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原発を受け入れ︒

原発と共に生き︒

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︒
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その他講座もたくさんあります！

8/1（月）〜 8/9（火）、亀戸文化センター 1 階ロビーにて「季
節のいろどり展〜夏〜」を開催しました。
この展示は亀戸文化センターを定期的に利用している団体・グ
ループの皆様に作品の発表や会のＰＲの場としてご活用いただい
ております。
今回は夏をテーマにした作品の展示を募集し、3 団体（クイラー
ズクラブ、人物スケッチ会、下山和紙人形の会【敬称略】）にご参
加いただきました。極暑の中、来館者に涼を感じさせる展示とな
りました。
次の季節のいろどり展は秋をテーマに 10/10( 月 ) 〜 10/17( 月 )
の期間で展示を予定しています。どうぞお楽しみに・・・。

/4,500 円

ティアラ友の会 /4,000 円
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チケット発売は9/10より
（ティアラ友の会会員は先行受付9/9）

【お申込み・お問合せ】亀戸文化センター

TEL.03(5626)2121
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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。
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長年地域とともに歩まれてきた
その歴史と、「下町の味 和のここ
ろ」をモットーにしたお店のこだ
わりを、和菓子作りの体験も交え
ながら学びます。
【講 師】長束光芳（山長店主）
【日
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時】10/13、11/10

木曜日10:30-12:00
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【受講料】500円 【教材費】500円 【定員】15名
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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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9/10（水）〜9/24（水）受付！
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※「季節のいろどり展」についての詳細等は
亀戸文化センター℡5626-2121 まで お問合せください。
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浮世絵が今、見直されています。
広重、国貞、北斎など本所深川に
டᡞࡺࡾࡢ⤮ᖌ
縁のある絵師たちを中心に掘り下
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げ、その魅力を探ります。
【講 師】安村敏信（萬美術屋・元板橋区立美術館館長）他
【日

時】10/11、11/8、12/6、1月後半（すみだ北斎美術館見学予定）、
2/21

火曜日14:00-15:30/12月と2月は15:00~16:30

【受講料】4,300円 【教材費】200円 【定員】25名
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19:00 開演
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9/10（土）〜9/24（土）受付！
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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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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。
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Camellia Paper
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2017 年 NHK 大河ドラマ主人公
の井伊直虎。戦国時代に女であり
ながら家督を継いだ直虎は、どん
な人物だったのか。井伊氏の歴史
をたどりながら学びます。
【講 師】大石泰史（大河ドラマ
『おんな城主 直虎』時代考証担当）
【日 時】11/22、29、12/6、13、20 火曜日 19：00-20：30
【受講料】5,000円 【教材費】300円 【定員】25名
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【お申込み・お問合せ】
窓口・電話・FAX・はがき・インターネット(http://www.kcf.or.jp)にて受付
江東区亀戸文化センター 〒136-0071 江東区亀戸2-19-1
TEL 03(5626)2121 FAX 03(5626)2120

追悼公演

チ ケ ット新 発売
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[料金]全席指定 5,000円 友の会 4,500円
「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。
ゲストに、高石ともやと縁のある「か
もめ児童合唱団」を迎えます。ドラマの
主題歌・劇中歌、アーティストのアルバ
ムにも参加、オリジナルＣＤも発表して
いる三浦半島最南端の太陽のこどもたち。
伸び伸びと歌う独特の合唱スタイルの魅
力が全国に感動の輪を広げています。
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[ 出演 ] 高石ともや [ ゲスト ] かもめ児童合唱団

劇団NLT OH！マイママ
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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。昇太の落語、
ᯘᐙᴦ
二楽の紙切り、紋之助の独
楽、そして国本はる乃の浪
曲、武春は映像出演による
ἑᮧ㇏Ꮚ ୕ቑ⣠அຓ
年末恒例最後の “大忠臣蔵
公演”。三味線の響きに乗せて、ロックとバラードで綴る “弾き
語り” ザ・忠臣蔵が復活！フィナーレは仲間達のトーク、そし
て三味線の沢村豊子＆チーム堪忍ブギによる合奏で武春を追悼
します。
[ 映像出演 ] 国本武春
[ 出演 ] 春風亭昇太、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

南水ひとり語り
10/13 [木] 19:00開演 [料金]全席指定 4,000円
友の会 3,600円
10/14 [金] 13:00開演
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[ 出演 ] 熊澤南水 ( 語り）
[ 演目 ] 第一部 今東光作『お吟さま』より
「お吟さまの恋」
第二部 今東光作『お吟さま』より
「お吟さまの死」

上方落語 九雀亭

䠒

11/ 5 [土] 18:00開演
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[料金]全席指定 3,000円 友の会 2,700円（当日各500円増）
稀代の津軽三味線奏者、久保
木脩一朗が贈る邦楽エンターテ
イメント ! 哀愁溢れる津軽の伝統
曲から迫力あるオリジナル曲ま
で、和の真髄をお楽しみ下さい。

なぎら健壱コンサート2016
〜下町情歌 Part.12〜
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[料金]全席指定 4,600円 友の会 4,100円
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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
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[料金]全席自由 2,500円 友の会2,000円
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･･･。9 月のゲストは
三遊亭小圓朝さんです。

桂九雀
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津軽三味線 脩一朗＆大地
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[ 出演 ] 川端槇二、木村有里、加納健次、弓澤公望、守屋利香
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チ ケ ット発 売中

[料金]全席指定 5,500円 友の会 5,000円
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。
ᒣᓮࣁࢥ
[ 出演 ] 山崎ハコ
えにし
[ 曲目（予定）] 織江の唄、気分を変えて、縁、歌っ子、
私の うた
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心にしみる「ことば」を伝えたい !
肉声という楽器が、文学という楽譜を奏で
るコンサートに、ぜひ足をお運びください。

9/14 [水] 19:15開演
䊹

11/29 [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 ] 久保木脩一朗、久保木ユ
キ子、久保木一如、久保木和一
朗 ( 津軽三味線 )、
米谷和修 ( 尺八・
篠笛 )、荻野哲也 ( 和太鼓 )

[料金]全席指定 3,800円 友の会 3,420円

「私の うた」発売記念コンサート

[料金]全席指定 4,000円
友の会 3,600円

12/11 [日] 15:30開演

12/10 [土] 14:00開演

山崎ハコ2016新作アルバム

12/13 [火] 19:00開演
12/14 [水] 14:00開演

和の真髄
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12/17 [土] 15:00開演
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高石ともや年忘れコンサート2016
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「国本武春の大忠臣蔵ファイナル」

[ 出演 ] 桂九雀
[ ゲスト ] 三遊亭小圓朝
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９ ＳＮＧクラリネットアンサンブルコンサート
13:30 開演

３ 全席自由 無料
土 問合せ先：ＳＮＧクラリネットアンサンブル
Mail：sngclarinet@gmail.com

９

東京断酒新生会本部例会
19:00 開演

30 全席自由 無料
水 問合せ先：東京断酒新生会

TEL 03-5624-0318

