亀戸文化センターよりお知らせ

１階展示ロビーが２階へ移ります。
亀戸文化センターでは、地域の方々へ活動の発表をする場として
展示スペースの貸し出しを行っております。
来春 4 月より、1 階展示ロビーが２階へ移ります。
中央に椅子を構え、ゆっくりと作品を鑑賞できるスペースになり
ます。（レイアウト参照）
引き続き、手工芸や絵画、写真などのサークルグループの成果発
表の場に、また、個人の趣味の発表の場にぜひご利用ください。
（営利目的での展示、展示販売でのご利用は出来ません）

Camellia Paper

亀戸まちの情報コーナー
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梅屋敷店頭で “おにぎり豆蔵” 新米試食会
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現地直送！新潟「岩船産コシヒカリ」
今年も美味しいお米が獲れました
新米で作るおにぎりは、また格別です！
この味を一人でも多くの方に
味わって頂きたく試食会を行います
ぜひ、お越しください
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2 階展示ロビー レイアウト
エスカレーター

庫

椅子４脚

椅子４脚

倉

吹き抜け
エスカレーター

柱

トイレ

大研修室

展示器材料金表
器材名

区分

料金

展示パネル １枚につき１日

100円

展示ガラスケース １台につき１日

100円

机

１台につき１日

50円

椅

子

１脚につき１日

30円
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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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【お申込み・お問合せ】
亀戸文化センター

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

長

スペースの利用は無料で、連
続利用は 1 週間までです。展示
の際に利用するパネル・ガラス
ケース等は有料になります。
詳細のお問合せ・お申込みは、
5 階亀戸文化センター窓口にて
承ります。
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※ “おにぎり豆蔵”（亀戸 3-49-3）は、亀戸 3 丁目の普門院入口前
にあるおにぎり屋さんです。

パネル
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=第1弾=

場所：亀戸梅屋敷（亀戸 4-18-8）
問合：03-6802-9550

▲2 階展示ロビー
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亀戸文化センター講座「こどものための三味線教室」
と
「ジュニアのため
の小鼓教室」を受講しているこどもたちが、11/18（日）の「江東こども文化
祭2018」舞台発表部門に出演します。
(会場：江東区文化センター ホール〈江東区東陽4-11-3〉)
日本の伝統的な楽器 三味線、小鼓のお稽古に熱心に励んでいるこども
たちが、大きな舞台で成果を発表します。
どうぞおでかけください。

ऒनुभञीभਕઇ
演奏曲（予定）
数え唄
荒城の月
小鍛冶 ほか

४গॽ॔भञीभ৵ფઇ
演奏曲（予定）
三番叟組曲
しょうじょうじのたぬきばやし
供奴
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※写真は昨年の「こども文化祭2017」出演の様子です。

チ ケ ット新 発売

２０１９，山崎ハコ LIVE!「横浜から」

かみきづきのうたげ

1/12 [土] 18:00開演

０歳からの歌とピアノのコンサート＆
親子あそびとまなびの講座

[料金]全席指定 5,500円 友の会 5,000円

2/3 [日] 11:00、14:00開演
[料金]全席自由 1,500円 友の会 1,350円
こども
（3歳〜小学生）500円
※2歳以下は鑑賞無料。マット席・椅子席をご用意。

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 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 山崎ハコ
きます !!
山崎ハコ

キッチン・ワルツ

小林志郎

1/5 [土] 15:00開演

䊹
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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

䠒

※当日各500円増

䠒

[ 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）

11 河乃裕季と和太鼓 飛翔 神帰月の響宴
13:30開演

11
日

前売 3,000 円
前売 2,000 円
前売 1,000 円
（中・高生）当日 2,500 円 （小学生）当日 1,500 円
当日 3,500 円

全席自由 （一般）

問合せ先：河乃裕季オフィス https://hishow.jp
TEL/FAX03-5399-0143 Mail:info@hishow.jp

11 日本大衆歌謡指導協会 ふれあいの集い
18
日

10:30開演 全席自由 無料
問合せ先：竹花陽子
TEL090-1102-6621

11 JOCS チャリティ映画会 2018「バベットの晩餐会」
前売 1,000 円

22
木
11

10:30/14:00/18:30上映 全席自由 当日 1,200 円
TEL03-3208-2416/FAX03-3232-6922
https://jocs.or.jp/event/9680.html
日中平和友好条約四十周年記念
武楽群来日三十周年記念音楽会

楽縁 RAKU EN

14:30開演 全席指定 5,000円
23 問合せ先：日本二胡振興会事務局
金・祝 TEL03-5628-5291/FAX03-5628-5292
Mail:staff@jerhu.com http://www.jerhu.com

11 アルチェ・エ・コーダ 第11回定期演奏会
24
土

14:00開演 全席自由 無料
問合せ先：アルチェ・エ・コーダ
Mail:visit@arce-musica.info
http://arce-musica.info/

11 第7回 懐かしの映像鑑賞会
30
金

13:00開演 全席自由 無料
問合せ先：懐かしの映像鑑賞会運営委員会 事務局
TEL047-322-3927（鹿島）

11 東京断酒新生会本部例会
30
金

19:00開演 全席自由 無料
問合せ先：特定非営利活動法人 東京断酒新生会
TEL03-5624-0318/FAX03-5624-0367
http://www.tokyo-danshu.or.jp

※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）

高石ともや 年忘れコンサート２０１８
12/15 [土] 15:00開演
[料金]全席指定 5,000円 友の会 4,500円
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チ ケ ット発 売中

[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円

ずか

残席わ

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 修一郎＆大地
をお楽しみください。

[ 出演 ] キッチン・ワルツ（保田真奈・冨永紘加）
、
[ ゲスト ] 小林志郎（東京学芸大学名誉教授）

新春邦楽「和っしょい」

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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第一部は親しみのある歌や本格クラシック音楽を物語
に沿ってお届けします。一緒に歌ったり、体を動かした
りしながら親子のスキンシップをお楽しみください。第
二部は東京学芸大学名誉教授・元副学長であり、演劇教
育学専門の小林志郎氏による「非認知能力」のミニ講演
と、お子様と一緒にご参加いただける楽しいワーショッ
プです。

11 ９

[ 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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上方落語 九雀亭
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11/6 [火] 19:15開演 ゲスト 三遊亭わん丈
12/5 [水] 19:15開演 ゲスト 古今亭志ん吉

チケット発 売 中

11/10 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

「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！

完売

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･･･。

[ 出演 ] 高石ともや

高石ともや

桂九雀

三遊亭わん丈 古今亭志ん吉

