
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　

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.190

9/10（水）～9/24（水）受付！

その他英会話クラスもあります！

3/10（金）～3/24（金）受付！

【お申込み・お問合せ】　
　窓口・電話・FAX・はがき・
    インターネット(https://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　

0歳からの表現
ワークショップ

～音楽と手遊びで～
2階 大研修室
14:00～15:00

ステージライブ
3階 カメリアホール

13：00～

手作りマスコット
＆ゲーム
2階 大研修室
10：00～13:00

児童館コーナー
ブンブンごま作り
2階 大研修室
10:00～13:00

カメレちゃん
出張握手会
2階 大研修室
①11:00～
②12:00～

三味線体験教室
～こどもから
大人まで～
6階 第1和室
　①14：00～
　　②14：30～　

親子で茶道を
体験しよう
6階 和室
①11:00～
　②12:00～　

楽器作り体験
～楽器を作って
みんなで演奏～
5階 1・2研修室
13：00～

　江東区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうと
う、深川江戸資料館に設置の申込書（財団HPからダウンロード
可）に記入し、亀戸文化センターの窓口に提出または郵送。
◆亀戸文化センター
〒136-0071東京都江東区亀戸2-19-1  電話03-5626-2121
※申込み団体への説明会を4/6（木）19:00から亀戸文化セン　
　ターで開催します。(説明会出席は参加条件です。）

　①朗読・演劇等舞台芸術団体（プロ・アマ不問）。原則江東区を中
　　心に活動する団体。
　②上演内容は自由。ただし、演劇祭に相応しい作品内容であるこ　
　　と。また、上演時間は60分程度とする（舞台転換を含む。合同　
　　公演のため照明・美術等に制限あり）。
　③演劇祭運営に協力すること。
　④参加費100,000円を納入のこと。ただし、この金額を演劇チケッ
　　ト代にあてることも可（全席自由1,000円、50枚以上とする）
　⑤申し込みの時点で上演演目が決まっていること。
　⑥舞台稽古・リハーサル（平日・午後～夜間）に参加できること。
　※詳細は応募要項をご参照ください。

　この春から「おとなのための長唄三味線教室」を
開講します。習ってみたかったけど、なかなか習え
なかったあこがれの三味線…。　グループレッスン
で丁寧に指導します。

■参加資格　次の条件を満たす団体

■お申込み

■申込締切

■お問合せ

　3/26（日）必着。※応募団体多数の場合は、実行委員会で協
議の上、決定させていただきます。
　※参加団体が5団体未満の場合は、開催を見送る可能性が
　　あります。

　　こうとう演劇まつり実行委員会
　　　　　　　電話090-7238-1857（松原）

◆日時　5/14～10/1　（前期10回）　16:00～17:00　　
◆受講料　20,000円　◆教材費　8,000円　◆定員12名
◆講師　一般社団法人長唄協会派遣講師

2017年9月23日（土）、24日（日）にカメ
リアホールで開催予定の演劇祭（主
催：こうとう演劇まつり実行委員会）に
参加する団体を募集します。



林家たけ平独演会

　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。

　寄席の風情もたっぷりに、下町亀戸で林家たけ平
独演会のお知らせです。今回は、今年真打昇進を果
たした話題の春風亭三朝と、寄席色物の重鎮、マジッ
クの松旭斉美智、そして林家一門から林家まめ平。
たけ平もたっぷり二席申し上げます。１日限りの笑
いの殿堂、カメリアホールのたけ平独演会、ご来場
お待ちしています。

[料金]全席指定 2,800円  友の会 2,500円 （当日各200円増）
５/27[土] 15:00開演

チ ケ ッ ト 売新 発

[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

[ 出演 ] 新井満、西舘好子、稲村なおこ、西山琴恵　ほか

[ 出演 ] 林家たけ平、林家まめ平、春風亭三朝、松旭斉美智

[ 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

　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！

　かなしいときには　かなしいうたを
　　うれしいときには　うれしいうたを
　　　さみしいときには　さみしいうたを
　　　　なきたいときには　なきたいうたを
　ははがうたった　子守唄
　　いまはあなたに　つたえたい
　　　いまはあなたに　とどけたい

[料金]全席指定 3,800円  友の会 3,400円  小学生以下2,000円
3/11[土]  15:00開演
～さようなら番頭さん～
人情喜劇　亀戸駅裏旅館 感謝篇

　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･･･。
　3月のゲストは立川雲水さん、
4月のゲストは三遊亭天どんさん
です。

上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円 　友の会2,000円

3/16[木] 19:15開演
4/4  [火] 19:15開演

参加・体験・感動！ ふれあいこどもまつり・劇団東少

美しい心の「白雪姫」がおりなす、愛と感動の物語
ミュージカル「白雪姫」

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

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～

　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。

[料金]全席指定 4,500円  友の会 4,000円             
3/30[木] 19:00開演

チ ケ ッ ト 中発 売

子守唄の日記念 ４／４
しあわせコンサート

[料金]全席自由 2,000円  （高校生以下無料）            
4/4[火] 18:30開演

林家たけ平林家たけ平

林家まめ平林家まめ平 春風亭三朝春風亭三朝春風亭三朝 松旭斉美智松旭斉美智

チケット発売中

3/10発売開始

    ※開催月の前月 10 日発売。

4（土）17:00開演・5（日）13:00開演/17:00開演
全席自由 1,800円　
問合せ先：劇団ブリオッシュ×月ねこ座合同公演

TEL 090-6118-3439
e-mail : bri.nekoza@gmail.com

e-mail : little.group.little@gmail.com

昼の部 14:00開場　夜の部 18:00開場
全席自由  1,000円　
問合せ先：公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会
　　　　  TEL 03-3208-2416

チャリティ映画会「ソ満国境15歳の夏」

 ３
舞台「ヴェノマニア公の狂気
ー Everlasting true love ー 永遠の愛」

studio little 発表会 リトパ♪ vol.1  ３

 25
17:00 開演
前売り券：自由席500円、指定席1,000円 
当日券：1,000円（自由席のみ）
問合せ先：studio little土

東京断酒新生会本部例会  3

 31
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

金

４土
５日

 3

 6
月

3

５月 24 日（水）
桂九雀

今
後
の

ご案
内

クンドゥルクンドゥル

コント山口君と竹田君コント山口君と竹田君 　テツ and トモ　テツ and トモ カンカラカンカラ

子守唄の日『4月 4日』とは
『よしよし』と育て『すやすや』と
眠れる日

3/10
販売開始


