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江東シネマ
フェスティバルは

今年で 10 周年を
迎えます !

まちの風景　牡丹町笑栄会編
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フィルム上映 視覚障がい者のための FM 放送による音声ガイド付き上映。 貸出ラジオは要予約。

小津安二郎

小津安二郎

小津安二郎

成瀬巳喜男

小津安二郎

クラタ ・ フミンド

加藤泰

ジーン ・ ケリー
スタンリー
　　　　 ・ ドーネン

中村鴈治郎、 原節子、 司葉子

河津清三郎、 井川邦子、 原節子

原節子、 笠智衆、 淡島千景

斎藤達雄、 吉川満子、 突貫小僧

中村錦之助、 池内淳子、 渥美清

ジーン ・ ケリー、 ドナルド ・ オコナー

デビー ・ レイノルズ

司葉子、 加山雄三、 森光子

笠智衆、 原節子、 香川京子

ゲスト

ゲスト

会場 ： 古石場文化センター 2 階　大研修室　全席自由

●3 日間通し券　　3,000 円　（枚数限定）※全ての作品をこの 1 枚でご覧いただけます。

●1 回券 500 円 / 無声映画特集のみ　 1,000 円　※当日券はすべて 200 円増し

チケット　 電話または窓口 （受付時間 ： 9:00 ～ 21:00)

江東シネマフェスティバル　作品一覧

現在は飲食店が多く立ち並ぶ牡丹町商店街。昔はどんな風景だったのでしょうか。

 今からおよそ 30 年ほど前、生鮮３品「肉屋」「八百屋」「魚屋」が少な

くとも３店舗ずつは商店街に軒を連ねていたそうです。時代の流れや人

が移り変わり、街の様相も変わってきましたが、人と人が顔を合わせて

店先で話す商店街ならではの姿は今も変わりません。街のコミュニティ

を感じさせる商店街のよき風景をこれからも大事にしていきたいですね。

牡丹町には有名企業も

 牡丹町には木工船が有名な佐野造船所（現在は江東区

潮見に移転）があり、冷凍・冷却技術で世界に名を馳

せる前川製作所は現在も巴橋すぐそばに会社を構えて

います。大きな企業が立ち並んだ街並みは人の出入り

も多く繁盛期は人で溢れかえっていたそうです。

「牡丹町笑栄会」の名前の由来

 「由来は分からないけれど昔この辺に住んでいた粋な

人が考えたような名前だよね」とお話しくださった大

槻さん。“商”店街の「商い」を「笑い」に変えたセン

スが素敵ですね。名前の通り日々笑顔で迎えてくれる

商店街の店主さんたちから、元気をもらえます。

インタビューに

ご協力いただきました！

川北園茶舗

店主

大槻勝巳さん
牡丹町で 50 年以上続くお茶屋

さんの店主さん。旧き良き街

の姿をお話しくださいました。

ゲスト　司葉子

ゲスト　香川京子

〒135-0046

東京都江東区牡丹 3-20-3

TEL:03-3641-0761



Saotome-Ke

Birreria KAPPA

さおとめけ

「カフェおこ」って知ってる？

「カフェおこ」とは Saotome-Ke の商品名！

“カフェスタイル”で提供する、お食事系パ

ンケーキのような新感覚の“おこのみ焼き”

が「カフェおこ」の正体なのです。

「カフェおこ」は美味しいだけじゃない！
こだわりの素材や調理法によって心と体に
優しい味をお届けします。

★美容と健康に良い天然素材を使ったダシ

★グルテンフリー！

　カリカリ＆モチモチの米粉生地

★塩麹に付け込んだ旨味たっぷりの具材

お客様の声
●女性ひとりでも

　入りやすい！

●素材の味が楽しめる

　やさしい味

〒135-0046

東京都江東区牡丹 3-12-8 小瀧ビル 1F

TEL:03-5657-4540

〒135-0046

東京都江東区牡丹 3-19-9-1F

TEL:03-6886-1618

いいね！

いいね！

広々とした客席も魅力♪夜には鉄板を使用

したおつまみメニューやお酒も楽しめます。

昼夜違った楽しみ方ができる Saotome-Ke に

是非一度足を運んでみては。

ビレリアカッパ

ご近所さんと乾杯！

門前仲町から少し歩いた牡丹町商店街の雰

囲気に惹かれてお店を出したという店主さ

ん。ご近所さんが和気あいあいと集まり、

知らぬ間に話の輪が広がっていることもし

ばしば。下町情緒あふれる牡丹町ならでは

の雰囲気です。

お酒好きは必見！

種類豊富に取り揃えた Birreria KAPPA で

はイタリアのビールを中心に、ワインも

100 種類以上取り揃えています。流行のク

ラフトビールや、オレンジピールやぶどう

の果汁で作った珍しいフレーバーのビール

まで、普段ビールを飲まない方でも楽しめ

ます。お気に入りの一杯を見つけよう♪

牡丹町笑栄会に新しいお店が仲間入り

たまごのトッピングつき

「カフェおこ」

店内の壁にはイタリアを始めとする海外のビールが並んでいます。見た目にもお洒落な

ビールです。メニューにはちょっとしたおつまみから食べごたえのあるパスタやピザも！

旬な情報は
facebook★

facebook

今年の豪華ゲストトークは
こちら

1/7( 土）出演 司葉子 1/9( 月祝）出演 香川京子

江東シネマプラザご鑑賞の方限定で

牡丹町商店街８店舗でお得な特典！

2016 年 11 月より開始
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Saotome-ke

ラブォーノ

中華三幸苑

はなぶさ

珈琲園

パティスリーコラージュ

北海道海産

洋食かつ兎

映画を観て、
街を歩こう！

　毎月 1回昭和の映画を上映する「江東シネマプラザ」。11 月から上映日限定で、映

画をご鑑賞いただいたお客様を対象に、商店街８店舗お得なサービスが受けられます。

この機会に映画を観て、街を歩こう！※詳細は館内ポスター、チラシをご覧ください。

10 周年記念江東シネマフェスティバル

　2017 年 1/7（土）8（日）9（月祝）の 3日間行われる江東シネマフェスティ

バルはおかげさまで今回で第 10 回を迎えます。古石場文化センターのある深

川地域が小津安二郎監督生誕の地であることから、小津安二郎監督作品の上映、

また地域の方に密着した映画イベントを行っています。お正月は通称“シネフェ

ス”で深川で盛り上がりましょう！　※詳細は館内ポスター、チラシをご覧ください。

　小津安二郎ゆかりの地

★深川・松坂物産展

　上映作品ゆかりの

★俳優プロマイド展

　コレクター築山秀夫氏による

★小津コレクション展
ほかにも盛り沢山！上映作品に
ついては表紙をご覧ください

充実の関連イベント

ビールがズラー！っと

並ぶお洒落な店内


