亀戸文化センターよりお知らせ
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●日時：11/30、12/14、1/25、2/22、3/22
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
●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）
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●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
●講師：岡部昌幸（帝京大学教授、群馬県立近代美術館館長）
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コント山口君と竹田君

テツandトモ

カンカラ
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亀戸文化センター「秋の講座」をご案内します。
先着順にて受付していますので、お早めにお申し込みください。
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亀戸文化センターよりお知らせ
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●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：山崎郁子（江東手工芸協会）

【講師作品】
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●日時：10/14 〜 3/10 日曜（後期 10 回）
【前半クラス】14:00 〜【後半クラス】15:00 〜
●受講料・教材費：13,800 円・8,000 円
●講師：一般社団法人長唄協会所属講師
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●日時：10/21 〜 3/10 日曜（後期 10 回）10:00 〜 12:00
●受講料・教材費：13,000 円・200 円
●講師：小林志郎（東京学芸大学名誉教授・演劇学）
リン・ホブデイ（作詞家、訳詞家、歌手）
圓佛意知（エクセター大学院修了、元日本女子
大学附属中学校英語教員）
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【お申込み・お問合せ】
亀戸文化センター
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来年3/16(土)開催の「江戸前人情喜劇 亀戸駅裏旅館〜純愛篇〜」の
区民出演者を募集します。
プロのタレントと一緒に舞台に立てる貴重なチャンスです。ぜひこの機
会にご参加ください。
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●江東区在住・在勤・在学の小学生以上の男女、
プロアマ問わず。
●公演日
（3/16(土)）および稽古（前日のリハーサル含む）
に参加できること。
※出演料・交通費の支給はありません
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一次書類選考、二次オーディション(11/3[土・祝]午後)
一次合格者には、二次オーディションのご案内を郵送します。
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区内各文化センター等に設置の申込用紙に必要事項を記入し、亀戸文化
センター窓口または郵送。
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ɡ̤࿚̵ࣣ 〒136-0071 江東区亀戸 2-19-1 ܹاΓϋΗȜȁ
TEＬ.03(5626)2121
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昨年度はオーディション合格者9名が出演しました。
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●日時：10/27 〜 3/9 土曜、11/18、3/10 日曜（後期 10 回）
14:00 〜 15:30
●受講料・教材費：12,500 円・1,500 円
●講師：入澤登志江（一般社団法人千人鼓の会）ほか

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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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。

FAX.03(5626)2120
ɦΙΉΛΠ Ĳĳİĺ Ȫȫ ์คٳই

ࢺஜ૽ૂ ࠠܔȶܹפၔၫ܁ȡՔ།ȡȷ

[日時] 平成31年3月16日(土)15:00開演
[会場] カメリアホール
[料金] 全席指定4,000円
[作・演出] 山口弘和(コント山口君と竹田君)
[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
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チ ケ ット新 発売

チ ケ ット発 売中

10/27 [土] 19:00開演

[料金]全席指定 5,500円 友の会 5,000円

[料金]全席指定 6,000円 友の会 5,400円

[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！
[ 出演 ] マキタスポーツ

なぎら健壱コンサート2018
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〜下町情歌Part14〜
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11/3 [土祝] 18:00開演

[料金]全席指定 4,800円 友の会 4,300円
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。
[ 出演 ] なぎら健壱
[ ゲスト ] 半田健人
[ 演奏 ]OWNRISK ／松本典明、叶沢伸明、雨宮直己、GOBOH 鈴木

高石ともや

新春邦楽「和っしょい」
1/5 [土] 15:00開演
[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円

10 PP＆M Festa 2018
６
土

ピーター・ポール＆マリーのカバーバンドの競演

13:00開演 全席自由 無料
問合せ先：PP＆Mファンクラブ
TEL090-6936-6204（小林）
http://ppmfc.fan.coocan.jp/

10 フェアリーミュージック フルート・クラリネットによる発表会
７
日

13:30開演 全席自由 無料
問合せ先：フェアリーミュージック
TEL03-6886-9810
http://www.fairymusic.jp/

10 ＣＲＯＳＳ ＷＡＶＥ ｖol.４
９
火

15:00開演 指定席6,000円 自由席4,000円
問合せ先：CROSS WAVE
http://lumiere.littlestar.jp/crosswave/

10 千葉一夫 ありがとう デビュー 39th
15
月

13:00開演 全席指定 4,500円
問合せ先：有限会社ブルースカイ
TEL045-331-2137
https://bluesky1982.co.jp/

10 第 4 回発表会「Singinʼ Swinginʼ 」ブリーズジャズコーラス教室
20
土

15:00開演 全席自由 1,500円
問合せ先：オフィスブリーズ
TEL03-5624-3900
Mail:singinswinginbreeze@gmail.com

10 特選落語会 桃月庵白酒・三遊亭兼好 二人会
25
木

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

10 東京断酒新生会本部例会
31
水

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

䊹
ᡯ

䠒

※当日各500円増

毎年恒例の新春企画も今回
で 8 回目を迎えます。
和楽器の世界をリードする
賢者たちがここに集結して伝
統と新たな挑戦を披露します。
津軽三味線、和太鼓、民謡…
新春をいろどる響きをご堪能
ください。語り部として太神
楽師の鏡味味千代が皆様を和
の世界へご案内いたします。
[ 出演 ] 廣原武美（津軽三味線）
、柿崎竹美（民謡・手踊り）
、
和太鼓・暁／鷹−TAKA、塚本隼也、近藤玲未、大塚菜生
鏡味味千代（ナビゲーター）

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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「フォーク･ソングの元祖」とも呼
ばれている高石ともや。1966 年デ
ビュー、シンガーソングライターと
して話題作を発表し続ける一方、マ
ラソンでも活躍を続けている。東京
では、唯一カメリアホールで行われ
る恒例の年忘れコンサート。お見逃
しなく！
[ 出演 ] 高石ともや
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12/15 [土] 15:00開演
[料金]全席指定 5,000円 友の会 4,500円

マキタスポーツ オトネタの夕べ
11/2 [金] 19:00開演

10 ９
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高石ともや 年忘れコンサート２０１８ 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！
[ 出演 ] ヤマンドゥ・コスタ
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私は九州から出てきて横浜に
住み、そこのコンテストで優勝
し、デビューした。まさに「私
は横浜からデビューした」ので
ある。
阿久悠さんの「横浜から」と
いう詞を見た時「歌いたい」と
思った。歌いたいと思う事こそ
がハコの宝。プロになって 44 山崎ハコ
年間、熱く持ち続けている。
今年は、デビューした時の気持ちを甦らせ、新しい宝を
持って、歌いに行きます !! 山崎ハコ
[ 出演 ] 山崎ハコ（ヴォーカル、ギター）
、安田裕美（ギター）
[ 曲目（予定）] 望郷、織江の唄、気分を変えて、縁（えに
し）
、横浜から ほか
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1/12 [土] 18:00開演
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ヤマンドゥ・コスタ ギターリサイタル
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２０１９，山崎ハコ LIVE!「横浜から」 䠒
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12/2 [日] 15:30開演
[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円

※当日各500円増

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）

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

チケット発 売 中

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

