亀戸まちの情報コーナー

Camellia Paper

亀戸文化センターからのお知らせ

5月は亀戸天神社の藤の花が見事な季節です。
さわやかな陽気の中で、亀戸の有名なまつりやイベント
に足を運んでみませんか。

亀戸天神社（江東区亀戸3-6-1）
藤まつり 学業講祭 2017 ~5/７（日）
出世鯉放流（しゅっせごいほうりゅう）5/5（金・祝）
歌川広重の『名所江戸百景』にも描かれた亀戸天神社の藤。
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藤の花を愛でながら、
この一年の学業上達のお参りにお出か
けください。
出世鯉の放流は5月5日午前９時頃か
ら本殿前の太鼓橋の近くで行われ、
どな
たでも参加できます。お子様の健康と元
気な成長を祈願してあなたもいかがで
すか。
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亀戸文化センターの1階展示ロビーでは、
パステル画、水彩画の展示が開催されます。
どうぞお気軽にお越しください。
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香取神社（江東区亀戸3-57-22）
勝矢祭（かちやさい） 5/5（金・祝）
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【会場】亀戸梅屋敷 藤の間（亀戸4-18-8）
【開演】10時30分（15分前開場）
【料金】1,000円
【問合せ】090-5335-2662（山緑）

発酵文化応援団

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。
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
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第二十七回 夕靄発講談
５/12（金）19:00〜
【出演】田辺一乃 【演目】
「小猿七之助」ほか
【料金】1,000円+飲食代 ࡎࡢ
【問合せ】090-1468-0742（一乃）
【場所】亀戸香取勝運商店街 発酵文化応援団
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亀戸香取勝運商店街
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亀戸3-59-15
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（土）15：00
5月16日
（火）12：00〜5月20日

5月21日
（日）10：00〜5月25日
（木）15：00

『亀戸梅屋敷 もし亀講談会』
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平将門の乱に戦勝を祈願した俵藤太秀郷が
平定後、神社に弓矢を奉納したことに始まる祭
事で「勝矢」を奉納する古武豊かな武者行列が
行われます。平安時代の鎧兜さながらの装束や
陣羽織、裃などを身にまとった氏子たち、地元小
中学生の鼓笛隊などが参加する武者行列が、香取神社の兼務
社である亀出神社で「エイ、エイ、オー」の勝鬨を挙げて出発し、
亀戸駅前十三間通りなど香取神社までの２kmを練り歩きます。
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1階展示ロビー

４月下旬から境内の藤の花が一斉に咲き始めます。太鼓橋を
背景に心字池に映る藤の花は絶景です。境内一面に咲き誇る
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チ ケ ット新 発売

７/２ [日] 15:00開演

５/26 [金] 19:00開演

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,050円
※当日各500円増

中村由利子

植草ひろみ

渡辺克也

〜この国の物語曼荼羅 節談説教〜
[料金]全席指定 3,000円 友の会 2,700円

ヴィタリ・ユシュマノフ

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。
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林家たけ平

笠原章

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
尺八演奏
表を務める笠原章の演出で上演します。
松村湧太
[ 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

林家まめ平

春風亭三朝

松旭斉美智

寄席の風情もたっぷりに、下町亀戸での林家たけ平独
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。
[ 出演 ] 林家たけ平、林家まめ平、春風亭三朝、松旭斉美智
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正木慎也
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５/27 [土] 15:00開演

[料金]全席指定 5,800円 友の会 5,200円

小松準弥

厑

林家たけ平独演会
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16:00開演
全席指定 無料
問合せ先：エトワールバレエスタジオ
TEL 03-3637-2339

５ 大正琴ハモレッツ発表会
６
土

13:00開演
全席自由 無料
問合せ先：大正琴ハモレッツ発表会
TEL 03-3614-8437

５ ソニア・オチョア〜 Soul to Soul〜ダンスショー
12
金

19:00開演
全席自由 4,500円 当日5,000円
問合せ先：㈱デセオス
http://peatix.com/event/240705

５ 琴輝・月琴の会 第 8 回演奏会
13
土
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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

玉川奈々福

[料金]全席指定 2,800円 友の会 2,500円（当日各200円増）

チ ケ ット発 売中

池波正太郎
「黒雲峠」

釈徹宗
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[ 出演 ] 中村由利子（ピアノ・Liberoba）
、
植草ひろみ（チェ
ロ・Liberoba）
、渡辺克也（オーボエ）
、
ヴィタリ・ユシュ
マノフ（バリトン）
曲目：アストル・ピアソラ / Libertango、ザ・ビートル
ズ／ノルウェイの森、永六輔・いずみたく / 見上げてご
らん夜の星を ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

廣陵兼純

5

日本・ドイツ・ロシア・南米など、ワールドワイドに
活躍するアーティストたちが彩る音楽会。
クラシックからポップスまで、ジャンルをこえて堪能
出来る楽しいコンサートをお届け致します。

山本一慶
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５ エトワールバレエスタジオ 第 14 回生徒発表会

玉川奈々福がたずねる
「語り芸パースペクティブ」
䊹

きらめく夏のシンフォニー
ワールドワイドな音楽紀行
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13:00開演
全席自由 無料
問合せ先：琴輝
TEL 090-9147-2489

５ 世界迷作劇場 This is freedom!!
19
金

14:00開演 / 19:00開演
全席自由 3,800円 当日4,500円
問合せ先：JDEダンス＆エンターテイメント
Mail: sekai.meisaku.519@gmail.com

５

グッドアップブラスアンサンブル・さいたまファンファーレクラブ
第 2 回 ジョイントコンサート

20
土

14:00開演
全席自由 無料
問合せ先：さいたまファンファーレクラブ 下野
TEL 090-1778-0143

５ ピティナ・ピアノステップ 亀戸地区
21
日

10:30開演
全席自由 無料
問合せ先：ピティナ江東ステーション 大川惠子
TEL 03-3682-9082

５ 第 62 回 山岳映画の夕
23
火

18:50開演
全席自由 無料
問合せ先：SES山岳映画サロン 事務局
TEL 042-473-8983

５ 東京断酒新生会本部例会
31
水

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

