亀戸文化センターよりお知らせ

亀戸文化センター
商工情報センター
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亀戸在住の風景漫画家・沖山潤氏による東武亀戸
線が走る地域の風景漫画を展示します。沿線の名所
や亀戸線が走る風景のほか、無料配布中の「亀戸イ
ラストマップ」の原画など、目でお散歩を楽しんで
いただける内容です。
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沖山潤氏作品
「亀戸駅〜亀戸水神駅間の踏切」
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米倉 美智子
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登坂 恵

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

清田 真生

沖山潤氏作品
「北十間川・東武亀戸線橋梁」

江島 結衣

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。

荒木 泰子

※1月受付分の施設利用自動抽選申込み期間は
2018年12月20日
（木）
〜2019年1月4日
（金）
までとなります。
2018年12月20日
（木）
〜2019年1月4日
（金）
までとなります。
ホール：2020年1月分
ホール
：2020年1月分
大研修室
：2019年7月分
大研修室
：2019年7月分
会議室・研修室
・美術室・和室：2019年4月分
会議室
・研修室・美術室・和室：2019年4月分):2019年4月分
商工情報センター(区内中小企業団体を除く
商工情報センター(区内中小企業団体を除く):2019年4月分

山中 良子

場所：亀戸文化センター 2 階展示ロビー

登坂 香代子
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2019年3月16日(土)に開催する
「江戸前人情喜劇 亀戸駅裏旅
館 〜純愛篇〜」の区民出演者が決定しました。
オーディションでは、作・演出の山口弘和氏(コント山口君と竹
田君)が審査・選考を行い、15名の方々が選ばれました。審査員を
前にセリフを読んだり、歌を歌ったりと本格的なものでした。
この15名の皆さんがどんな役で出演されるかは、当日までのお
楽しみ！本公演でその活躍をどうぞご覧ください。
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上田 幸子

※12/29（土）〜平成31年1/3（木）は年末年始休館
のため、
ご覧いただくことができません。

12 23

月

Camellia Paper
相田 翔成

期間：12/12（水）〜平成 31 年 1/7（月）
9:00 〜 21:00

日

年末年始休館のお知らせ

※公演詳細は
裏面参照

販 12
売 /9
開
始

チ ケ ット新 発売

2/3 [日] 11:00、14:00開演

3/16 [土] 15:00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。

[料金]全席指定 4,000円 友の会 3,600円
こども
（小学生以下）2,000円

コント山口君と竹田君

テツandトモ

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
ける楽しいワークショップです。

カンカラ

歌あり・コントあり・喜劇ありの 120 分 !! 山口弘和（コ
ント山口君と竹田君）の特別書き下ろしシリーズ第 8 弾。
「亀戸駅裏旅館」で起きる大騒動！笑って、泣いて、下
町人情にあふれる喜劇をたっぷりお楽しみください。公
募で選ばれた区民の方の出演もお見逃しなく！
[ 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

[ 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）

２０１９，山崎ハコ LIVE!「横浜から」
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1/12 [土] 18:00開演
[料金]全席指定 5,500円 友の会 5,000円

影法師 in 東京
2/24 [日] 14:00開演
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[料金]全席指定 4,000円 友の会 3,600円

[ 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

新春邦楽「和っしょい」
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1/5 [土] 15:00開演
影法師

山形県長井市を拠点に活動するフォークグループ影法
師。地方、農村、生業、暮らし…、その現場で時代と切
り結びながら歌を作り、歌い続けて 45 年になる。この
45 年間に影法師が紡ぎ出した数々の歌は、現場に投影
されたこの国の姿であり、時代の影である。平成が終わ
る 2019 年。2 月 24 日、カメリアホールに影法師推参。
[ 出演 ] 影法師
[ ゲスト ] リハビリバンバン

[料金]全席指定 3,500円 友の会 3,150円

１
土

13:30開演 全席自由 500円
問合せ先：Brass Band Fellows
TEL050-6864-9286(広報係）
Mail:brassbandfellows@gmail.com

12 合唱団瑠衣 Special Concert
１
土

19:00開演 全席自由 無料
問合せ先：合唱団瑠衣
Mail:choir.rui@gmail.com http://choirrui.echo.jp/

12 劇団ブリオッシュ 第6回公演 悪食娘コンチータ
12/8（土）13:00/17:00開演、12/9（日）13:00開演
８・９ 全席自由 一般（前売 / 当日）1,800 円 チケットぴあ 1,500 円
土・日 問合せ先：劇団ブリオッシュ
Mail:briochefamily@yahoo.co.jp LINE@:@whm4906j

12 ラボ東京中央地区テーマ活動発表会
16
日
12
23
日

10:00開演 全席自由 無料
問合せ先：ラボ教育センター東京総局
TEL03-6233-0622
伊万里ライブ

栄光のCrawl

18:00開演 自由席：前売券2,500円 / 当日券3,000円
前売指定席券：3,500円（60席）

問合せ先：伊万里音楽事務所 TEL080-3994-6130
http://www.geocities.jp/butterflymusic0427/
Mail:marim3348@gmail.com

12 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：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
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上方落語 九雀亭
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12/5 [水] 19:15開演 ゲスト 古今亭志ん吉
1/8 [火] 19:15開演 ゲスト 小宮孝泰
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影法師結成45周年記念

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、歌いに行きます !!
山崎ハコ
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江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館〜純愛篇〜」

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

䊹
ᡯ

䜹䝯䝸䜰䝩䞊䝹㻌䠰䠥䠟䠧䠡䠰䚷䚷䠣䠱䠥䠠䠡

シリーズ第8弾！

12 ブラスバンドフェローズ 第12回定期演奏会

チ ケ ット発 売中

※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）

チケット発 売 中

12/9 発売開始

（コント赤信号）

[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

古今亭志ん吉

小宮泰孝
（コント赤信号）

