亀戸文化センターからのお知らせ

Camellia Paper

亀戸まちの情報
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昭和を代表する日本画家の一人、
東山魁夷を取り上げます。
講師：岡部昌幸
（帝京大学教授、群馬県立近代美術館館長）
日時：11/6、11/13、11/27、12/11 火曜
（全 4 回）19:00~20:40
受講料・教材費：6,000 円・300 円
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亀戸３丁目にある『くらもち珈琲』のマスター
の倉持さん自らが撮影された写真展が、下記の 2
会場で開催されます。どうぞお出かけください。
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「平成」という時代が終わりを迎える今、
思い出したいあの歌・この歌。
昭和・平成を輝かせた歌謡曲の数々につ
いて、様々なトピックスや時代背景、文
化・風俗とともに検証します。
講師：佐藤利明
（オトナの歌謡曲プロデューサー・
娯楽映画研究家）
日時：11/30、12/14、1/25、2/22、3/22
【講師著書】
金曜（全 5 回） 19:00 〜 21:00（途中休憩あり）
受講料・教材費：6,500 円・500 円

会場：亀戸文化センター
1 階 展示ロビー
（亀戸 2-19-1）
問合せ：亀戸文化センター
03-5626-2121

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
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ボトルの中にドライフラワーやプリザーブドフラワーの植物
を入れ、特殊なオイルで閉じ込めた
新感覚のハーバリウム。みずみずし
い透明感とナチュラルな美しさをい
つまでも楽しめ、人気を集めていま
す。自分だけの素敵な作品を作って
みませんか。
講師：山崎郁子（江東手工芸協会）
日時：10/27、11/10、11/24、12/8、12/22
土曜（全 5 回）10:30 〜 12:00
受講料・教材費：4,500 円・7,000 円

【講師作品】
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〜 21:00

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。

ྶহⅴ

会場：くらもち珈琲
ミニギャラリー
（亀戸 3-50-5）
※水曜定休
問合せ：くらもち珈琲
03-3681-8256

10/5（金）〜 10/15（月）
9:00 〜
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なる場合があります。
ご了承ください。

亀戸まちの情報＆亀戸文化センター展示ロビーのご案内

〜 18:00

今までは亀戸二丁目町会会館内に飾られていた
神輿が、今年初めて亀戸駅前公園（カメリアプラザ前）
に御仮屋を設営し、飾られることになりました。
14日 18:00には、神様をお迎えする修祓式（しゅう
ばつしき）が執り行われます。
この機会に、ぜひ間近でお参りください。

※天候等の事情により、予定が変更に

他にも魅力的な講座をご用意しております。
この秋、新しいことを始めてみませんか ?

8:00 〜

秋

亀戸文化センター
のおすすめ講座
募集期間 9/9（日）〜 9/23（日・祝）

●神明まつり開催期間：9/15（土）〜16（日）
●亀戸二丁目町会内を練り歩きます。

亀戸線沿線にある、歴史と下町の良さを感じとれるスポットを
散策しながら魅力を再発見！
講師：久染健夫 ( 中川船番所資料館職員）ほか
か
日時：12/15、1/19、2/2、3/2 土曜
（全 4 回）10:30 〜 12:00
受講料・教材費：4,000 円・300 円
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○展示期間：9/14（金）〜16（日）
○会場：亀戸駅前公園（カメリアプラザ前）
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9/ 6 （木）
〜 9/25 （火）

Vol.208
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ろうそく作りの伝統を受け継ぎ、5 代目がこだわりの蜜蝋入り
ローソクを製造、販売しているお店です。
ローソクの奥深い世界を解説後、店内を見学
します。
講師：鳥居邦夫（㈱鳥居ローソク本舗代表）
日時：10/25 木曜（全 1 回）14:00 〜 16:00
受講料：500 円（教材費なし）
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他にも魅力的な講座をご用意しております。
この秋、新しいことを始めてみませんか ?
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[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円

䠒

[料金]全席指定 3,000円 友の会 2,700円

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。

※当日各500円増

薗田憲一とデキシーキングス
䊹
ᡯ
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[料金]全席指定 5,000円 友の会 4,500円
脩一朗＆大地

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。

9/8 [土] 16:00開演
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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。

和楽器演奏集団 独楽

ヤマンドゥ・コスタ ギターリサイタル
10/27 [土] 19:00開演
[料金]全席指定 6,000円 友の会 5,400円
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[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,200円 ※当日各500円増

䠒

※当日各500円増

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！ 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！

みち

[料金]全席指定 3,000円 友の会2,700円

䠒

※当日各500円増

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 !!

マキタスポーツ オトネタの夕べ
11/2 [金] 19:00開演
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9/9 [日] 14:00開演
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〜道程ゆけば〜
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[料金]全席指定 4,000円 友の会 3,600円
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！
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ワールドワイドな音楽紀行

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。
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[料金]全席指定 5,000円 友の会 4,500円

チ ケ ット発 売中
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10/10 [水] 18:30開演
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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。
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花岡詠二
インターナショナル・コンサート
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稀代の津軽三味線奏者、久保木脩一朗が率いる邦楽エン
ターテイメント！
5 回目となる今年の亀戸公演は結成 20 周年コンサート
と銘打ち、例年にも増したスペシャルなステージをお届け
します。哀愁溢れる津軽の伝統曲から迫力あるオリジナル
曲まで、和の真髄をお楽しみください。
[ 出演 ] 久保木脩一朗、久保木ユキ子、久保木一如、久保木
和一朗、
久保木啓一朗（津軽三味線）
、
米谷和修（尺八・篠笛）
、
荻野哲也（和太鼓）
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[料金]全席指定 4,800円 友の会 4,300円
[ゲスト]半田健人
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結成58周年

9/29 [土] 15:30開演

〜下町情歌Part14〜

11/3 [土祝] 18:00開演

※当日各500円増

Live in Camellia Part. 18

なぎら健壱コンサート2018
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12/2 [日] 15:30開演

9/15 [土] 14:00開演
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津軽三味線 脩一朗＆大地
結成20周年コンサート〜和の真髄〜
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奈々福なないろvol.１ 第一回 傀儡師と奈々福 䠒
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チ ケ ット新 発売

9 第 58 回 橘家竹蔵独演会
２
日

14:00開演 全席自由 2,500円 当日500円増
問合せ先：シャレ企画 TEL090-3233-9091
Mail:sharekikaku22@gmail.com

9 第 16 回 新宿ビデオ愛好会公開映写会
７
金

12:30開映 全席自由 無料
問合せ先：新宿ビデオ愛好会
TEL049-231-3911

内田

9 第 52 回 東京アマチュア映像祭
14
金

10:00開映 全席自由 無料
問合せ先：東京アマチュア映像連盟
TEL047-322-3927 鹿島

9 Ensemble Spirito Concert Minami & friends series vol.3
14:00開演 全席自由 1,000円 (学生500円）
問合せ先：アンサンブル・スピリト
月・祝
Mail:ensemble.spirito@gmail.com

24

9 東京断酒新生会本部例会
28
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

9 TAIKO-LAB 江東 第 10 回 ３教室合同発表会〜秋 光〜
30
日

13:45開演 全席自由
問合せ先：TAIKO-LAB江東 TEL 03-6659-6012
http://www.taikolab-koto.com/

上方落語 九雀亭
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10/4 [木] 19:15開演 ゲスト 春風亭正太郎
11/6 [火] 19:15開演 ゲスト 三遊亭わん丈

９/９ 発売開始
10/10 発売開始

[料金]全席自由 2,500円 友の会 2,200円
※両日とも当日各500円増

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

春風亭正太郎 三遊亭わん丈

