先着順にて受付中！
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亀戸文化センターよりお知らせ
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9/10（水）〜9/24（水）受付！

史跡や名物有名店などの生
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。

亀戸在住の漫画家沖山潤さん作画の新しい
「亀戸イラストマップ」

４月6日
（金） 〜 12日
（木）
9：00
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17：00

展示団体 鎌倉彫 文月会
クイラーズクラブ＆リボンレイクラフト
下山和紙人形の会
人物スケッチ会
東山アート押し花教室
パッチワークの教室 マカマカ
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中！
無料配布

【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）
【日 時】5/13・27、6/10・17、7/1 日曜日10:30-12:00
【受講料】4,000円 【教材費】200円 【対象】25名
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亀戸にある個性豊かなお店
を紹介する人気シリーズ。今
回は「ギャラリー凛」を取り
上げます。
「ギャラリー凛」は、
日々の生活に欠かせない食に
関するさまざまな器や雑貨を
ギャラリー凛
取り揃えています。ギャラリーの成り立ちやコンセプト、こだわり
の作家作品等をご紹介します。
【講 師】大山祐佳里（
「ギャラリー凛」店主）
【日 時】5/17・24 木曜日10:30-12:00 ※両日とも会場はギャラリー凛
（亀戸 5-19-6）
【受講料】500円 【教材費】なし 【対象】20名

ࡌࡗࡃࡾࢩ࢙ࢡࢫࣆ

㹼ࣦ࢙ࠗࢽࢫࡢၟே࠘ࢆㄞࡴ㹼

４月21日
（土） 〜 27日
（金）

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９丁目：亀戸浅間神社
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地域住民と亀戸文化センターの協働
で、
「亀戸イラストマップ」
をリニューアル
しました。
このマップは亀戸地域のさま
ざまなスポットをイラストで親しみやすく
紹介するために発行しています。
今回は、区民の方々に
亀戸の変化を調査して
いただき、話し合いを
重ねて刷新することが
できました。
亀戸にお越しの際は、
ぜひスポットめぐりの
参考にしてください。
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【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

kousaku

16：00
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『ヴェニスの商人』は肉１ポンドを
めぐる裁判の場面が有名な喜劇です
が、よく読んでみると楽しいだけで
はなく、現代社会における宗教や結
婚の問題なども鋭く問いかけていま
す。本講座では舞台や映画の映像を
観ながら、翻訳を中心に深読みし、
シェイクスピア肖像画 シャイロックを演じる
名優エドマンド・キーン
その面白さを堪能していただきます。
【講 師】冬木ひろみ（早稲田大学教授）
【日 時】6/14・28、7/12・26、8/9 木曜日 14：00-15:30
【受講料】4,000円 【教材費】200円 【対象】30名

鈴蘭の会 押し花絵作品展
13：00
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彩のある季節の展示〜春〜
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亀戸文化センター
（亀戸2-19-1 カメリアプラザ5階）
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お問合せ

亀戸文化センター TEL 03(5626)2121
FAX 03(5626)2120
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Camellia Paper

販 4/1
売 0
開
始

チ ケ ット新 発売

䠒

6/19 [火] 14:00開演
[料金]全席自由 1,500円 友の会 1,200円

※当日各500円増

第80話 三遊亭圓朝「牡丹灯籠」

「百物語」について
䊹

䊹

䠒

5/30 [水] 19:00開演
[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円
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。
[ 構成・演出 ] 鴨下信一 [ 出演 ] 白石加代子

杉山公章

[ 曲目（予定）] カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、
青い山脈、川の流れのように、花は咲く ほか
[ 出演 ] 杉山公章

風間杜夫落語会

䠒

6/9 [土] 14:00開演
[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円

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ます。落語と講談の魅力
をじっくりとご堪能ください。

チ ケ ット発 売中

䠒

7/4 [水] 14:00開演

林家たけ平独演会

䊹

「煙が目にしみる」

䊹

䠒

5/19 [土] 14:00開演

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円

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。
[ 出演 ] 林家たけ平、青空たのし ほか

加藤健一

山本郁子

天宮良

新井康弘
%

石川純

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。
[ 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

4/21 [土] 14:00開演

[料金]全席指定 4,500円 友の会 4,000円

３
火

SOUNDS OF PEACE LIVE IN CONCERT
19:00開演 全席自由 前売1,500円 当日2,000円
問合せ先：水島布美子（ミズシマフミコ）
TEL 090-5786-0987
Mail:takayama.official@gmail.com

4

爆笑！特選落語会
柳家権太楼・桃月庵白酒・桂宮治

19
木

19:00開演 全席指定 3,600円
問合せ先：エイフル企画株式会社
TEL 03-6240-1052
Mail:info@eifuru.com

4

東京断酒新生会本部例会

27
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
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[水]

გ́ٳट
19:15開演 ゲスト 立川雲水

[料金]全席自由 2,500円

䠒

白石加代子

上方落語 九雀亭
4/11

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

4

[料金]全席指定 2,800円 友の会 2,500円 ※当日各200円増
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[ 出演 ] 風間杜夫、神田松之丞

加藤健一事務所

明治から現代の日本の作家
の 小 説 を 中 心 に「恐 怖」と い
うキーワードで選び、それを
白石加代子が朗読するという
形で出発した。朗読という枠
を超えた立体的な語りと動き
で人気を博す。2014 年、泉鏡
花「天守物語」をもって第 99
話である最終話を語り終えた。
1995 年から、実に 22 年もの
歳月を経て完走。
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上手・下手はここでは関係なし！楽しく元気に思いきり
歌いましょう！思い出の唱歌・歌謡曲などをプロの生演奏
をバックに、会場のみんなで歌っていただくイベントです。
歌は苦手という方も安心してご参加いただけます。

䊹

䜹䝯䝸䜰䝩䞊䝹㻌䠰䠥䠟䠧䠡䠰䚷䚷䠣䠱䠥䠠䠡

歌って健康！歌声コンサート

岩波ホール発 白石加代子
「百物語」
シリーズ アンコール上演

5/15

[火]

19:15開演 ゲスト 三遊亭天どん

[料金]全席自由 2,500円

チケット発 売 中

友の会 2,200円
4/10 発売開始

友の会 2,200円

※両日とも当日各500円増
※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。
[ 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

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

立川雲水

三遊亭天どん

