
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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【と   き】　 7/22（土）、7/30（日）
　　　  　 いずれも10:00～16:00
【ところ】　亀戸文化センター5階 第１・２研修室
【対   象】　小学１年～３年生の親子20組。２日間とも参加可能な方。
　　　　  ※こどものみ不可。　　　  　  
【費   用】　9,000円（ロボットキット代含む）　
【申   込】　亀戸文化センター　℡5626-2121 または窓口で
【締   切】　6/25（日）※応募者多数の場合は抽選。

くまちゃん・うさちゃんストラップ

ファスナーで作る小物入れ

バラのブローチ（パンフラワー）

ミニフルーツマグネット（パンフラワー）

和風ソープスワン

ペーパークイリングで作るミニうちわ（金魚）

てっせんの壁掛（アートフラワー）

ジュースのストラップ（2点セット）

伝統韓紙工芸　かご

伝統韓紙工芸　花皿

手描き染め　花などいろいろ（Ｔシャツやバッグに）

マクラメで作るフラワーハンギング

マクラメで作るきらきらミサンガ

くまとフルーツいっぱいえんぴつキャップ

かんたん押絵（猫ちゃん）

押し花のミニカード（2枚）

押し花カバーのカッティングノート

ペンダントトップ（オルネフラワー）

メガネかけペンダント（オルネフラワー）

樹脂粘土で作るミニ野菜

組み紐の帯〆

小学生以上・各５名★

小学生以上・10名★

小学生以上・8名★

小学生以上・12名★

大人向け・8名

小学生以上・各回 10名★

小学生以上・各回 6名★

小学生以上・各回３名★

大人向け・各回 3名

小学生以上・各回 8名★

中学生以上・6名★

【参加費】【時　間】【催　事　名】 【対象・定員】

　　  随　時

（1～ 2時間程度）

随時（2～ 3時間程度）

①10:00 ～ ②13:00 ～
　（2～３時間程度）

10:00 ～ 15:00（1 日）

500 円

500 円

300 円

700 円

700 円

400 円

▲②の作品 ▲⑮の作品 ▲⑲の作品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

900 円

500 円

400 円

500 円

500 円

2,000 円

300 円

800 円

500 円

800 円

600 円

1,000 円

1,200 円

900 円

2,800 円

①10:00 ～ ②13:00 ～

　　（1時間程度）

①10:00 ～ ②13:00 ～

　     （2 時間程度）

小学生以上・各回 5名★

小学生以上・各回 5名★

小学生以上・12名★

小学生以上・10名★

①10:00 ～ ②13:00 ～

　（1～ 2時間程度）

▲実際に作るロボット

　小学校低学年向けに構造を簡素化した
「ビートル」(４足歩行ロボット)を1日目で組
み立て、各自で飾り付けをし、2日目にデザ
インコンテストと障害物競争を行います。

　亀戸文化センター講座「ジュニア小鼓教室」の入澤登志江講師が所
属されています「千人鼓の会」が、亀戸梅屋敷で演奏会を開催します。

於・亀戸梅屋敷（亀戸4-18-8）　
問・入澤登志江 090-7272-2932

第 1回：13 時～
第 2回：14 時～

出演：
演目：三番叟、越後獅子

亀戸文化センターからのお知らせ

亀戸まちの情報コーナー



　ウィリアム・シェイクスピアの『夏の夜の夢』が再び
カメリアホールに帰ってきます！
　昨夏、400 年前の上演方法にならって出演者全員男性
俳優による〝オールメール〟で上演し、好評を博した本
作。様々な恋模様が錯綜するラブコメディを、今年も男
性俳優のみの出演で、一夜の夢の祭りをお贈りします！

[料金]全席指定 S席6,800円  A席4,800円
　　　   友の会 S席6,100円  A席4,300円

チ ケ ッ ト 売新 発

[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、レノン＆マッ
カートニー／ノルウェーの森　ほか
※曲目は変更になる場合がございます。[ 演出 ] 中村龍史

[ 出演 ] 山本一慶、和合真一、木村敦、松村泰一郎　ほか

　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。

　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･･･。
　　6月ゲスト　柳家小八
　　7月ゲスト　春風亭三朝

上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円 　友の会2,000円

7/28 [金] 19:15開演
6/29 [木] 19:15開演

チ ケ ッ ト 中発 売

きらめく夏のシンフォニー

和楽器演奏集団 独楽　結成15周年記念公演

ウィリアム・シェイクスピア「夏の夜の夢」

～命あるかぎり～

ワールドワイドな音楽紀行

[料金]全席指定 4,500円  友の会 4,050円
　 　 ※当日各500円増            

7/2[日] 15:00開演

林家たけ平

山本一慶

和楽器演奏集団　独楽

松村泰一郎木村敦和合真一

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

8/11[金・祝]    19:00開演
8/12[土]13:00・17:00開演
8/13[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

6/10 発売開始

 ６

 ４
日

12:00開演
全席自由    無料　
問合せ先：松川流 松川会 松川二葉
　　　　  TEL 03-3311-2623/090-7256-9740

日本のおどり　松川流 松川会

 ６

 15
木

19:30開演
全席自由    前売 2,000円（学生1,500円）　　
　　　　    当日 2,500円（学生2,000円）　
問合せ先： 木村皓一
                     TEL 080-5022-1381
　　　　　Mail:brillante.tuba@gmail.com

 ６

 17
土

14：00開演
全席自由   前売･当日 1,000円　
問合せ先：ＤＣＮ
　　　　   TEL 090-7895-1033
                    Mail:ninya.vibes0427@gmail.com

ｎｉｰｎｙａ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　
　　　　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　ｖｏｌ．２　　Ｄａｎｃｅ　ｓｈｏｗ

Ｖｉｅｌ　Ｓｐａβ！　Ｂｒａｓｓ　Ｅｎｓｅｍｂｌｅ

 ６

 30
金

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

東京断酒新生会本部例会
6

８月 22 日（火）

桂九雀

笠原章正木慎也小松準弥山本一慶

中村由利子 植草ひろみ 渡辺克也 ヴィタリ・ユシュマノフ

松村湧太
尺八演奏

今
後
の

ご案
内

6/10
販売開始

　和太鼓を中心に津軽三味
線・箏・尺八・唄などを加え、
今までにない独自の世界観
を創りあげてきた「和楽器
演奏集団　独楽」。
　結成 15 周年を迎えた今
年の記念公演では、例年以
上に賑やかなステージをお
届け致します。
　伝統的な邦楽器をベース
としつつも、現代的な空気
感をまとった独楽 15 周年
のスペシャルステージを是
非ご体感下さい。

[料金]全席指定 3,000円  友の会 2,700円
　　  ※当日各500円増 

9/10[日] 14:00開演


