亀戸文化センターよりお知らせ

かめいど

Kameido

3/11（日）開催の文化イベント「亀戸
フェスティバル」。
亀戸文化センター館内で行われる催し
をご紹介します。

ふぇすてぃばる

Festival
3.11.Sun

2018.

ステージライブ

入場無料

開場 10:00 開演 10:30 （終了予定 17:00） 3 階 / カメリアホール
亀戸を中心に活動するグループの発表会です。
日ごろの成果を是非ご覧ください。
※出演団体および開演時間は変更になる場合がございます。（途中入退場可）

成果発表

（江東区亀戸 3-57-22）
10:00 亀戸大根収穫祭
11:30 香取小学校 吹奏楽演奏
12:00 懐かしのベーゴマ大会開催
当日、福分けまつり来街者に…
「亀戸大根」先着 200 名様
「亀戸大根入り味噌汁」先着 300 名様

Ma-LYN （マーリン）
朗読の会音夢
芝居仲間いづみ
La chou-choute （ラシュシュ）
童謡 ・ 唱歌をうたう会
メンネルコール広友会

入場無料

亀戸文化センター

亀戸文化センター主催講座「こどものための演劇教室」の成果発表会です。

三味線教室発表会
①14:45 ～②16:00 ～ ６階 / 第１和室
亀戸文化センター主催講座
①「こどものための三味線教室」
②「おとなのための長唄三味線教室」の成果発表会です。

体験イベント
ミニ図画工作コーナー
1階 ロビー
10:00〜15:00

作業所
まごころ市
1階 ロビー
10：00〜15:00

【お問合せ】かめの会 ℡03-3681-1631（ギャラリー凛）

江東区無形文化財実演公開～こうとうの伝統工芸～
第二回 受け継がれる

入場
無料

3 月 11 日（日）午前の部（11 時～ 13 時）午後の部（14 時～ 16 時）
亀戸梅屋敷 多目的ホール（江東区亀戸 4-18-8）
午後の部
午前の部
表具・鍛金
表具・鍛金・刀剣研磨・
刀剣研磨・べっ甲細工
江戸切子・
無地染・茶の湯指物
相撲呼出し裁着袴製作・
染色補正
※一部体験あり（申込は当日会場にて受付）
主催：江東区・江東区教育委員会
【お問合せ】江東区地域振興部文化観光課文化財係 ℡03-3647-9819

楽しい
おもてなし英会話
5階 1・2研修室
14:00〜15:00

※事前の申込や費用が必要な催しがあります。
お問い合わせのうえご来場ください。

お問合せ 亀戸文化センター

TEL. 03-5626-2121
FAX. 03-5626-2120

2018年3月1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

至秋葉原

◆日程 5/13〜7/１ 日曜 （全5回） 10:30〜12:00
◆受講料 4,000円 ◆教材費 200円 ◆定員25名
◆講師 亀戸まちのサポーター会議メンバー、久染健夫（中川船番所資料館）

その他英会話クラスもあります！

日程

受講料

幸せを運ぶ お片づけ術

5/15 ～ 7/24 火曜
14:00 ～ 15:30

5,500 円

ムンクの世界
～「叫び」の画家の数奇なる生涯と作品～

5/22 ～ 7/3 火曜
19:00 ～ 20:40

6,000 円

6/14 ～ 8/9 木曜
14:00 ～ 15:30

4,000 円

講座名

じっくりシェイクスピア
～『ヴェニスの商人』を読む～
亀戸まちのマイスター

「ギャラリー凛」
おとなのための
長唄三味線教室
ジュニアのための
英語ドラマ教室
ジュニアのための小鼓教室

教養コリア
東武
亀戸線
亀戸駅

ドラッグ
ストア

ＪＲ総武線

亀戸在住の漫画家沖山潤さん作画の
新しいイラストマップ

こどものための三味線教室

交番

カメリアプラザ
亀戸文化センター

史跡から有名店などの
生活遺跡をイラストでまと
めたＮＥＷマップが完成。
新旧の魅力がたっぷりの亀
戸をご紹介します。

ハンバーガーショップ

駅ビル

三味線を
体験しよう
6階 第1和室
13:00〜14:00

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 202号

3/10（土）〜3/24（土）受付！

NEW亀戸イラストマップでご案内～亀戸の魅力

亀戸梅屋敷

明治通り

小鼓体験教室
6階 美術室
①12:30〜
②13:00〜

似顔絵コーナー
1階 ロビー
10:00〜

3

春 からはじまる講座のご紹介！

用意しております！

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。

11:00 ～ 5 階 / 第１ ・ ２研修室

2018

カメリアホール と 亀戸 の まち情報

ドラマ

こどものための演劇教室発表会

Camellia Paper

Vol.202

雨天決行

11:00

匠の技

出演団体
ジュニアのための小鼓教室
民舞かめキッズ
プアナニ髙橋のハワイアン ・ フラ
スタジオ ARTRIZ
ダイナマイトプロジェクト
Hikina＆Komohana

第１９回 福分けまつり
亀戸香取神社 ３月１１日 （日）

亀戸まちの情報コーナー

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

5/17、5/24 木曜
10:30 ～ 12:00
5/20 ～ 9/30 日曜
（前期 10 回）
16:00 ～ 17:00
5/6 ～ 9/30 日曜
（前期 10 回）
10:00 ～ 12:00
5/12 ～ 7/28 土曜
（前期 10 回）
14:00 ～ 15:30
5/20 ～ 9/30 日曜
（前期 10 回）
14:00 ～ 16:00※
5/23 ～ 8/29 水曜
（前期 6 回）
14:00 ～ 15:30

教材費

講 師
橘田えみ

300 円 減災・備災＆整理収納センス Up トレーナー

岡部昌幸
帝京大学教授

300 円 群馬県立近代美術館館長
200 円
500 円
20,000 円
8,000 円

冬木ひろみ
早稲田大学教授

大山祐佳里
「ギャラリー凛」店主
一般社団法人長唄協会派遣講師

13,000 円

小林志郎 ほか
200 円 東京学芸大学名誉教授

12,500 円

入澤登志江 ほか
1,500 円 一般社団法人千人鼓の会講師

13,800 円
8,000 円

一般社団法人長唄協会派遣講師

武井一 ほか
300 円 都立日比谷高等学校講師

7,000 円

※前半クラス 14:00 ～ 15:00、後半クラス 15:00 ～ 16:00

【お申込み・お問合せ】
窓口・電話・FAX・はがき・
インターネット(https://www.kcf.or.jp)にて受付
江東区亀戸文化センター 〒136-0071 江東区亀戸2-19-1
TEL 03(5626)2121 FAX 03(5626)2120

６

第80話 三遊亭圓朝「牡丹灯籠」

5/30 [水] 19:00開演

６

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円

[ 出演 ] 風間杜夫、神田松之丞

風間杜夫

神田松之丞

風間杜夫

チ ケ ット発 売中

林家たけ平独演会

←

落語協会、真打、林家たけ平の独演会です。今回は、人情噺と
滑稽噺をたっぷりと…。たけ平の落語の世界をご堪能していただ
ける二席をお贈りします。ゲストには演芸界の重鎮、青空たのし
が登場し、懐かしいハーモニカのメロディを味わっていただきま
す。たくさんのご来場、心よりお待ちしています。

６

7/4 [水] 14:00開演

ベイビー・ブー 十番勝負 其の五

うたごえ喫茶音楽会 〜阿久悠を唄う〜

4/21 [土] 14:00開演

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円

←

チケットのお申込み03-5626-2121

「煙が目にしみる」

６

※当日各500円増

歌声喫茶で大人気！ボニージャックスの意思を受け継ぐ、若手
男性 5 人によるコーラスグループ。各地でさまざまなジャンルの
歌をお贈りしています。洗練された美しい男声ハーモニーをご堪
能ください。
加藤健一

天宮良

[ 出演 ] ベイビー・ブー
[ 曲目（予定）] ペッパー警部、もしもピアノが弾けたなら、
また逢う日まで ほか

人情喜劇
「亀戸駅裏旅館〜勝負篇〜」

3/17 [土] 15:00開演
山本郁子
（文学座）

新井康弘

[ 原案 ] 鈴置洋孝 [ 脚本・演出 ] 堤泰之
[ 出演 ] 加藤健一、山本郁子（文学座）
、天宮良 / 加藤忍、
伊東由美子（離風霊船）
、佐伯太輔、菊地美香、伊原農（ハ
イリンド）
、久留飛雄己（青年座）
、吉田芽吹、照屋実 /
新井康弘

3

[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

19:00開演 全席自由 無料
問合せ先：立志舎高等学校
TEL 03-5608-1033
Mail:info@risshisha.ed.jp

第 37 回 都立東高等学校吹奏楽部 定期演奏会

29
木

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。

5/19 [土] 14:00開演

[料金]全席指定 2,800円 友の会 2,500円 ※当日各200円増

13:00開演 全席自由 無料
問合せ先：日本アマチュア映像連盟
TEL 047-322-3927
Mail:takaok̲1011@yahoo.co.jp

第 8 回 立志舎高校吹奏楽部定期演奏会

23
金

６

[ 出演 ] 林家たけ平、青空たのし ほか

加藤健一事務所

3

17:00開演 全席自由 無料
問合せ先：東京都立東高等学校 吹奏楽部
TEL 03-3644-7176

3

東京断酒新生会本部例会

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

3月

[ 構成・演出 ] 鴨下信一 [ 出演 ] 白石加代子

日本を代表する名優・風間杜
夫が、二席たっぷり聞かせます！
落語家も太鼓判を押す腕前の
風間杜夫が、講談界に新風を吹
き込む革命児、神田松之丞をゲ
ストに迎え、落語と講談の魅力
をじっくりご堪能いただけます。

9
金

←

ＧＵＩＤＥ

白 石 加 代 子「百 物 語」
のアンコールをお届けし
ます。22 年かけて上演し
てきた 99 本のベストコ
レクションから、今回は
映画や歌舞伎、落語、新
劇といった様々なジャン
ルでも人気の、シリーズ
白石加代子
総決算『牡丹灯籠』を前
後編の通し狂言でお贈りします。お札剥がしの怪談話と人
情豊かな仇討話が絡んだ聴きどころ満載の作品です。

[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円

第 37 回 日本を縦断する映像発表会

3

ホール ＥＶＥＮＴ ＣＡＬＥＮＤＡＲ

白石加代子「百物語」シリーズ アンコール上演

大ヒットジャズナン
バ ー「煙 が 目 に し み る」
に乗せてお贈りする、笑
いと涙のハートフル・コ
メディ！生も死も、全て
お見通しのおばあちゃん
が、大切な事を教えてく
れるー。
大好評を博した加藤健
一のおばあちゃん役はそ
のままに、キャスト・ス
タッフを一新 !! これまで
とは一味違うカトケン版
『煙 が 目 に し み る』に、
ご注目ください！

風間杜夫落語会
6/9 [土] 14:00開演

岩波ホール発

←

カメリアホール ＴＩＣＫＥＴ

販 3/1
売 0
開
始

←

チ ケ ット新 発売

3
31
土

メトロポリタン・トロンボーンアンサンブル 第 15 回演奏会
14:00開演 全席自由 無料
問合せ先：メトロポリタン・トロンボーンアンサンブル
TEL 090-5319-5471
Mail:mte̲concert@yahoo.co.jp

太極養身会 15 周年「太極拳」発表会

3
31
土

19:00開演 全席自由 無料
問合せ先：太極養身会
TEL 03-3863-8804
Mail:yousinkai@nifty.com

4 第 4 回 箏・三絃・尺八 Spring Joint Concert
1
日

12:00開演 全席自由 無料
問合せ先：結の会
TEL 090-4552-9237
Mail:yuinokai̲2011@yahoo.co.jp

上方落語 九雀亭
3/14

[水]

4/11

[水]

和室で開催
19:15開演 ゲスト 林家たけ平

チケット発 売 中

19:15開演 ゲスト 立川雲水

3/10 発売開始

[料金]全席自由 2,500円
[料金]全席自由 2,500円

友の会 2,000円

友の会 2,200円 ※当日各500円増

4 月公演より料金の一部が変更となります。
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･･･。

桂九雀 林家たけ平 立川雲水

