
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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　7月10日・日曜日は亀戸文化センターへ集合！夏休みの自由研究に役立
つ体験教室や模擬店、大道芸、プレゼントがもらえるスタンプラリー、亀戸
キッズが出演する亀戸キッズパフォーマンスなど一日中楽める催しがいっぱ
いです。

【お問合せ】亀戸文化センター　TEL.03(5626)2121
　 要事前申込。6/10～先着順にて受付けます。定員に満たない

         催しは一部当日参加可。詳細はお問合せください。

腕時計作り体験、魚拓、手工芸体験教室
(裏面参照)など

缶バッジ作り、マイうちわ、マグネット工作、
ジュニアリーダーと遊ぼう！コーナーなど

水神小学校水神太鼓など　※入場無料

①ブローチ・バラまたは帽子
　（パンフラワー）
②マグネット・ミニフルーツ
　（パンフラワー）
③ペーパークイリングで作る
　（額絵　夏の海辺）
④アニマルストラップ くま・うさぎ
　（パッチワーク）
⑤ピンクッション
　（パッチワーク）
⑥布のオルネブローチ
　（オルネフラワー）

⑧ブレスレット（ミサンガ）
　（マクラメ）

⑭いちごのアレンジ
　（ラペリスフラワー）
⑮フェルトで作るアイスキャンディー
　（アートフラワー）
⑯木綿の布の花　ポンポンダリア
　（アートフラワー）

⑫簡単にできる押絵
　里のテッセン

⑬樹脂粘土で作る　ミニ水族館

⑰ペン立て（籐工芸）

⑱組みひも　帯〆

⑪押し花のうちわ

⑨舞妓和紙人形うちわ

⑩押し花の額絵

⑦押し花のクリアファイル

小学生以上各回８名

どなたでも各回５名

小学生以上各回５名

小学 5年生以上各回 5名

小学生以上計 15名

小学生以上 10名

どなたでも各 5名

どなたでも 8名

どなたでも 20名

小学生以上計 6名

どなたでも各回５名

小学生以上各回８名

小学生以上 20名

中学生以上 8名

中学生以上５名

中学生以上５名　

大人向け・７名　

10:00 ～１時間程度

13:00 ～ 1 時間程度

　　　随　時

  （1 ～２時間程度）

10:00 ～２時間程度

13:00 ～２時間程度

10:00 ～ 3 時間程度

13:00 ～ 3 時間程度

４００円（２枚）

５００円（１体）

2,200 円

2,800 円

1,000 円

1,000 円

2,000 円

　700 円

　700 円

　700 円

　700 円

　700 円

　700 円

　500 円

　300 円

　500 円

　500 円

　800 円

　600 円

　400 円

▲⑥の作品 ▲⑫の作品 ▲⑭の作品

⑲組みひも
　ストラップ　ア・ラ・カルト
⑳手描き染め　花いろいろ
　（Tシャツやバッグに染めます）

　10:00 ～ 16:00
 （一日かかります）

　   随　時
 （3時間程度）

亀戸のまち情報

　旧中川河川敷をアジサイの名所にしようと、地元・亀戸の町会が主体
となった「旧中川アジサイ祭り」が今年も開催されます。水辺で遊べる
企画がいっぱいです !

＊

＊船カフェのテラスや水辺でお茶を！ 10:00 ～ 15:00

＊“江東運河一周クルーズ” (５便 )
　①10:30 ～②12:00 ～③14:00 ～④15:30 ～⑤17:00 ～

＊“江東運河一周ナイトクルーズ” (２便 )
　①18:30 ～②20:00 ～
　
　　※クルーズの申込みは当日会場受付。定員 23人乗り。
　　　費用： 1,000 円（未就学児無料）

　

【お問合せ】亀戸 9丁目町会 会長 鴇田　03-3637-0822

＊カヌーで水上散歩！
　　11:00 ～ 15:00・当日受付・小学 4年生以上
＊模擬店の出店
　　10:00 ～ 15:00・アジサイ遊歩道　町会・自治会の協力



チ ケ ッ ト 中発 売

　童謡、唱歌、世界の優れたこどもの
名曲は、時を経ても、それぞれの世代
の心の中に刻まれています。それら名
曲の数々を長年にわたって、歌い継い
でいる「眞理ヨシコ」が皆様に贈るコ
ンサートです。ゲストに、オペラ等で
も活躍している若手バリトン歌手の坂
下忠弘氏を迎え、童謡唱歌、映画音楽、
世界の歌曲のほか、毎回好評の御伽歌
劇など、2人の幅広いレパートリーの
中から素敵な歌をお届けします。

[料金]全席指定 3,500円
                友の会3,150円

7/3[日]  15:00開演

童謡唱歌コンサート Part.3
～眞理ヨシコと音楽仲間たち～

[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～

[出演 ] 眞理ヨシコ ( 歌 )、
              篠崎仁美 (ピアノ)
[ ゲスト ] 坂下忠弘 ( 歌 )
[ 曲目 ( 予定 )] 美しい日本語・みんなのうた、
御伽歌劇「創作 : 竹取物語」、みんなで唄おう ほか

※小学生以上対象の内容になります。

～冬来たりなば、春遠からじ～

　和太鼓を中心に津軽
三味線・箏・尺八・唄
などを加え、今までに
ない独自の世界観を創
りあげてきた「和楽器
演奏集団  独楽」。

[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）

眞理ヨシコ

坂下忠弘

き、笑い、涙、怒り、喜びがほとばしる……。初めて聞く
方も、眼からウロコ！浪曲の魅力満載でお送りします。

    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 !!

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。
　奈々福の「関東節」と恵子の「関
西節」。三味線がきらめき、節が渦巻

[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

春野恵子春野恵子

林家たけ平 FUMIKA

～Live In Camellia Part.16～

　最もハッピーで心温まるジャ
ズと言われている「デキシーラ
ンド・ジャズ」の大御所・故薗
田憲一が 1960 年にデキシーキ
ングスを結成。世界の民謡から
日本の童謡、唱歌、その他ジャ
ズになる可能性のある曲は見事
にデキシーに消化し、見る人・
聴く人を楽しませるステージは
各地で好評を得ています。
　今回はゲストに今春真打に昇
進した林家たけ平師匠とヴォー
カル FUMIKA を迎えます。

[料金]全席指定 5,000円 
 　　  　友の会4,500円

8/27[土]  15:30開演

薗田憲一とデキシーキングス

[出演 ] 薗田憲一とデキシーキングス /薗田勉慶（ﾘｰﾀﾞ ・ーﾄﾛﾝ
ﾎﾞｰﾝ）、楠堂浩己（ﾄﾞﾗﾑｽ・ｳｫｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ)、筒井政明（ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ）、
永生元伸（ﾊﾞﾝｼﾞｮｰ)、白石幸司（ｸﾗﾘﾈｯﾄ・ｿﾌﾟﾗﾉｻｯｸｽ）、河合
勝幸（ﾁｭｰﾊﾞ）
[ ゲスト ] 林家たけ平、FUMIKA
[ 予定曲目 ] ストライク アップ ザァ バンド、白い渚のブルー
ス、アニーローリー、浜辺の唄、タイガー ラグ　ほか

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

　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･･･。6 月のゲストは立川雲水さ
んです。

[ 出演 ] 桂九雀 
[ ゲスト ] 立川雲水

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6/15[水] 19:15開演

東京断酒新生会本部例会

「第５回」日本詩吟協会芸術祭典
13:00 開演
全席自由　4,000円
問合せ先： 日本詩吟協会本部　岡村心蒼
　　　　   TEL 090-7273-7735
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※全日程につき、19:15 開演。 和室にて開催予定。
※それぞれ開催月の前月10日発売。　(日程は変更する場合もございます。)

7月 12日 (火 )
8月 18日 (木 )
9月 14日 (水 )

10月 14日 (金 )
11月 15日 (火 )
12月    2 日 (金 )

　亀戸文化センターカメリアホールは空調設備等の改
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）

玉川奈々福玉川奈々福（撮影：森幸一）（撮影：森幸一）

14:00開演／18:30開演
全席自由　2,000円(前売）　2,500円（当日）
問合せ先： ムジカ・サンタンジェロ
　　　 　  TEL 03-3678-2156

ムジカ・サンタンジェロ
　第 79 回公演「音楽の夕べ vol．10」
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薗田憲一とデキシーキングズ薗田憲一とデキシーキングズ


