 ] 白石加代子

第六話　南條範夫「燈台鬼」
第二十七話　筒井康隆「五郎八航空」

白石加代子

19:00 開演
全席指定　3,000円
問合せ先： 映劇株式会社
　　　 　  TEL 050-5532-6003  

　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･･･。8 月のゲストは林家たけ平
さんです。
[ 出演 ] 桂九雀 
[ ゲスト ] 林家たけ平

上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円  友の会2,000円
チケット販売中8/18[木] 19:15開演

11:30 開演
全席自由　無料
問合せ先： 日本三曲協会

TEL 03-3585-9916

８

 19
金

11:00・15:00・18:00 開演
全席自由   大学生以上2,000円　中高生1,000円　小学生無料　
問合せ先： 東京音楽大学有志団体
　　　 　  TEL 050-3716-5864

東京断酒新生会本部例会

第 10 回　子供演奏会

第 21 回　JILA 音楽コンクール本選
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　亀戸文化センターカメリアホールおよび大研修室は空
調設備等の改修工事に伴い、下記の期間はご利用でき
ません。工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願い申し上げます。

平成 29年 1月9日 (月・祝 ) ～ 2月28日（火）

13:00 開演
全席自由　無料
問合せ先：国際芸術連盟 
　　　 　  TEL 03-3356-4033

音楽謎解き脱出ゲーム 沈黙のコンサートホール

舞台「アルカナ・ファミリア」DVD上映イベント
真夏のレガリーナフェスタ

14:00・18:00 開演
全席指定   3,500円(当日4,500円)
問合せ先： RSC MASAMI STUDIO
　　　 　  TEL 03-3621-8648  

８

 21
日

RSC MASAMI STUDIO DANCE SHOWCASE vol.14

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  

８

 31
水

８

 13
土

桂九雀

[ 出演 ]〈クラリネット＆サックス〉花岡詠二、エンゲルベル
ト・ロウベル（ドイツ）　〈サックス〉アントワーヌ・トロメ
レン（オランダ）、後藤裕二、白石幸司　〈トランペット〉マ
ロ・マズリエ（フランス）、鈴木正晃、二井田ひとみ　〈トロ
ンボーン〉苅込博之、橋本佳明、三塚知貴　〈ギター〉佐久
間和　〈ヴァイブラフォン〉武田将　〈ピアノ〉山本琢　〈ベー
ス〉小林真人　〈ドラムス〉ブルックス・テグラー（アメリカ）

　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。

[料金]全席指定 5,000円    友の会 4,500円
10/12[水]  18:30開演
インターナショナル・オーケストラ・コンサート
花岡詠二

[演出 ] 一井久司
[ 出演 ] 火野正平・島崎和
歌子（8日 18:30）、山本
陽子（11日 14:00）、う
じきつよし（11日 17:30）

　長年一緒に過ごしてき
た家族や、友人との “絆”
を見直す機会として、感
謝の気持ちや愛情が綴ら
れた手紙の数々を、魅力
あふれる俳優陣がリー
ディングでお贈りします。

[料金]全席指定 各公演  4,800円  友の会 4,300円

9/ 8[木]  18:30開演
9/11[日]  14:00・17:30開演

天国のあなたへ、つたえたい 心の手紙

山本陽子

火野正平火野正平

うじきつよしうじきつよし

島崎和歌子


