
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
　　　　　  大衆割烹 山きん、伊勢路、ピアノバー ホーム・バウンド
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。
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　来年2/17（日）開催「かめいどらぼ2019」の運営をお
手伝いいただくボランティアスタッフを募集します。
演出は、一流の舞台を創造してきた菅原道則氏をお迎
えします。演劇公演の演出方法や進行など間近に学ぶ
ことができます。また台本準備や小道具の製作、衣裳の
管理製作など様々な体験も！舞台作品を創り上げる現
場に積極的に参加してくれる、やる気のある方歓迎。舞
台が初めての方でも大歓迎！

※「かめいどらぼ2019」出演者も募集中。詳細はお問
合せください。

【対象】9/2(日)午後に開催する説明会に出席できる
　　　18歳以上の方

【教材費】2,000円　※交通費の支給はありません
【申込】電話・窓口

【締切】９/1（土）21:00

◆かめいどらぼ2019公演概要
    公演日：平成31年2月17日（日）午後
　会場：カメリアホール
　料金：全席指定 800円
　内容：朗読劇「曽根崎心中」
　 　　（近松門左衛門作・角田光代翻案)

あなたのチカラが必要です！
参加型舞台公演「かめいどらぼ2019」
ボランティアスタッフ募集

★まちの記憶と未来展
（1階展示ロビー）

8/15（水）～ 8/20（月）

　今年も「亀戸地区夏まつり」の季節がやってきま
した。納涼盆踊りに花火など、大人もこどもも楽し
める催しが盛りだくさんです。お楽しみに。

　今年も「亀戸地区夏まつり」の季節がやってきま
した。納涼盆踊りに花火など、大人もこどもも楽し
める催しが盛りだくさんです。お楽しみに。

【日　時】8月18日(土)・19日(日)
　　　　※時間は各催しによって異なります。お問合せください。
【会　場】亀戸中央公園(亀戸8丁目)時計塔のあるエリア
　　　　亀戸スポーツセンター
　　　　※公共の交通機関をご利用ください。
【問合せ】実行委員会事務局（亀戸出張所内）03-3683-3736

両日　　 模擬店コーナー、売店コーナー、
　　　　 お子様向けミニSL運行
18（土）　お子様向けパトカー・白バイ体験乗車
                   城東消防少年団活動披露
                   開会セレモニー(パレード・挨拶など)
                   盆踊り大会
             　 打上げ花火(荒天時は翌日に順延)
19（日）     消防署広報コーナー　音楽演奏・ダンス他
　　　　 歌謡ショー

亀
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場

両日　　 夏まつりゲームコーナー
　　　　　ストラックアウト、ポケネット、スポーツリバーシ、
　　　　　クライミング・カローリング・ボッチャ体験コーナー
　　　　クラフトコーナー　※児童館紹介のパネル展示あり
　　　　縁日コーナー　スーパーボールすくい
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8/18(土)
     19(日)

於・亀戸梅屋敷前広場　
問合せ・03-6802-9550

     亀戸梅屋敷の広場にて、地元のスーパーカズンさん
出店のビアガーデンが開催されます。
　東京の夏を開放的な空間にて、フードと冷たいお飲み
物を楽しんでみてはいかがですか？
●開催日 
　8/12（日）、19（日）、26日（日）
●時間：12時～19時
　♪昼飲みできます♪

  ※天候等の事情により
　  予定が変更する場合
　  があります。
       ご了承ください。

 

 

亀戸まちの情報亀戸文化センターからのお知らせ

昨年度稽古風景

【問合せ】亀戸文化センター　電話03-5626-2121



チ ケ ッ ト 売新 発 チ ケ ッ ト 中発 売
8/10

販売開始

※両日とも当日各500円増
　ジャズの中で最もハッピーで心温まるジャズと言われている「デ
キシーランド・ジャズ」の大御所、故 薗田憲一が 1960 年にデキシー
キングズを結成。世界の民謡から日本の童謡、唱歌、その他ジャ
ズになる可能性のある曲は見事にデキシーに消化し、見る人・聴
く人を楽しませるステージは各地で好評を得ている。

　傀儡師は原初の芸能のひとつ。等身大の人形をあやつる人形師、
百鬼ゆめひなを迎え、オペラ「椿姫」を奈々福が翻案、浪曲化した「椿
太夫の恋」をコラボレーション。奈々福浪曲一席と、ゆめひなオ
リジナル作品もあり。

　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 !!

[ 出演 ] ヤマンドゥ・コスタ

ヤマンドゥ・コスタヤマンドゥ・コスタ

なぎら健壱なぎら健壱

薗田憲一とデキシーキングス
結成58周年

Live in Camellia Part. 18

第一回 傀儡師と奈々福

～下町情歌Part14～

[料金]全席指定 5,000円  友の会 4,500円 
9/29[土]   15:30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

※当日各500円増

※当日各500円増

※当日各500円増

※当日各500円増
14:00 残席わずか

く　ぐ　つ奈々福なないろvol.１

[料金]全席指定 3,000円  友の会 2,700円 

[料金]全席指定 5,000円  友の会 4,500円 

9/15[土]   14:00開演

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

上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円 　友の会 2,200円
 10/4[木] 19:15開演   ゲスト 春風亭正太郎
  8/6 [月] 19:15開演   ゲスト 鈴々舎八ゑ馬 チケット発売中

９/９ 発売開始

桂九雀 鈴々舎八ゑ馬 春風亭正太郎

　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･･･。

8
13:30開演　全席指定  6,000円 当日500円増
問合せ先：TAIKO-LAB浅草
　　　 　  TEL 0120-620-155

和太鼓奏者 中条きのこ vol.2 継ぐ～つなぐ～

特撰落語会 柳家権太楼 独演会
19:00開演　全席指定  3,500円
問合せ先： エイフル企画株式会社
　　　　   TEL03-6240-1052
　　　   　Mail:info@eifuru.com

11:00開演　全席自由 無料
問合せ先： 公益社団法人日本三曲協会
　　　 　  TEL 03-3585-9916

公益社団法人日本三曲協会主催 第 12回子供演奏会
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 8
http://www.taiko-center.co.jp/30th/event/180811.html

Mail:sankyoku@nifty.com

14:00開演　全席自由  4,000円 当日500円増　
問合せ先： JCP事務局　TEL 0827ｰ32ｰ3858
　　　TEL 090-8718-2303（宮中）/080-1921-8787（三上）

Japan Chamber Philharmony ウィーンの街角 Vol.1

19
日

 8
14:00/18:00開演  全席自由  3,500円 当日1,000円増　
問合せ先： RSC MASAMI STUDIO   TEL 03ｰ3621ｰ8648
　　　 　 Mail:rscmasami@ybb.ne.jp

RSC MASAMI STUDIO DANCE SHOWCASE 16

31
金

 8
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

～道程ゆけば～
みち

花岡詠二
インターナショナル・コンサート
10/10[水]   18:30開演

　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！

　江東区在住のジャズ・クラリネット奏者 花岡詠二が親しくして
いるインターナショナル・メンバーを一堂に会してのスイング・
コンサートです。

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

　ギタリスト史上最強のテクニッ
クと音楽性を持つブラジル生まれ
の世紀の天才、ヤマンドゥ・コス
タが再び来日！
　バーデン・パウエルに見出され、
パコ・デ・ルシアが自らの後継者
として絶賛！サンバ、ボサノヴァ、
ショーロ、タンゴほか南米の多様
な音楽に、ジャズなど様々なスタ
イルを吸収しジャンルを超えた独
自の世界を構築。7 弦ギターの上
を驚異的なテクニックが縦横無尽
に駆け巡る！

ヤマンドゥ・コスタ　ギターリサイタル

[料金]全席指定 6,000円  友の会 5,400円 
10/27[土]   19:00開演

[出演 ] マキタスポーツ

　お笑いの世界では、他に類型の
ないエンターテインメントを追求
している【マキタスポーツ】。
　芸人、音楽家、役者、小説家、
映画監督など、ジャンルを軽々と
飛び越えマルチな活動を展開して
いる。芸能活動 20 周年【表現者・
マキタスポーツ】の “オトネタ”
に乞うご期待！

マキタスポーツ　オトネタの夕べ

[料金]全席指定 4,000円  友の会 3,600円 
11/2[金]   19:00開演

[出演 ] なぎら健壱
[ 演奏 ]OWNRISK/ 松本典明、叶沢伸明、雨宮直己、GOBOH鈴木

　残していきたいフォー
クソングと、人情味溢れ
るオリジナル曲を歌いつ
づけている「なぎら健壱」
のカメリアホールで 14
回を数えるコンサート。
歌の合間の絶妙なトーク
も冴えわたります。どう
ぞご期待ください。

なぎら健壱コンサート2018

[料金]全席指定 4,800円  友の会 4,300円 
11/3[土祝]   18:00開演


