亀戸文化センターからのお知らせ
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10:15

アトレ亀戸 7 階
アトレホール

亀戸駅前公園
水神太鼓

11:00

十三間通商店街
なか卯前

[音]

Tensei

[大]

小鼓教室

[音]

エアギター研究会

[舞]

あさ鼓

[大]

Egyptian mau

[舞]

アーティストクルー
・カメイダーショー [ パ ]
13:00 ・みにみに♪ぎゃんぐ

スタンプラリー
大抽選会

歩行者天国
スタート♪
Klang Wind
Harmony

[音]

小島政男

[大]

[音]

14:00
中央学院大学中央高等学校

ケーナ ワイラ デ 砂町

[吹]

[音]

[吹]

音 = 音楽 舞 = 舞踊 吹 = 吹奏楽
軽 = 軽音楽 大 = 大道芸 パ = パフォーマンス
14:15 からは第三亀戸中学校のパレードも始まります！
※出演団体は変更になる場合があります。
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★彩のある季節の展示〜夏〜
（1 階展示ロビー）

７/１（土）〜７/７（金）
当センター利用団体による
“夏” をテーマにした作品の展示です！
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◆時間：7/22（五ノ橋五渡亭園）のみ 12 時より
他各会場 14 時より ※売り切れ次第終了
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◆問合せ：江東区亀戸観光協会 ℡03-3685-0284
※問合せは、月・水・金の 10 時〜 14 時

7 月 30 日（日） 開場 13:30 開演 14:00
【出演】三遊亭楽大
【料金】前売 1,000 円 当日 1,500 円
【会場】亀戸梅屋敷 藤の間 （亀戸 4-18-8）
【問合せ】080-6762-4129（楽大事務局）
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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、亀戸天神前 花いなり
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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７/１（土）〜７/７（金）
はねかめまつり (7/9)「手工芸一日体験
教室」の講師による作品展です！
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※当日直接会場へお越しください。
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（5 階展示スペース）
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★江東手工芸協会講師作品展
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Natural Quartet

区立第三亀戸中学校 [ 吹 ]
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7/22( 土 ) / 五ノ橋五渡亭園（竪川河川敷公園五ノ橋エリア）
7/30( 日 ) / 亀戸梅屋敷（亀戸 4-18-8）
8/ 6 ( 日 ) / 亀戸香取神社（亀戸 3-57-22）
8/13( 日 ) / 亀戸天神社（亀戸 3-6-1）

[音]

[軽]

都立江東商業高校

Vol.194

亀戸の夏の風物詩。
販売される赤からしは、厄除け、邪気
払いに良いといわれています。
浴衣で参加すると１鉢 1,000 円が 800
円に。浴衣でのおでかけがお得です。
◆日にち / 会場

お器楽雑奏隊

ダイナマイト
12:00 プロジェクト

15:00

Camellia Paper

亀戸まちの情報コーナー
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チ ケ ット新 発売

9/16 [土）14:00開演
[料金]全席指定 3,000円
※当日各500円増

友の会 2,700円

䠒

[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

䠟

御堂義乘

7

恒例、いまもっともイキの
いい浪曲師、玉川奈々福＋春
野恵子による「浪曲タイフー
ン！」も 八 回 目 で す。が っ つ
り二席ずつ演じますが、前半
二席はお楽しみ、後半はじっ
玉川奈々福
くり「赤穂義士伝」を聞いて
いただきます。奈々福の関東
節による「赤垣源蔵」
、恵子の
関西節での「貝賀弥左衛門」。
三味線がきらめき、笑いと涙
ほとばしる。眼からウロコが
ぽろぽろの、躍動感あふれる
春野恵子
物語世界をご堪能ください。

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

山本一慶

[ 出演 ] 玉川奈々福（曲師・沢村豊子）春野恵子（曲師・
一風亭初月）

10/7 [土] 15:30開演

䊹

䠒

和合真一

木村敦

松村泰一郎

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！

7 ８th ハートフルコンサート
16
日

14:00開演
全席自由 1,000円
問合せ先：ハッピーハーモニー＆ハートフルコーラス
TEL 03-3636ｰ4176
Mail:happy.river@docomo.ne.jp

7 第12回 Ｂ＆Ｂサマーコンサート
17
月・祝

14:00開演
全席自由 無料
問合せ先：Ｂ＆Ｂ（古山）
TEL 090-9248-7985

7 スペイン舞踊 スタジオ公演
佐藤桂子スペイン舞踊研究所

22
土

佐藤桂子、山崎泰スペイン舞踊団

16:30開演
全席自由 2,000円
問合せ先：佐藤桂子スペイン舞踊研究所
TEL 03-3811-5769

7 東京断酒新生会本部例会
31
月

[ 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

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

䈜ദ⪅䛾㒔ྜ䛻䜘䜚ኚ᭦䛜䛒䜛ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩
䚷㻌䛾䛷䚸ྛၥྜ䛫ඛ䛻䛤☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹

[料金]全席指定 5,000円 友の会 4,500円

和楽器演奏集団 独楽 結成15周年記念公演
〜命あるかぎり〜
䠒

上方落語 九雀亭

[料金]全席指定 3,000円 友の会 2,700円
※当日各500円増

7/28
8/22

䊹

9/10 [日] 14:00開演

ジャズの中で最もハッピーで心温まる「デキシーラ
ンド・ジャズ」の老舗バンドで今年結成 57 周年。多
様なジャンルから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、観客を楽しませるステージは各
地で好評を得ている。さあ、今年も DIXIE に酔おう！
[ 出演 ] 薗田憲一とデキシーキングス / 薗田勉慶（リー
ダー）
、楠堂浩己、筒井政明、永生元伸、白石幸司、河
合勝幸
[ ゲスト ] 野口久和（ピアノ）
、BREEZE（ジャズボーカ
ルグループ）
、FUMIKA（Vo）
[ 曲目（予定）] I ʻve Been Working on the Railroad、
Route 66、浜辺の歌、Basin Street Blues、Stars And
Stripes Forever

19:15開演
[火] 19:15開演

チケット発 売 中

[金]

7/9 発売開始

[料金]全席自由 2,500円

友の会2,000円

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･･･。
7 月ゲスト 春風亭三朝
8 月ゲスト 三遊亭円丸
の

薗田憲一とデキシーキングス

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。
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今後
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薗田憲一とデキシーキングス
Live in Camellia Part.17
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ウィリアム・シェイクスピア
「夏の夜の夢」
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浪曲タイフーン！Vol.8
〜夏のおわりの、
赤穂義士伝。

チ ケ ット発 売中

和楽器演奏集団 独楽

桂九雀

ご

案内

９月 13 日（水）

