
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　

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。

Camellia Paper
Vol.205

【と   き】7/21（土）、7/29（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】6/24（日）※応募者多数の場合は抽選。

レジンでつくるバッグチャーム

皿にアートミニフルーツ（パンフラワー）

姉様人形しおり（和紙人形）

着物爪楊枝入れ 2個セット（和紙人形）

クイリングで飾るフォトフレーム

ひるがおのアレンジ（アートフラワー）

ビーズで作るバッグのストラップ

Ｔシャツ、バッグに手描き染め（花など）

オリンピック応援ミサンガ（マクラメ）

ひもで作る「五輪」額（マクラメ）

樹脂粘土で作る「江戸前にぎりずし」

オーガンジーの巾着（フランス刺繍）

ハーバリウム

ワン＊プレートストラップ

かんたん押絵（金魚）

押し花のクリアファイル　2枚

押し花の額絵

小学生以上各回５名★

小学生以上各回 6名★

小学生以上各回 4名★

小学生以上各回 4名★

小学生以上各回５名★

小学生以上各回５名★

小学生以上各回 6名★

小学生以上各回５名★

小学生以上各回５名★

小学生以上各回 3名★

小学 2年生以上各回５名★

小学生以上各回 8名★

小学生以上各回５名★

小学生以上各回 6名★

小学生以上各回５名★

小学生以上 8名★

おとな 8名

【参加費】【時　間】【講 習 内 容】 【対象・定員】

①11:00 ～ ②14:00 ～
　　（30 分程度）

　10:00 ～ 15:00
　　　（1日）

10:00 ～ 15:00
（随時）1時間程度

①10:00 ～ ②13:00 ～
         （3 時間程度）

①10:00 ～ ②13:00 ～
         （2.5 時間程度）

①10:00 ～ 12:00　
②13:00 ～ 15:00
（随時）1時間程度

800 円

700 円

300 円

300 円

300 円

500 円

500 円

600 円

300 円

750 円

800 円

800 円

400 円

▲⑥の作品 ▲⑨の作品 ▲⑬の作品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2,500 円

1,000 円

1,000 円

2,000 円

▲ビートル（イメージ）

　芝浦工業大学が開発したロボットの基本形を組み立てて飾り付
けし、「マイロボット」を完成させます。デザインコンテストと競技大
会にも出場します。

亀戸文化センターからのお知らせ

①10:00 ～ ②13:00 ～
 （30 分～ 1時間程度）

①10:00 ～ ②13:00 ～
　　（2時間程度）

①10:00 ～ ②13:00 ～
　　（1.5 時間程度）

Hanekame

©沖山潤



６月 10 日チケット新発売

チ ケ ッ ト 中発 売

※当日各500円増

※当日各200円増

※両日とも当日各500円増

　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！

　世間を騒がせるリアルタイ
ムな話題。役者が演じる人物
やコントの中に、ニュースの
裏に隠された社会の本質が見
えてくる！時代の流れに連動
するザ・ニュースペーパーの
コントをお見逃しなく！

　世界をまたにかけて活躍するアーティスト達が彩る音
楽祭、昨年に引き続き今年も開催決定 !!
　和楽器、洋楽器、声楽のコラボレーションで全ての音
楽ファンの方にお楽しみ頂けるコンサートをお届け致し
ます。

　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」。
　今年で 13 回目を迎える亀戸公演。
　2018 年も力強く賑やかに、皆様を魅了するステージをお届け
致します !!

　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！

　新劇女優7人が実在の『原爆乙女』に挑んだ感動作、再演！

[ 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

「煙が目にしみる」
加藤健一事務所

[料金]全席指定 4,500円  友の会 4,000円 
7/4[水]   14:00開演

ワールドワイドな音楽紀行

[料金]全席指定 3,500円  友の会 3,200円 
9/8[土]   16:00開演

歌って健康！ 歌声コンサート

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

※当日各500円増

※当日各500円増

中村由利子

ザ・ニュースペーパー
和楽器演奏集団 独楽

三浦幸未知マリオ植草ひろみ 竹弦囃子 MiMi

ザ・ニュースペーパー LIVE2018

[料金]全席指定 4,800円  友の会 4,300円 
9/1[土]   14:00、18:00開演

[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

[ 出演 ] 中村由利子（ピアノ・Liberoba）、植草ひろみ（チェ
ロ・Liberoba）、三浦幸未知マリオ（テノール）、竹弦囃子（ギ
ター：愛川 聡 / 能管・篠笛：山田路子）、MiMi（ハンマー
ダルシマー）

[ 出演 ] 植木陽史（和太鼓・津軽三味線）、川口真満（箏）、
京極由加（津軽三味線・唄）ほか

和楽器演奏集団  独楽

[料金]全席指定 3,000円  友の会2,700円 
9/9[日]   14:00開演

[作 ] 古川健 ( 劇団チョコレートケーキ）
[ 演出 ] 日澤雄介 ( 劇団チョコレートケーキ）
[ 出演 ] 小暮智美、尾身美詞、安藤瞳（以上青年座）、渋谷
はるか（文学座）、吉田久美（演劇集団円）、保亜美（俳優座）、
宮山知衣（テアトル・エコー放送映画部）

On７ｰオンナナｰ
「その頬、熱線に焼かれ」

[料金]全席指定 3,800円  友の会 3,400円
Ｕ-25割 3,000円（25歳以下） 
学生割 1,500円

※引取時に本人確認書類提示
※引取時に学生証提示　

※U-25割と学生割引は当日割増なし

７/27[金]   14:00開演 上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円 　友の会 2,200円

[料金]全席自由 2,500円 　友の会 2,200円
  7/5 [木] 19:15開演   ゲスト 林家扇兵衛

  6/6 [水] 19:15開演   ゲスト 柳亭市楽 チケット発売中

6/10 発売開始

桂九雀 柳亭市楽 林家扇兵衛

　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

15:00開演　全席自由  無料　
問合せ先： こどもミュージカルゆうとぴあ　代表　のなかゆみ
　　　 　  TEL 090-5864-8087

こどもミュージカルゆうとぴあ発表会

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
　　　　   佐藤桂子 山崎泰 スペイン舞踊団
　　　 　  TEL 03-3815-5549

佐藤桂子スペイン舞踊研究所スタジオ公演

14:00開演　指定席  4,500円　自由席3,500円　
問合せ先：(株)ルミエル

CROSS WAVE VOL.1
K-POP, Male Idols ＆ Visual Rock Bands
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 6

Mail:yumiena227@gmail.com

Mail:orchestrefrancais.pr@gmail.com

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

木

13:30開演　全席自由  無料　
問合せ先： オルケストル フランセ デュ ジャポン
　　　 　  TEL 03-6914-9177

オルケストル フランセ デュ ジャポン

http://lumiere.littlestar.jp/crosswave/～道程ゆけば～
みち

~フランス音楽の午後 2018 ～


