
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、手打ち蕎麦 山水
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　

およそ200匹のこいのぼりが下町・亀戸の大空を元気に泳
ぎます。期間中、亀戸5丁目中央通り商店街はこいのぼりのト
ンネルに！各種イベントも開催。

場所：亀戸5丁目中央通り商店街　

亀戸天神社は350年の歴史を持つ神社です。藤原の道真公
をお祀りする学問の神様で、多くの受験生も祈願に来ます。
また、都内有数の藤の名所として有名で、境内には15棚100
株もの藤の木があります。藤の花の見ごろは５月上旬頃まで。

（江東区亀戸3-6-1）

（江東区亀戸3-57-22）

勝矢祭の当日は、鎧兜の装束や陣羽織、かみしも等を身に
まとった地元の人たちが、鼓笛隊などと一緒に約2キロにわ
たって武者行列パレードを行います。
 　武者行列は5月5日の13:00に香取神社の兼務社である亀
出神社から出発。 亀戸駅前十三間通りなどを通って香取神
社までパレードが行われます。
 　香取神社に到着すると15:00から本殿で勝矢の奉納の儀
式「勝矢祭」が執り行われます。
 　例年、亀戸駅前十三間通りの沿道は、武者行列を一目見
ようとする人で賑わいます。

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。

Camellia Paper Vol.180

亀戸天神社 
藤まつり2016　~5/5（木・祝）

5/5（木・祝）出世鯉放流

香取神社
勝矢祭（かちやさい）　5/5（木・祝）

（しゅっせごいほうりゅう）

第22回亀戸・下町こいのぼり祭り
　　　　　　　　　　~5/6（金）

　出世鯉放流（しゅっせごいほうりゅう）は子供の日と11月
の七五三祝いのとき、子供達が健康で、世に出て活躍する願
いを込め、心字池に鯉を放流します。今月5月5日10：00ごろ
から本殿前にて放流されます。

林家た
け平

真打昇
進！

　5月は亀戸天神社の藤の花が見事
な季節です。さわやかな陽気の中で、
亀戸の有名なまつりやイベントに
足を運んでみませんか。

と   き　 ６月25日（土）、７月17日（日）

　　　　いずれも10:00～16:00

ところ　亀戸文化センター5階研修室

対   象　小学１年～３年生の

　　　   親子20組。※こどものみ不可。

　　　  ２日間とも参加可能な方。

費   用　9,000円（ロボットキット代含む）　

申   込　亀戸文化センター　℡5626-2121 または窓口で

締   切　５月25日（水）※応募者多数の場合は抽選。

▼昨年の様子

　小学校低学年向けに構造を簡素化した４足歩行ロボット
「ビートル」を1日目で組み立て、各自で飾り付けをし、2日目にデ
ザインコンテストと障害物競争を行います。

（江東区亀戸9-15-7）亀戸浅間神社
大祓（おおはらえ）

毎年6月と12月に行われる大祓(おお
はらえ)の際には多くの人で賑わいま
す。関東一の大きさの“茅の輪”は、大
変有名です。



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。それらの
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～

[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

　白くて、甘い香り、ジャスミンの花を
お母さんに捧げる。ジャスミン花の歌を
始め、江南地方の歌、蘇州評弾を唄う。
　また、中国の古筝の音色に沖縄の民謡
を初ジョイント。オリジナル曲「母の月」
( 三木たかし作曲 ) も熱唱。爽やかな音楽
の中で、皆さんと共に過ごしたい。

[料金]全席指定 4,000円  友の会3,600円(当日各500円増)

7/2[土]  15:00開演

陽二蓮  歌の世界 vol.23  「茉莉花」

[出演 ] 陽二蓮 ( 歌 )、劉錦程 ( 揚琴 )、
王明君 ( 笛 )、姜小青 ( 古筝 )、汪成 ( 二胡 )

　今年はシェイ
クスピア歿後
400 年にあたり
ます。当時は女
性役も少年が演
じるなど全配役
を男優のみで演
じる「オールメー
ル」様式での上
演だったようで

[料金]全席指定 Ｓ席6,000円  Ａ席4,000円
                 友の会Ｓ席5,400円 Ａ席3,600円

 7/14[木]･15[金]  19:00開演
16[土]～18[月･祝]  13:00開演

ウィリアム・シェイクスピア

[演出 ] 倉本朋幸
[ 出演 ] 山本一慶、章平、 伊崎龍次郎、唐喜弼 ほか

夏の夜の夢

　落語協会副会長をつとめる
お馴染み林家正蔵と、今年春
に真打昇進をいたしました林
家たけ平の師弟競演です。
たっぷり二席ずつ落語を楽し
んでいただける会です。落語
の面白さを是非ともライブで
実感してください。

[料金]全席指定 3,000円  友の会2,700円(当日各200円増)
5/29[日]  14:00開演

林家正蔵・林家たけ平 親子会

[出演 ] 林家正蔵、林家たけ平

～祝・林家たけ平真打昇進！～

※小学生以上対象の内容になります。

余韻漂う歌声

　宝塚歌劇OGによる、宝塚の名
曲からジャズ、ラテン、シャンソ
ンなど。耳馴染みのある名曲を華
麗なレビューショー仕立てでお楽
しみください。

[料金]全席指定 4,000円  友の会3,600円(当日各500円増)

6/25[土]  15:00開演

ブルーモーメント<BLUE MOMENT>

[ 構成･演出 ] 月城奈美
[ 出演 ] 夢輝のあ、鳴海じゅん、
羽純るい、梅園紗千

～宝塚との出逢い～

ヤンアーレン

[ 曲目 ( 予定 )] 愛あればこそ、小雨降る径、夜のタンゴ、
ベサメムーチョ、アマポーラ ほか

山本一慶 章平

眞理ヨシコ

坂下忠弘
林家正蔵 林家たけ平

陽二蓮

15:00開演
全席指定 （一部自由席）　無料
問合せ先：エトワールバレエスタジオTEL03-3637-2339水・祝
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佐藤桂子スペイン舞踊研究所
佐藤桂子、山崎泰スペイン舞踊団
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15:00開演
全席自由  無料　
問合せ先: 全国1級造園施工管理技士の会（一造会）
ＴEL 03-6455-0426

13:00開演
全席自由  無料　
問合せ先: 大正琴ハモレッツ TEL 090-5523-0374

大正琴発表会ハモレッツ

19:00開演
全席自由　1,000円（学生：500円）　
問合せ先: NPO法人ＫＯＴＯともそだちネット
　　　　  TEL 03-5836-3225

「こどもこそミライーまだ見ぬ保育の世界ー」上映会

13:00開演
全席自由  無料　
問合せ先: 月琴の会　小川  TEL 080-5003-8667

大正琴

10:30開演
全席自由  無料　
問合せ先: ピティナ江東ステーション　大川  
　　　　  TEL 03-3682-9082

ピティナ・ピアノステップ亀戸地区

エトワールバレエスタジオ
第 13 回生徒発表会

16:30開演
全席自由  2,000円　
問合せ先：佐藤桂子スペイン舞踊研究所　TEL 03-3811-5769

スタジオ公演

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

東京断酒新生会本部例会

5
す。この度の上演も、それにならって男優のみ、しかも大
所帯のキャストで上演いたします。様々な恋物語が交錯す
るラブコメディで、祝祭性もありますので、一夜の祭りを
キャスト一同が巻起し、気がつけば観客も参加していた、
といった楽しい作品創りを目指します。ぜひご期待くださ
い。

一造会　第 12 回市民と造園家の交流会

世界に誇れる人が輝く都市へ シンガポール・江東区
理想都市への取り組みを語る


