朗読劇
藤沢周平 原作
山本周五郎 原作
宇江佐真理 原作
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かめいどらぼ
「驟り雨」
「四人囃し」
「下駄屋おけい」 区民参加型舞台公演

2018

心に響く声、表現を目指して奮闘中！ 皆さんと一緒にお江戸へ
タイムスリップできたらうれしいです。
【蒼井あん】
舞台の空間が好きです。そこに響きあう時間を共に楽しめたら嬉し
いかな…。
【伊藤啓子】

かめいどらぼ…初めての参加です。皆さんと心を一つにして朗読
劇を楽しみたいです。
【大熊喜久枝】
ご来場される方に朗読の楽しさを、作品のすばらしさを伝えられ
るよう頑張っています！
【さくら】
江戸の人たちも私たちと同じように思い 悩み 喜んで 生きていま
した。そんな彼らの様子を少しでも感じてもらえるよう、力を合わせ
て頑張ります。
【佐藤由美】
老若善女 !? が一生懸命稽古に取り組んでいます。成果の程は舞
台で是非ご覧ください。
【下東久美子】
初挑戦でドキドキの日々。楽しい日々だった、と思える舞台を目
指し稽古に励みます。
【田村優】
皆様に楽しんでいただけるように練習に励んでいます。が、さて
さてどうなるか？の心境です。
【塚本美弥子】
がんばります！ 江戸の下町の人情の機微が描かれた作品です。
お誘い合わせの上、観に聴きにいらしてください。 【中嶋まこ】
「歌舞優楽」ならぬ「朗読劇優楽」して頂けるよう、ただ今猛稽古
中♪
【永久夢乃】

亀戸文化センターよりお知らせ

トップアスリートの皆様からの「魂の名言」
を点燈します。
場所：亀戸香取神社（亀戸3-57-22）
問合せ：亀戸香取勝運商店街 ℡03-3682-5437

亀戸梅屋敷

（亀戸 4-18-8）

新春招福イベントのご案内
新春招福 「亀戸大道芸」
1/2 （火） ～ 1/3 （水） 午後～ 15:30 頃まで
於 ： 奥のホール入口前
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カメリアホール と 亀戸 の まち情報
亀戸文化センターが開館当初から企画・制
作している参加型の舞台創作事業「かめいど
らぼ」。様々な世代の出演者が交流し、協力し
ながら一つの舞台を作ってきました。熱い舞
台をご覧ください！

かめいどらぼ

201８

区民参加型舞台公演

1/10 販売開始

亀戸梅屋敷寄席
1/１ （元旦 ・ 月） ～ 1/3 （水） 13:30 ～ 15:30
料金 ： 1,000 円
於 ： 藤の間
問合せ ： 03-6802-9550 （主催者）

「亀戸香取囃子」 迎春獅子舞
1/2 （火） 昼頃 於 ： 亀戸梅屋敷屋外

朗読劇

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 、
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、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

カメリアペーパー 200号

2018年1月4日発行

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 亀戸文化センター

https://www.kcf.or.jp/kameido/
〒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)

亀戸駅前公園

ハンバーガーショップ

駅ビル

出演者の皆さんからのメッセージ、いかがでしたか。ぜひ、本公演を
ご覧いただき、その “熱い思い” を身近に感じてください。

スポーツ振興の神・亀戸香取神社境内にて、世界で活躍する

明治通り

“大江戸人情物語” その時代の情景を少しでも感じていただけた
ら幸いです。出演者皆んなとガンバリます！
【米倉美智子】

Vol.200

亀戸香取神社「スポーツ燈籠會プロジェクト」
1月1４日（日）まで 開催

店内ギャラリーにて
迎春和凧展示中！

演出 ・ 菅原道則
区民参加型舞台公演「かめいどらぼ」が、いよいよ今月
21 日 ( 日 ) に
迫ってきました ( 詳細は中面参照 )。
現在、オーディションに合格し、出演を決めた 14 名の方々が、熱の入っ
区民参加型舞台公演「かめいどらぼ」が、いよいよ
2 月 18 日 ( 日 ) に
た練習を行っています。そんな皆さんから、本番に向けての意気込みを
迫ってきました。
聞きましたのでご紹介いたします。
現在、オーディションに合格し、出演を決めた方々が、熱の入った練習
を行っています。そんな皆さんに、本番へ向けての意気込みを聞きました
のでご紹介いたします。

2018

交番

カメリアプラザ
亀戸文化センター
至秋葉原

東武
亀戸線
亀戸駅

ドラッグ
ストア

ＪＲ総武線

北口

ＪＲ亀戸駅
至船橋

京葉道路

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

はし

「驟り雨」
「四人囃し」
「下駄屋おけい」

藤沢周平 原作
山本周五郎 原作
宇江佐真理 原作

演出 ・ 菅原道則
【オーディション合格者 12 名（50 音順）
】
蒼井あん 伊藤啓子 大熊喜久枝
さくら 佐藤由美 下東久美子 田村優
塚本美弥子 中嶋まこ 永久夢乃
服部和子 米倉美智子
【ボランティアスタッフ】
片山由紀子 望月清香

２/18

15:00 開演
日

14:30 開場 ６歳以上

全席指定 500 円

対 象

亀戸文化センター カメリアホール
お申し込み ・ お問い合せ 03(５６２６)２１２１
展示ロビーのお知らせ

≪亀戸文化センター1階≫

★彩のある季節の展示 〜冬〜
1/10（水）9:00 〜 1/16（火）17:00
★写真家・空殻（ｸｳｶｸ）「必殺の写真」展（第 6 回 亀戸展）
10:00 〜 1/28（日）
21:00
1/20（土）

チ ケ ット発 売中

ミュージカル
「眠れる森の美女」

人情喜劇
「亀戸駅裏旅館〜勝負篇〜」

3/25 [日] 10:30、14:30開演

3/17 [土] 15:00開演

[料金]全席指定 3,800円 友の会 3,400円
こども
（小学生以下）2,000円

歌あり・コントあり・喜劇ありの 120 分 !! 山口弘和（コント
山口君と竹田君）の特別書き下ろしシリーズ第 7 弾。「亀戸駅裏
旅館」で起きる大騒動！笑って、泣いて、下町人情にあふれる
喜劇をたっぷりお楽しみください。
[ 出演 ] コント山口君と竹田君、テツ and トモ、カンカラ、
俵山栄子、押田佐代子 ほか

ふれあいこどもまつり

3/24 [土] 13:30開演

[料金]全席指定 2,500円（3歳〜大人）※当日各300円増
友の会 2,250円 ※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料

2/24 [土] 17:00開演

[料金]全席指定 2,000円（3歳〜大人）友の会 1,800円
※当日各500円増 ※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料

読み聞かせに大人気の絵本「おれたち、ともだち！」シリーズ
が劇団うりんこのお芝居になりました！ 3 人の出演者が、キツ
ネやオオカミ、ヘビ、テンなどいろいろな動物になって楽しい舞
台をつくります。
[ 主催 ]ＮＰＯ法人江東子ども劇場

玉川奈々福のキネマ＆ライブ

〜てんやわんや、
怒涛の1128日！〜

1/27 [土] 14:00開演

[料金]全席指定 3,000円 友の会 2,700円

←

６
※当日各500円増

2018 年も疾風怒涛なるか！？ 無敵のコンビ、浪曲師・奈々福
＋曲師・豊子による浪曲ライブに、2016 年にたった一度だけ上
映された玉川奈々福の幻のドキュメンタリー「キネマ更紗」（田
島空監督作品）を再上映。奈々福と監督による秘話トークも。
[ 出演 ] 玉川奈々福、沢村豊子、田島空
第一部 ミュージカル劇（あらすじ）
しおかぜウサギちゃんから届いた星空の写真。「夜空に輝
くたくさんのお星さま、私の一番の宝物です。シルバニア村
で一番の宝物はなんですか？」ショコラウサギちゃんたちの
“たからもの” 探しが始まります。
第二部 わくわくコンサート
シルバニアファミリーのなかまたち、ひとみおねえさんの
歌とフラワーハーモニーの生演奏で贈る楽しいコンサート。
[ 脚本 ] 山本重男 [ 作詞・演出 ] 山本美智子
[ 音楽 ] 尾飛良幸 [ 振付 ] 佐藤郁美
[ 美術 ] こぐま座・いげたゆかり（ショコラウサギちゃんの絵）

2018・山崎ハコ 新年LIVE

1/13 [土] 18:00開演

13:00開演

TEL 090-6154-8053

1 東京断酒新生会本部例会
5
金
1
7
日
1
14
日
1
16
火
1
20
土

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

第 46 回全国少壮吟詠家審査コンクール東日本地区大会
10:30開演
全席自由 無料
問合せ先： 主催 公益財団法人日本吟剣詩舞振興会
東日本地区連絡協議会

TEL 090-5993-3880 八文字 担当

立野至美門下生による発表会
13:00開演
全席自由 無料
問合せ先：立野至美門下生
TEL 090-3540-4366

Horn Ensemble Spur!
19:00開演
全席自由 一般2,000円 学生1,500円
問合せ先：Spur
Mail：spur.horn.spur@gmail.com

SHINDO MASAYO
BALLET STUDIO ４th PERFORMANCE

14:00開演
全席自由 無料
問合せ先：進藤眞代バレエスタジオ
TEL 080-3505-0556

Mail：etoile̲etoile̲0109@yahoo.co.jp

上方落語 九雀亭

C EPOCH

和室で開催

1/5 [金] 19:15開演 ゲスト 三遊亭朝橘
2/13 [火] 19:15開演 ゲスト 三遊亭萬橘

←

チケットのお申込み03-5626-2121

シルバニアファミリー劇場
「シルバニア村のたからもの」

「ともだちや あいつもともだち
（劇団うりんこ）
」

主催者の都合により変更がある場合もありますので、
※
各問合せ先にご確認ください。

[ 主演 ] 侑歌
[ 出演 ] 菅原聡史・神野美奈実・米山武彦・浅見かがり・
劇団東少

江東子ども劇場鑑賞会

2018 年ニューイヤーピアノ・ヴォーカルコンサート

5 全席自由 無料
金 問合せ先：ポエジーミュジカル

1月

ＧＵＩＤＥ

王女様と、料理番の娘は同じ日に生まれます。王女様は
何不自由なく過保護に育ち、わがまま娘となり、貧しい料
理番の娘は心の美しい娘に育ちます。黒の妖精に死の呪い
をかけられた王女様は、白の妖精の贈り物により 100 年の
眠りにつき、素晴らしい夢を見て反省し、美しい心に目覚
めると言う感動的な作品です。
“本当に美しいものは目には見えない” 思いやりの心、優し
い心の大切さを伝えるという、オリジナル創作ストーリー。

1

６

[料金]全席自由 2,500円

1/10 発売開始

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･･･。

[料金]全席指定 5,500円 友の会 5,000円
とかく意のままにならない世の中ではありますが、希望を抱き、
この世に向かって歌っていきたいです。
どうぞ新しい年、新しいハコを見てください。
[ 出演 ] 山崎ハコ（Vo,Gt）安田裕美（Gt）
[ 曲目（予定）] 気分を変えて、サヨナラの鐘、縁（えにし）ほか

チケット発 売 中

友の会 2,000円

の

[料金]全席指定 2,500円（3歳〜大人）※当日各300円増
友の会 2,250円 ※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料

ホール ＥＶＥＮＴ ＣＡＬＥＮＤＡＲ

カメリアホール ＴＩＣＫＥＴ

ふれあいこどもまつり

販 1/1
売 0
開
始

桂九雀

1/5 ゲスト 2/13 ゲスト
三遊亭朝橘 三遊亭萬橘

今後

チ ケ ット新 発売

ご

案内

3 月 14 日 ( 水 )
ゲスト

林家たけ平

