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Camellia Paper

亀戸まちの情報コーナー
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Kameido
Festival
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3月12日(日)は亀戸に集まれ！
亀戸文化センターを中心に、亀戸地区
の商店街や商業施設などがイベント会
場となる「亀戸フェスティバル」。
今年も、大人気の人力車無料乗車体
験をはじめ亀戸の歴史スポットを中心
とした街めぐりのほか、カメリアホー
ルでの舞台発表やこどもから大人まで
楽しめる各種催しなど、亀戸地域の文
化イベントとして開催します。
また、香取神社では亀戸大根の収穫
を祝う「福分けまつり」も同時開催さ
れます。
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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。
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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人力車無料乗車体験・ホールでの舞台発表・親子で茶道体験・三味線体験など

※事前の申込や費用が必要な催しがあります。お問い合わせのうえ
ご来場ください。

お申込み
お問合せ
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亀戸文化センター

江東区

TEL. 03-5626-2121
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チ ケ ット発 売中

䊹

䜹䝯䝸䜰䝩䞊䝹㻌䠰䠥䠟䠧䠡䠰䚷䚷䠣䠱䠥䠠䠡

韓国民族芸術団「クンドゥル」
マダン劇公演
〜烏鵲橋
（おじゃっきょ）
アリラン〜
䠒

3/30 [木] 19:00開演

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円

人情喜劇 亀戸駅裏旅館 感謝篇
〜さようなら番頭さん〜

3/11

15:00開演

[土]
[料金]全席指定 3,800円 友の会 3,400円 小学生以下2,000円

コント山口君と竹田君

テツ and トモ

カンカラ

歌あり・コントあり・喜劇ありの 120 分 !! 山口弘和（コ
ント山口君と竹田君）の特別書き下ろしシリーズ第 6 弾。
「亀
戸駅裏旅館」で起きる大騒動！ 笑って、泣いて、下町人情
にあふれる喜劇をたっぷりお楽しみください。
公募で選ばれた区民の方の出演もお見逃しなく！

クンドゥル
マダン劇「烏鵲橋（おじゃっきょ）アリラン」は、
韓国の七夕伝説を基に新しく創作された物語です。
劇中では韓国の結婚式など伝統的な風習が随所
に登場し、笑いあり、涙ありの楽しいマダン劇公
演です。
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参加・体験・感動！ふれあいこどもまつり・劇団東少

ミュージカル
「白雪姫」
美しい心の
「白雪姫」
がおりなす、
愛と感動の物語

3/19 [日] 14:30開演
3/20 [月・祝] 10:30・14:00開演
[料金]全席指定 2,500円 友の会 2,250円 ※当日各300円増

[ 出演 ] コント山口君と竹田君、テツ and トモ、カンカラ、
俵山栄子、押田佐代子 ほか
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浅野間 努

蝦名 建男

香山 元昭

相田 美名子

相田 翔成

山本 真優

登坂 香代子

登坂 恵

米倉 美智子

山中 良子

杉浦 舞香

[ 区民出演者の皆さん ] 浅野間 努、蝦名 建男、香山 元昭、
相田 美名子、相田 翔成、山本 真優、登坂 香代子、登坂 恵、
米倉 美智子、山中 良子、杉浦 舞香 ※右頁参照

上方落語 九雀亭
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2/10 [金] 19:15開演
3/16 [木] 19:15開演

チケット発 売 中

[料金]全席自由 2,500円

11 名の皆さんがどんな役で出演されるかは、
当日までのお楽しみ！
本公演でその活躍をどうぞご覧ください。

2/10発売開始

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･･･。
2 月のゲストは柳家東三楼さん、
3 月のゲストは立川雲水さんです。
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美しさや、地位・欲の為に戦争を起こして、お妃様は、
白雪姫を殺そうとします。お妃から逃げた白雪姫は、七人
の小人たちと出会い、働く事や自然の素晴らしさ、人々が
助け合う事の大切さを学び、成長する物語。
[ 出演 ] 西川可奈子、菅原聡史、辻麗子、菅原明
[ 演出 ] 源紀
[ 音楽 ] 神尾憲一、塩谷翔
[ 振付 ] 山本教子、相羽源氏

2 月ゲスト
桂九雀

柳家東三楼
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