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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
大島２丁目：五ノ橋伊勢屋

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

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」「亀戸自主グループのご案内」

小学 3年生以下は保護者同伴で！

★江東区立第三亀戸中学校　吹奏楽部　　　　　
★東京都立江東商業高等学校　吹奏楽部
★中央学院大学中央高等学校　吹奏楽部
★羽亀戦士カメイダーショー

★バレリーナと一緒にストレッチ
★手工芸一日教室　★親子で学ぶお金の学校
★出張図工室  チョキペタスで遊ぼう
★亀戸こども将棋教室　
★簡単！マグネット工作★ゲームコーナー　ほか

まごころ市

カメリアホールライブ

　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や地域の学校の吹奏
楽部のみなさんによるライブをお届けします。

11：45 開場　12：00 開演

要事前申込み

 詳細は中面をご覧ください。

モバイル Wi-Fi の

貸出しサービスを開始しました。

利用料金は無料です。

台数に限りがあるため、事前にご予約
ください。【1団体 1台】
電波状況によっては、ご利用いただけ
ない施設もあります。

各文化センター、総合区民センター、江東公会堂（ティアラこうとう）、
深川江戸資料館、 芭蕉記念館、 中川船番所資料館、 商工情
報センターの施設利用料金は、 2020 年 10 月 1 日承認分より料
金改定をしておりましたが、 新型コロナウイルス感染症の収束見通し
が依然として立たない状況を鑑み、 江東区の方針により、 特例的
措置（改定前料金の据置き）の期間を 2022 年 9 月 30 日まで
延長いたします。

★改定後料金でお支払い済みの場合は差額を還付（返金）します。

施設ご利用の皆様へ

改定後料金適用日
２０２２年 10月１日利用分から

差額還付（返金）受付期間
       ～ 2022 年 9月 30日（金）

施設利用に関する重要なお知らせ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

国 ・東京都 ・江東区の方針を踏まえ、 下記のとおり対応を継続いたします。

※手続をお忘れにならないようにお気をつけください。

10:00 ～（なくなり次第終了）

体験教室

東京都立江東商業高等学校　
　　　　　　　　吹奏楽部

中央学院大学中央高等学校
　　　　　　　　吹奏楽部

先着 200 名           
入場無料

要事前申込み

★けん玉教室　
★亀戸占い館
★おもちゃ病院
　当日受付・先着順です。
　（整理券配付予定）

区内の障害者福祉施設に通う
方々の手作り作品を販売します。

射的

はねかめまつり２０２２

LINE 登録を
お願いします！

ご予約
出来ます！



※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。

カメリアホール　イベント情報　

FUMIKA（Vo）　

“社会風刺コント集団”

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

10/1
土 

9/24
土 

結成 62 周年薗田憲一とデキシーキングス
   16:00開演　全席指定　一般5,000円　　　　　　　　　　　

7/10
  

（日）

  
★印以外は全て事前申込み（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。

はねかめまつり２０２２

Live in Camellia Part.22

ザ ・ ニュースペーパー LIVE2022

政治、経済、事件、芸能・・・etc。
時代を狂わす出来事も「笑いと批判」でぶった斬る！
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見逃しなく！

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。「さぁ！今年もDIXIE に酔いしれる一日を！」
曲目（予定）：私の青空、幸せの黄色いリボン、アイ スクリーム　ほか
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

開催 !

※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。

6 歳以上入場可

6 歳以上入場可

①13:00 ～②14:00 ～

12:00 ～

10:00 ～ 11:30
①13:00 ～②13:40 ～
③14:20 ～④15:00 ～

200 名

どなたでも
各回 15 名

各回 6名

各回 5名

無料

どなたでも ( こども優先 )※治療
（修理）無料。部品交換実費。

①レーウェンフークの顕微鏡を作ろう
　
②出張図工室　チョキペタスで遊ぼう（各回 30 分）

③簡単！マグネット工作　（各回 30 分）
④親子で学ぶお金の学校　（各回 45 分）
⑤けん玉教室　★

⑥３色ペットボトル LEDランタン工作（各回 30 分）

⑦バレリーナと一緒にストレッチ
⑧亀戸こども将棋教室　（各回 60 分）
⑨押し花　Ａマスクケース　Ｂしおり
　※Aか Bをお選びください。
⑩デージーの刺繍針刺し

⑪リボンねこちゃんのキラキラケース

⑫お皿にイニシャル
⑬ゲームコーナー
（射的・輪投げ・ポケネット・ペットボトルボーリング）
⑭おもちゃ病院　★　

⑮亀戸占い館　　★

カメリアホールライブ（3階カメリアホール）
（江東区立第三亀戸中学校、東京都立江東商業高等学、 中央学院大学
中央高等学校）各吹奏楽部、羽亀戦士カメイダーショー

催　し　名 定　員時　間

①10:00 ～②10:30 ～
③11:00 ～④11:30 ～

10:00 ～ 12:00
①12:30 ～②13:10 ～
③13:50 ～④14:30 ～
⑤15:10 ～
10:30 ～ 11:30

①13:00 ～②14:00 ～

①10:00 ～②11:00 ～

13:00 ～ 15:00

①10:00 ～②11:00 ～

13:00 ～ 15:00
①10:00 ～②10:45 ～
③11:30 ～④13:00 ～
⑤13:45 ～⑥14:30 ～

10:00 ～ 14:00

10:00 ～ 15:00

小学 3年生
以上 16 名

親子
各回 10 組
どなたでも

各回 6名

女性 10 名
どなたでも
各回 10 名
5才以上
各回 4名
小学生以上
６名

小学生以上
各回 5名

小学生以上
各回８名

どなたでも

無料

無料

800 円

600 円
500 円

A　600 円
B     500 円

300 円
こども 800 円
大人     500 円

無料

無料

無料

500 円

無料
無料

桂九雀
7/2 ゲスト
林家あんこ

発売中

8/27
土土

7/2

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

8/10発売

10/15
土土

9/17
７/10発売

ご予約、お待ちしています。

①レーウェンフークの
　　　　顕微鏡を作ろう

②出張図工室　
　　チョキペタスで遊ぼう

⑥3色ペットボトル
　　　　LEDランタン工作

⑨押し花　
Aマスクケース Bしおり

⑩デージーの刺繍針刺し ⑪リボンねこちゃんの
　　キラキラケース

⑫お皿にイニシャル

③簡単！マグネット工作　
　　

9/10
土  

9/14
水

奈々福なないろ vol.5
 　　「研辰の討たれ
　　　　　　奈々福版義士外伝」

6 歳以上入場可
風間杜夫ひとり芝居
　　「帰ってきたカラオケマン」

6 歳以上入場可

全席指定　14:00 開演 
 　　　 一般 3,000 円 
      （※当日 500 円増）
出演：玉川奈々福、
　　　沢村まみ（曲師）
　　　望月太左衛（囃子）

全席指定　19:00 開演 
 　　　  一般 5,000 円  
　　(※当日 500 円増）

出演：風間杜夫

7 月 10 日 （日） 10:00 より電話予約開始の公演

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

9/10発売
8/27 ゲスト
三遊亭楽八

参加費

キャンセル待ちの場合もござい
ます。ご予約はお早めに！

03-5626-2121
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