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0 歳からの表現ワークショップ
～音楽と手遊びで～
14:00 ～ 15:00
小さなお子様も楽しめる歌や手遊び。
ミニコンサートもあります。
場所：２階大研修室
参加費：無料
※ベビーカーでの入場も可
出演：清水順子（歌）
　　　下田真美（ピアノ）
　　　中谷明日香（フルート）

亀戸職人展

親子で
茶道を体験しよう
①11:00 ～　②12:00 ～
初心者、男性の方も大歓迎 !
場所：６階和室
参加費：1人 100 円 ( お茶菓子付き）
対象：親子 ( 大人のみも可）
定員：各回 15 名
※要事前申込

亀戸子ども会連合会
手作りマスコット＆ゲーム
10:00 ～ 13:00
干支の可愛い酉マスコットづくりや
楽しいゲームなど盛りだくさん！
場所：２階大研修室
参加費：実費
協力：亀戸子ども会連合会

カメレちゃん出張握手会
①11:00 ～　②12:00 ～
大人気！アトレ亀戸の公式キャラクター
カメレちゃんがやってきます！
場所：２階大研修室
参加費：無料
協力：アトレ亀戸

似顔絵コーナー
10:00 ～ 15:00
似顔絵を描いてもらおう！
どなたでもどうぞ！　
場所：２階大研修室前
参加費：おとな 600 円
　　　　こども 500 円
協力：東京似顔絵倶楽部

亀戸大根収穫祭・福分けまつり
10:00 ～
亀戸地区の小学校等で栽培された亀戸大根を奉納します。
亀戸大根・福分け味噌汁を無料で配布します。（300 名）
内容 : 収穫祭
　　   亀戸大根味噌汁配布（かめの会）
　　   水神太鼓の演奏

ベーゴマ大会
12:00 ～
どなたでも参加ＯＫ！
参加用ベーゴマは終了後プレゼント
参加費：100 円

江東少年少女合唱団コンサート
①13:00 ～ 13:30　②15:00 ～ 15:30
江東区文化センターの
「江東少年少女合唱団」による
ステージです。
場所：アトレ亀戸
 　　   ７階アトレホール
入場料：無料

赤ちゃん休憩コーナー
10:00 ～ 13:00
赤ちゃん一休みスペースだけでなく
赤ちゃん対象の手形や足形もとれる
コーナーです。
持参のお気に入りのハンカチや
ＴシャツにもＯＫ！
場所：２階大研修室前
参加費：無料
協力：亀戸子ども会連合会

絵本「亀戸物語」
展示コーナー
10:00 ～ 15:00
亀戸をテーマにした
手づくり絵本とその
原画を展示します。
場所：1階ロビー

児童館コーナー
ブンブンごま作り
10:00 ～ 13:00
3 種類の形があるので、
絵や音の違いを楽しめます！
場所：2階大研修室
参加費：無料
協力：亀戸児童館・ 亀戸第二児童館・
　　　亀戸第三児童館

障がい者バザー
10:00 ～ 15:00
区内の障がい者福祉施設に通う方々
の手作りの品の販売です。
(5 グループ）
場所：１階ロビー
協力：社会福祉協議会

マグネット工作
10:00 ～なくなり次第終了
マグネットでしおりを作ろう！
デザイナーはあなた！
場所：1階ロビー
参加費：無料
協力：ニチレイマグネット㈱

【発表会】
こどものための演劇教室
10:00 ～ 12:30
亀戸文化センター講座「こどものた
めの演劇教室」の成果発表会です。
場所：５階第１・２研修室
入場料：無料

【発表会】
こどものための三味線教室
13:00 ～
亀戸文化センター講座「こどものた
めの三味線教室」の成果発表会です。
場所：６階第１和室
入場料：無料

三味線体験教室
～こどもから大人まで～
14:00 ～ 15:00
この機会にちょっと伝統芸能に
触れてみませんか？初心者大歓迎。
場所：６階第１和室
参加費：無料
対象：小学 4年生以上 ( 要相談）
定員：15 名　※要事前申込

ダイナマイトプロジェクト所属バンド
Milk【弥勒】（沖縄民謡）
スタジオ・アートライズ ( キッズ・パフォーマンス）
プロムカルテット（サックス四重奏）
ラ・シュ・シュ（こどもバレエ）
マーリン（ストリートダンス）

カメリアホール　ステージライブ

香取神社

アトレ亀戸 亀戸梅屋敷

6階和室

2階

１階

昨年の様子

※すべての催しはやむを得ない事情で
　変更になる場合がございます。

【出演団体】

マークの催しは雨天中止です。 マークの催しは事前申込みが必要です。（先着順）

5 階
楽器作り体験
～楽器を作ってみんなで演奏～
13:00 ～
身近なもので楽器を作って演奏しよう！
場所：５階第１・２研修室
参加費：無料
対象：小学生以上

走らずに、信号を守って
車に気を付けてね。

かめたん

かめりん
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地元消防団による
消火公開訓練
15:00 ～ 15:30

道路にチョークで
お絵かき
12:30 ～ 15:00
今日だけ！！誰にも怒られず
道路にお絵かきができます！
協力：亀戸子ども会連合会

協力：城東消防団第一分団

ＫＯＴＯ街かどアーティスト＆
カメイダーショー
12:30 ～ 15:30
亀戸のヒーロー、カメイダーが登場！
みんなでカメイダーを応援してね！
出演：羽亀戦士カメイダー
　　　Ryu-To
 　　   みにみに♪ぎゃんぐ

人力車無料乗車体験
12:30 ～ 14:30
人力車が十三間通りを
走ります。
乗車場所
・亀戸梅屋敷前
・宝くじロトハウス前

亀戸十三間通り商店街

ミニ四駆コース
12:30 ～ 16:00
十三間通りに
ミニ四駆コースが出現 !
※貸出ミニ四駆あります

昨年の様子

昨年の様子

昨年の様子

作品見本

羽亀戦士カメイダー みにみに♪ぎゃんぐ
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定員 :30 名
※要事前申込

こどもから大人まで年齢を問わず、
いろいろなグループが日頃の活動の
成果を発表します。
世代やジャンルを超えた舞台発表を
どうぞお楽しみください。
【開演時間／ 13:00 ～】
入場料：無料

※出演団体および開演時間は変更になる場合がございます。

昨年の様子

（開催中）

ドラマ 体験のお申込みは
亀戸文化センターまで！

Ryu-To
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10:00 ～ 17:00

酉のマスコット


