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公益財団法人江東区文化コミュニティ財団　　亀戸文化センター

〒136-0071江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ５Ｆ
TEL03-5626-2121/FAX03-5626-2120
[開館時間] 9:00～22:00 
[休館日] 毎月第2・4月曜日・年末年始
         　　　(※第2・4月曜日が祝日の場合は開館)　　　　      

交通のご案内
●ＪＲ総武線・東武亀戸線「亀戸」駅下車北口から徒歩２分
●お車の場合は機械式有料駐車場があります。※車体サイズ制限あり

https://www.kcf.or.jp/kameido/

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、亀戸天神前 花いなり 
　　　　　  赤坂味一  亀戸店       
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、ギャラリー凛、夢菓子工房 モンレーヴ
　　　　　 大衆割烹山きん、伊勢路、ピアノバーホーム・バウンド
亀戸６丁目：亀戸水神森クリニック　　
亀戸９丁目：亀戸浅間神社　

この情報紙は江東区内の各文化センター・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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【お問合せ】亀戸文化センター　TEL.03(5626)2121

要事前申込み

マスクを着けて
ご来場ください。

７/10（土）開催︕はねかめ 2021　
～夏のホールライブ＆体験教室～

亀戸文化センター自主グループ主催の教室

亀戸文化センター施設利用団体主催の教室

様々な教室の紹介　
チラシ・パンフレットを発行しています！

　定期的に亀戸文化センターの施設を利用し、 団体主催で
開催している教室を紹介しています。     （年に 1 回更新）
亀戸文化センター 5 階事務所前で配布中！

「施設利用学習グループのご案内」

カラー印刷機のご案内カラー印刷機のご案内

★カラー印刷機利用料金（１枚あたり）
★従来の印刷機と異なり製版代はかかりません。

モ ノ ク ロ

カ ラ ー 印 刷

１０円 ７円 ６円

２５円 ２０円 １５円
モ ノ ク ロ
持込 片面印刷

カ ラ ー
持込 片面印刷

２円

１０円

種 類 Ａ３ Ｂ４ Ａ４

　亀戸文化センターでは、 カラー印刷サービスがございます。

　カラーコピー機より廉価で、 きれいにご利用いただくことが

できます。 もちろんモノクロ印刷も可能です。

　グループ活動のＰＲのチラシやパンフレットの印刷など、

ぜひご利用ください。

※カラー印刷機導入に伴い単色印刷機は使用終了いたしました。

「亀戸自主グループのご案内」

すべて小学 3年生以下は保護者同伴

シリーズ第9弾！江戸前人情喜劇
亀戸駅裏旅館～同窓会篇～

7/22（木･祝）15:00開演 全席指定
一般 4,500円　こども 2,300円（小学生以下）

４歳以上入場可

歌あり・コントあり・喜劇あり‼山口弘和
氏（コント山口君と竹田君）の特別書下ろ
しシリーズ第９弾の「亀戸駅裏旅館」。新型
コロナウィルス感染症拡大防止のため、ご
披露できなかった本公演が、2年ぶりにか
えってきます。

テツ and トモ

コント山口君と竹田君

カンカラ

詳細は中面を
ご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　              　差額還付（返金）受付期間
　2021 年 9月 30 日（消印有効）まで
                      
　　　   亀戸文化センター
                       TEL        　　　  ０３－５６２６－２１２１
　　　　　ホームページ　 https://www.kcf.or.jp

★まるヒロ（音楽）　　　　　
★ハードパンチャーしんのすけ（ジャグリング）
★羽亀戦士カメイダーショー

★体験！バレエストレッチ
★江東手工芸協会による手作り体験教室
★ゲームコーナー　★射的コーナー　ほか

体験教室　（詳細は中面）

カメリアホールライブ 入場無料

　亀戸のご当地キャラクターとして活躍する
羽亀戦士カメイダーショー、ジャグリングや
音楽などの楽しく愉快なパフォーマンスをス
テージからお届けします。

11：45 開場　12：00 開演

　施設利用料金は新型コロナウイルス感染症に伴う特例措
置として昨年 10 月からの料金改定を再延長してきました
が 2021 年 10 月 1日（金）利用分より新料金が適用とな
ります。
　2021 年 4月 1日～ 2021 年 9月 30 日までのご利用分で
新料金でお支払いいただいた方への差額分の還付申請手続
きは 9月 30 日（消印有効）までとなっております。
　お早めにお手続きいただきますようお願いいたします。
　

施設ご利用の皆様へ

10月利用分より施設利用料金が
改定となります。

大切なお知らせ

要事前申込み問



FUMIKA　　

桂九雀
10/23 ゲスト
林家扇兵衛

９/10発売8/10発売

10/23
土土

9/25

上方落語 九雀亭
14:15開演（13:50開場）

桂九雀が主催する落語会。ゲストとともにお送りします。

[料金]全席自由 2,500円 
　　  ※当日各500円増　　　　

６
階 
  

和
室
で
開
催

9/25 ゲスト
芸人 THE ブラスト

“社会風刺コント集団”

14:00／17:30開演 　全席指定　一般4,800円 　
　　　　　　　　　　　

8/28
土 

9/25
土 

結成 61 周年薗田憲一とデキシーキングス
   15:30開演　全席指定　一般5,000円　　　　　　　　　　　

木祝
７/22 

シリーズ第 9弾！　江戸前人情喜劇

　亀戸駅裏旅館～同窓会篇～

歌あり・コントあり・喜劇あり‼山口弘和氏（コント山口君と竹田君）の特別書下ろしシリーズ
第９弾の「亀戸駅裏旅館」。新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ご披露できなかった本公
演が、2年ぶりにかえってきます。「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。2年越しの出演となる公募で選ばれた区民の方々
もお見逃しなく！　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、花原あんり、区民出演者

15:00開演 　全席指定4,500円（４歳以上）　こども（小学生以下）2,300円　
　　　　　　　　　　　

テツ and トモ
コント山口君と竹田君

カンカラ
花原あんり押田佐代子俵山栄子

7/10
  

（土）

  
全て事前申込み（先着順）、亀戸文化センターまで電話・窓口で。定員になり次第〆切。
はねかめ２０２１

催　し　名

①押し花の Aマスクケース（2枚）・Bしおり（2枚）
　※A・Bどちらか１つ
②アロマワックスカップ  アレンジ

③かわいいふた付きネコちゃんのボックス

④カップアイスとチョコのバッグチャーム
⑤願いをかなえるミサンガ

⑥モフモフプードル犬（ビーズ作品）
⑦オーガンジー巾着袋
⑧お皿にイニシャル

⑨簡易真空装置を作って実験しよう！

⑩体験！バレエストレッチ

⑪出張図工室　チョキペタスで遊ぼう　（各回 60 分）

⑫簡単！マグネット工作（各回 30 分）

⑬ゲームコーナー　（各回 30 分）

⑭射的コーナー　　（各回 30 分）
⑮おもちゃ病院　

いよいよ 8月１０日（火）から発売開始

開催時間と曜日が変わりました。

11/10発売

12/18
土土

11/20
10/10発売

ホールライブ（3階カメリアホール）
　まるヒロ（音楽）、　ハードパンチャーしんのすけ（ジャグリング）
　羽亀戦士カメイダーショー（株式会社アーティストクルー）

対象･定員

　　　

時　間 料　金

12:00 ～ 14:00

Live in Camellia Part.21

ザ ・ ニュースペーパー LIVE2021

政治、経済、事件、芸能・・・etc。
タイムリーな社会問題を「笑いと批判」に変える！
ライブにこだわり続けるザ・ニュースペーパーのライブで
しか見られないコントをお楽しみに！！

ジャズの中で最もハッピーで心暖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を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
ている。
出演：薗田憲一とデキシーキングス　ゲスト：FUMIKA 

薗田憲一とデキシーキングス

7 月発売

8月発売

カメリアホール　イベント情報　　　お申込みは 亀戸文化センター        03-5626-2121
マスク着用にご協力ください。

　第 1部　親子で楽しむファミリーコンサート～
　第 2部　ゆったり音楽を楽しむコンサート

花岡詠二with フォレストレディース・スウィング・オーケストラ

和楽器演奏集団　独楽　～祝宴～

なぎら健壱 50＋1周年コンサート  ～下町情歌 Part16

（土）

（木）

（土）

（土）
（日）

13:30 開演
18:00 開演
18:30 開演
13:30 開演
17:30 開演
17:00 開演
16:00 開演

一般　500 円　※2歳以下、ひざ上無料
一般 2,800 円  中学生以下 1,500 円（当日 500 円増し）
　　　　　　　　　一般 3,000 円
   一般 3,000 円（当日 500 円増し）

　　　一般 5,000 円（当日 500 円増し）

10/16

10/21

10/30
11/  6
        7

 

①10:00 ～ 11:00

②11:00 ～ 12:00

③13:00 ～ 14:00

④14:00 ～ 15:00

①10:00 ～ 12:00

②13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30
①10:00 ～②11:00 ～
③13:00 ～④14:00 ～
①13:00 ～②13:30 ～
③14:00 ～④14:30 ～
①10:30 ～②11:30 ～
③13:00 ～④14:00 ～
①10:00 ～②11:00 ～
③12:30 ～④13:30 ～

小学生
10 名
成人 8 名
4才～
　　小学生
各回 6名

①～⑧は小学生以上が対象です。　※小学3年生以下のお子さんは保護者同伴でご参加ください。

体験教室＆夏のホールライブ 開催 !

200 名

各回 4名

各回 5名

各回 4名

各回 5名

各回 5名

各回 5名

各回 5名
各回 5名

4才～小学生
各回　8名　無料

A 600 円
B 500 円
1,500 円

700 円

900 円

400 円

350 円

300 円
800 円

4才～小学生
各回 8名　無料

小学生～
各回 5名　無料

500 円

無料

500 円

無料

10:00 ～ 14:00 どなたでも（こども優先）
※治療（修理）は無料で
すが、部品交換は実費。※14:00 最終受付※治療（修理）ができない物もございます。事前にお問合せください。

（水）
（土）
（火）

15:00 開演
14:00 開演
18:30 開演

グッドピープル
奈々福なないろ vol.4
朗読の杜 Vol.1「木曜日にはココアを」

　一般 4,500 円
　一般 3,000 円
　一般 5,000 円

戸田恵子、長谷川初範ほか
玉川奈々福、沢村豊子（曲師）
　　　　風間杜夫、熊谷真実

9/15
9/18
9/21

全席指定です！

全席指定です！
トリオ・カルディアの世界

6 歳以上入場可

6 歳以上入場可

6 歳以上入場可

（当日 500 円増し）

４歳以上入場可

6 歳以上入場可

6 歳以上入場可

まもなく受付終了

第 2 部  6 歳以上入場可


