
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。
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9/10（水）～9/24（水）受付！

◆お申込み・お問合せ
亀戸文化センター窓口または電話、はがき・FAXで
【はがき・FAX記入例】
①講座名②氏名・フリガナ③生まれ年（西暦）・学年
④性別⑤郵便番号・住所⑥電話番号

〒136-0071　江東区亀戸2-19-1
TEL 03-5626-2121
FAX 03-5626-2120

江東区亀戸文化センター

亀戸文化センター協力講座

◆日時

◆場所

　5/13～7/9　土曜（前期10回）
　※7/9のみ日曜
　16：00～　1時間程度

　７階 会議室　または　６階 和室

◆対象
　小学４年生～高校生　10名

◆費用
　2,000円（全10回分）　※レンタル代と保険料等

◆講師

◆申込締切　4月23日（日）まで

　一般社団法人千人鼓の会　入澤登志江 「亀戸物語」これまでの作品

【閲覧場所】
　亀戸文化センター(亀戸2-19-1)
　亀戸図書館(亀戸7-39-9)
　※絵本の販売はありません。

Ⅰ「香取神社」　 Ⅲ「亀戸天神社」Ⅱ「亀戸浅間神社」 Ⅳ「五渡亭国貞」

Ⅴ「あさくさ古道と亀戸七福神」

於・亀戸梅屋敷　
問・03-6802-9550

☆1,000円以上お買上毎に、ガラポンくじ1本！！
☆その上、2日間先着300名のお客様に亀戸大根1本、
　勝運まんじゅう1個プレゼント！

15日（土）は、11時と13時の2回　水神太鼓の披露
16日（日）は、11時より亀戸大道芸（5組位）

『亀戸梅屋敷 四周年祭』

亀戸まちの情報コーナー

亀戸香取勝運商店街　 　　　　　　　にて開催 発酵文化応援団
第二十六回 夕靄発講談
４/14（金）19:00～
【出演】田辺一乃　【演目】「ゴジラ誕生」ほか
【料金】1,000円+飲食代
【問合せ】 090-1468-0742（一乃）

亀戸香取勝運商店街 発酵文化応援団　亀戸3-59-15
　地域住民と当センターが協働で
作成している亀戸の絵本「亀戸物
語」の５巻目が完成しました。歴
史や多くの言い伝えが残る亀戸の
ことを地域のこどもたちに伝え、
残したいという思いから制作がは
じまりました。
　最終巻となる今回は古くから残
る道筋「あさくさ古道」と亀戸七
福神を紹介しています。ぜひ、住
民の思いがこもった絵本をご一読
ください。

　長い歴史を持つ日本の伝統楽器の一つ「鼓（つづみ）」。
「ぽーん」という独特の音色とみんなで息を合わせて打つ気
持ち良さ、なかなか触れる機会のない楽器です。東京2020 
オリンピック・パラリンピックを「千人鼓」の演奏で盛り上げよ
うと呼びかけられています。
　「伝統音楽」の和楽器の１つ「小鼓」を習ってみませんか。
日本の伝統文化を知るきっかけにもなります。
　7月9日（日）のはねかめまつりで発表会を行う予定です。
　※「小鼓」はレンタル品を使用します。



林家たけ平独演会

　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 ] 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

　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

　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･･･。
　　4月ゲスト　三遊亭天どん
　　5月ゲスト　林家ひろ木

上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円 　友の会2,000円

5/24 [水] 19:15開演
4/4  [火] 19:15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

林家まめ平 春風亭三朝 松旭斉美智

池波正太郎「黒雲峠」

　ある藩でおきた上役の殺害事件に端を発
した仇討と、それにかかわる人々の心情を
描いた壮絶な殺陣のある時代物で、新国劇
のために書き下ろされた戯曲。かつて新国
劇の俳優であり、現在「劇団若獅子」の代
表を務める笠原章の演出で上演します。

[料金]全席指定 5,800円  友の会 5,200円 

６/９[金] 19:00開演
６/10[土]13:00・17:00開演
６/11[日]13:00・17:00開演

[作 ] 池波正太郎　[ 演出 ] 笠原章
[ 出演 ] 山本一慶、小松準弥 /正木慎也、笠原章
[ 尺八演奏 ] 松村湧太

チケット発売中

4/9 発売開始

19:00開演
全席自由   
　
問合せ先：The Vision 有限会社

大人・前売 1,200円  / 当日1500円
中高生・前売500円  / 当日  700円

小学生以下
     無   料

TEL 047-336-6483

TEL 070-6462-5345

10:30開演
全席自由    無料　
問合せ先：日本大衆歌謡教室　竹花陽子
　　　　  TEL 090-1102-6621

（日本大衆歌謡教室）ふれあいの集いカラオケ発表会

こころごすぺる　26 th 4

Piano concert ( 発表会 )  ４

 22

 14

13:30 開演
全席自由    無料 
問合せ先：フージェ音楽教室・岩本ピアノ教室土

東京断酒新生会本部例会  4

 28
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

金

 4

 16
日

4

６月 2９日（木）
桂九雀

笠原章

廣陵兼純 釈徹宗 玉川奈々福

正木慎也小松準弥山本一慶

松村湧太
尺八演奏

今
後
の

ご案
内

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

4/9販売開始

玉川奈々福がたずねる
「語り芸パースペクティブ」
～この国の物語曼荼羅 節談説教～

　今聞きうる語り芸が数ある中、浄土真宗に受け継
がれる「節談説教」を聞いていただきます。第一人者、
廣陵兼純師の名説教を聞き、あらゆる語り芸の母胎
となったこのお説教について、釈徹宗師が解説しま
す。案内役は、玉川奈々福です。

[料金]全席指定 3,000円  友の会 2,700円 
５/26[金] 19:00開演


