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江東区古石場文化センターの情報紙
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冬のぜいたく
といえばカニ！
特大ボイルたらばがにはなんと 1 肩
1kg サイズ 8,500 円。本当に特大な
ので、ぜひ一度実物を見てみては。

牡丹町の

美味しいもので

季刊
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古石場ニュース

HAPPY
NEW
YEAR

昔はししまいに噛まれるのが
怖かったんだよね。
今のぼくなら無敵だよ！
2019 年もよろしくね！！

新年を迎えよう！
お話伺いました！

牡丹

町商

北海道海産
江東区牡丹 3-8-3 安藤ビル 1F
Tel 03-3820-8420
営業時間 10：00 〜 18：00 ※31 日は 15 時まで
定休日：日曜・祝日 ※12 月は 31 日まで休まず営業
毎月月末もしくは月始 お盆・年始

店街

●北海道海産
●佃屋
★NEW!
佃屋食品直売店

小津橋

古石

場親

水公

園
佃屋さんの直売店が
NEW OPEN!
古石場文化センターの徒歩数分のところに
佃屋さんの直売店ができました！
明るいご主人と息子さんが「イケメン煮豆屋

◆古石場
文化センター

目指します」と意気込んでいました♪
佃屋食品直売店
江東区牡丹３ー２５−３
Tel 03-3641-4101
営業時間 10:00 〜 16:00
定休日：水・日・祝日

佃屋

3 代目岩﨑龍太郎さん
4 代目
将士さん

北海道海産

〒135-0045 江東区古石場 2-13-2
電話 03(5620)0224

FAX 03(5620)0258

毎月第 1・3 月曜日 休館

店長

鈴木啓太さん

北海道札幌の中央市場から直送され
た生の魚介や加工品のラインナップ
が豊富！季節の味わいを楽しもう♪

お正月といったらコレ！
1 番売れ筋★栗きんとん

北海道の味で彩るお正月の名脇役たち★
塩数の子

栗きんとんは勝負運や金運を
もたらすと言われています。
今年採れたばかりの新栗がふ
んだんに使われいています！
1kg 2,900 円 /500g 1,500 円

数の子は子宝と子孫繁栄
の願いを込めた縁起物で
す。300g 入 2,500 円

昆布巻き
昆布と「よろこぶ」を語呂あわ
せで縁起がよいと言われていま
す。にしんと鮭の 2 種類から選
べます！ 2 本入り 450 円

黒く光る！丹波の黒豆
黒は邪気を払うといわれ、豆に
は長寿や健康を願う意味が込め
られています。大粒黒豆をやわ
らかく煮上げ、美しいツヤに思
わずうっとり、上品な甘さです。
800g 2,700 円

冷蔵庫の常連に！えんがわわさび

年間通して売れる人気者♪

古石場界隈にファン多数！？と噂のきなこ豆
（100 円）。普段のスイーツにいかがでしょうか？
ココア豆（200 円）も人気です。

季節に関係なく購入することがで
きるのがこちら。脂の乗ったえ
んがわのコリッとした食感と
旨味がおつまみにも、ご飯の
お供にもピッタリです！
えんがわわさび 80g 入 390 円
※金額はすべて税込価格です。

古石場文化センターの旬な情報は facebook ぺージをチェック！

江東区古石場文化センター

ました！

お話伺い

江戸職人が丹精こめて小さな釜でコ
ツコツと手作りした逸品で、新年の
準備をはじめよう！

MAP & Information

発行

Vol.43

ｆ

いいね！
ふるいしくん登場中！

ホームページ

古石場にファン急増★
RAKUGO もんすたぁずの

魅力に迫る…！

古石場文化センターで定期的に落語公演を行って
いる「もんすたぁず」。2019 年年明けに初めて、
新春寄席を開催することとなりました！ゲストには
江東区に馴染み深い柳家さん喬師匠をお招きし、豪
華な初笑いをお届けします♪じわじわファンを増や
し続けている彼らにインタビューしました！

スペシャル公演

定期公演

RAKUGO
もんすたぁず

2018 年はどんな 1 年でしたか？来年の抱負をお願いします！

2019 年

2019 年

1 月 12 日㊏

3 月 3 日㊐

前売：2,800 円

前売：1,800 円

当日：3,000 円

当日：2,000 円

13:00 開演

古今亭志ん陽

春風亭三朝

柳家燕弥

柳家小傳次

スペシャルゲスト

よい年でした。来年は
もっと良い年になるよ
う努力しなきゃ。

前厄でしたが、無事に
過ごせました。
本厄もがんばります。

とにかく神だのみ。
神社を見つけたら
なるべくお参りする

大体いつも通りだけど、
来年はもっと頑張りた
いです。

うけなかった時は

着物を全部変える

柳家さん喬

会場は両公演共に古石場文化センター大研修室！

出演予定
落語家さんならでは、
験担ぎはありますか？

燕弥

小傳次

新春寄席への意気込み！

階段の途中で止まると
客足を止めるというので

高座に上がる時に
右手に人の字を書いて

階段の昇り降りの時止まらない

飲む（キキテを飲む）

三朝

志ん陽

胸を借りるつもりでがんばります

志ん陽

初笑い、落語で大いに楽しんでください
がんばってやる！のみです

とても良い 1 年でした。
来年はもっとたくさん高
座に上がれる様にがんば
りたいです。

14:00 開演

入場無

料

11:30 〜

こどものためのお箏教室

11:55 〜

ＦＡギタークラブ

12:20 〜

古石場三味線クラブ

12:45 〜

フルート教室プルメリア

13:10 〜

大野ウクレレ教室

13:50 〜

古石場ゴスペルコーラス講座 OG 会

14:15 〜

合唱団 KADODE

14:40 〜

ウクレレで楽しく唄おう

15:05 〜

ドリームスクエア・ジャズオーケストラ

（出演時間は進行上、多少前後する場合がございます）

小傳次

燕弥

お正月らしく、陽気で楽しい噺をやります！

2019 年 2 月 17 日（日）11:30 開演（11:00 開場）
古石場文化センターで定期的に活動する自主グループ、施設利用団体が、

三朝

日頃の成果を披露する合同成果発表会を開催します！
新しい習い事を始めるきっかけになるかも！？お気軽にご来場ください。

