


亀戸文化センター

三味線を体験しよう
13：00～14：00

6階／第1和室
対象：どなたでも
定員：15名
参加費：無料
※事前予約制
伝統楽器の三味線に触れてみませんか？
初心者大歓迎！

ミニ図画工作コーナー
10：00～15：00

1階／ロビー
なくなり次第終了
協力：亀戸児童館・亀戸第二児童館・

亀戸第三児童舘・現代美術魚拓研究会

子供向けのミニ工作です。何を作るか
お楽しみに。受付は当日会場で。

ドラマきょうしつ

こどものための演劇教室

発表桑
11：00～

5階／第1・2研修室
入場料：無料

亀戸文化センター講座「こども
のための演劇教室」の成果発表
会です。

掛義体湧敬重
（D12：30（参13：00

6階／美術室
対象：小学2年生以上
定員：各回10名
参加費：無料
※事前予約制
伝統楽器の「小鼓」に
触れてみよう！

作業所

まごころ竃
10：00～15：00

なくなり次第終了
1階／ロビー
協力：社会福祉協議会

区内の降がい者福祉施設に
通う方々の手作り品の販売です。
（7グループ）

楽しいおもてなし英会話
14：00～15：00

5階／第1・2研修室
対象：親子（5歳～小学生）

または中学生以上
定員：40名
参加費：無料
※事前予約制
外国の方をおもてなしする簡単な英会話を
一日体験してみませんか。

似顔絵コーナ00
10：00～

1階／ロビー
こども：500円
おとな：700円
協力：東京似顔絵倶楽部

似顔絵を描いてもらおう
どなたでもどうぞ！

しゃみせんきょうしっはっぴょちか』も

三味線教室発表会
①14：45～（∋16：00～

6階／第1和室
入場料：無料

だ」蒜謁炭謁一講座
①「こどものための三味線教室」
と②「おとなのための長唄三味線
教室」の成果発表会です。



亀戸十三間通り商店街
（歩行者天国）

人力車無料乗車体験
12：30～14：30

乗車場所・亀戸梅屋敷前
・宝くじロトハウス前

※雨天中止

人力車が十三間
通りを走ります。

KOTO街かどアーティスト＆
カメイダーショー
12：30～15：00

出演：羽亀戦士カメイダー
みにみに♪ぎゃんぐ
ももいろぞうさん
神川仁

※雨天中止

亀戸のヒーロー、カメイダーが登
場！みんなでカメイダーを応援し
てね！

アトレ

† 蔵 ��；●亀戸梅虚数 

前 橋 通 リ ��よんく 

ミニ四駆コース 
13：30～16：00　　　　　　　　㌧∴二霧 

※雨天中止　　　　　　‾Jくて車遮ゝ　‾‾￥‾鮎‾‾‾ 

十三間通りに　　　　　　　　　　　宅 

ミニ四駆コースが出現！ 
※貸出ミニ四駆あります 

みんなでお絵かき！＆

カメレちゃん握手会
12：30～

握手会12：30～（予定）
協力：亀戸子ども会連合会

アトレ亀戸

※雨天中止

十三間通りにお絵かき
コーナーができます！
大人気アトレ亀戸公式

三言言崇謡†ちや荒蒜㌫

羽亀戦士カメイダー

江東少年少女合唱団コンサート

①13：00～13：30

②15：QO～15：30

アトレ亀戸7階アトレホール
入場料無料

香取神社
かめいどだいこんしゆう

亀戸大根収穫祭・

福分けまつり
10：00～12：00

地元消防団による

防災用コーナー
13：00～15：00

協力：城東消防団第一分団ほか
※雨天中止

江東区文化センターの「江東少年少女
合唱団」によるステージです。
美しい歌声をぜひ、お聴きください。

亀戸地区の小学校などで栽培さ
れた亀戸大根を奉納します。
亀戸大根・福分け味噌汁を無料
で配布します（300名）

※全ての催

12：00～

※雨天中止

どなたでも参加0Ⅹ！

参加用ベーゴマは終了後プレゼ
ント

参加費：100円
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リニューアルした「亀戸イラストマップ」を使い

亀戸の商店街や歴史スポットを探索してみませんか？
今回（3／11）の対象スポットは「香取神社」と「亀戸撃
梅屋敷」「アトレ亀戸（駅ビル）」の3箇所。
2か所以上でシールをもらいゴール

（亀戸文化センター1階）を目指そう！
先着200名様に参加賞を差し上げます。

10：00～12：00

※ゴール受付は12：30までとなります

※醐W亀戸イラストマップは亀戸文化
センター、香取神社、亀戸梅屋敷、

アトレ亀戸（駅ビル）で配布します。
配布場所・シールポイントには目印
の旗があります。

お問合せ
江東区亀戸文化センター
T【し．03－5626－2121FAX．03－5626－2120

亀戸賂屋敷
江東丘曇弔文化財菜摘公向～こうとうの仏象工芸～

受け継がれる直の線

入嫁
曇科

3月11日（日）午前の部（11～13時）午後の部（14ノ〉16時）

亀戸梅屋敷多目的ホ【ル（江東区亀戸4－18－8）

午前の部
表具・立会・刀剣研磨
江戸切子・

染色補正

灯rOmy

午後の部
表具・塵豊
刀剣研磨・べっ甲細工
藍塾墓・茶め湯指物

※一部体験ありき（申込みは当日会場にて受付）

主催：三工東区・三工東区教育委員会
【お問合せ】

F　注東直地域振興部文化観光課文化財係

m
スポーツと人懐が軌ヽまち江要区

TEL　03－3647－9819

URL http：〟www．City．koto．Igjp／　・㌦
ノ～〝、



荒木膏葉　　荒木泰子　　江島結衣　　　遠藤瑠月

米倉美智子

昭｝
15：00開演

杉浦舞香

山中良子　　　登坂意　　登坂香代子

3月17日（土）に開催する人情喜劇『亀戸駅裏旅館～勝負篇～』
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、9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9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。

※公演詳細は裏面参照

瞥

展示のお知らせ ≪亀戸文化センター1階ロビー≫

★魅力百様、江東区。
オンライン観光写真コンテスト2017展覧会

2／14（水）12：00～2／20（火）16：00

■－■▼■■’‾　▼　　‾▼　▼　‘▼　　－　’一　　‾‾■■　－　‾　　　－　　　　　　－‾－－▼‾‾　■‾　　　‾　－▼‘‾　－　‾　‾　‾・‾　‾　　　－　　　　　　か

笠こ冨㌃詔諾≡適芸誓言＝完治露㌍夏募藍
また成果発表の場として作品を展示してみませんか∴　蓋

【展示会場】亀戸文化センター1膵ロビー　　　　　　塞

【対象団体】器誓言誓二を定期的に利用している　董

【内　容】各季節をテーマにした作品の展示。　　　　雷

（作品1点から参加が可能です。）　　　　　　√ナヘ

【お申込み】亀戸文化センターに設置している所定の申込　　澄

喜藤約榊㊧モノ締約学翻細便車重＿ざ＿チ「よ攣車拍磯
中平成年麿彰のある季節の展示参加団体募集　憲

章闘志≡芋㌍詣ヂ妄言彗漂諾晶完需完等翌享警羞忘葦

独尊肇砂礫藤⑳車㊥牽夢轡登忽煎紗各悌紗⑩

用紙に必要事項を記入し、窓口まで提出。

【開催・募集期間】

開催期間 �募集期間　「 　　　】 

春 �4／6（金）～12（未） �2／10（土）～28（水） 

夏 �7／26（木）～8／1（水） �5／10（禾）～5／31（木） 

秋 �憂10／25（木）～31（水） �8／10（金）～31（金） 

冬 �H31．1／24（木）～30（水） �11／10（土）～30（金） 

【お聞合せ】亀戸文化センター　03－5626－2121
㊨㊨㊥㊨離嗜癖轡啓忽帝㊥㊨診療⑳螢㊥餉懲　郎疹感埼⑳＠＠　錮㊨轡攣轡烙命鰻等

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。

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・ルビカイア、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：梅よし姑、香取神社、亀戸天神社、甘味山長、くらもち軸排、句香庵前野屋、

福地写真館、発酵文化応援団、呑欽（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、天盛望、ギャラリー凛、夢菓子工房モンレーヴ

亀戸6丁目：亀戸水神森クリニック

冨；‡昌…芸完冨慧喫茶かめ　　懐こ

カメリアペーパー　201号　2018年2月1日発行

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団亀戸文化センター
https：／／www．kcf，Orjp／kameido／

〒136－0071江東区亀戸2－19－1

カメリアプラザ5F

TELO3－5626－2121／FAXO3－5626－2120

［開館時間19：00－22：00

［休館日］毎月第2■4月曜日・年末年始
（※第2・4月曜日が祝日の場合は開館）

交通のご案内
●JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅下車北口から徒歩2分

二．・′・‥′．‥

カメリアホー凡と亀戸のまも囁報

亀戸文化センターを中心に、亀戸地区の
商店街や商業施設などがイベント会場と
なる「亀戸フェスティバル」。
今年はカメリアホールでのステージライ
ブがパワーアップ！
ダンスや合唱、朗読劇など様々なジャン
ルの発表会が行われます。

毎年大人気の人力車無料乗車体験はもち
ろん、こどもから大人まで楽しめる催し
が盛り沢山です！
皆さんお誘いあわせの上お越しください！

掛凝結予約や実費が必柴な催しがありまれ闘肌、合わせJH言来場ください。

2月10日より ■目白踊【欄■ �三味線を体験しよう 
小鼓体験教室 

楽しいおもてなし英会話　etC… 
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林家たけ平　　　青空たのし

落語協会、真打、林家たけ平の独演会です。今回は、入
情噺と滑稽噺をたっぷりと…。　　　　　　　　　l

詫誓言㌘筆雲ぞ漂嘉諾裟蒜諾l
懐かしいハーモニカのメロディを味わっでし、ただきます。t
たくさんのご来場、心よりお待ちしています。　　l

t出演】林豪たけ平、青空たのし　ほか

ベイビー・ブ一十番勝負其の五1
うたごえ喫茶音楽会

4／21出14：00開演
胴・金］全席指定4′500円友の会4．000円※当日各500円増l

歌声喫茶で大人気！ボ
ニージャックスの意思を

受け継ぐ、若手男性5人
によるコ椚ラスグルー

プ。各地でさまざまな
ジャンルの歌をお贈りし
ています。洗練された美
しい男声ハーモニーで、
皆様の心に感動をお届け
します。 ベイビー・ブー

t出演】ベイビー・ブ一

泊帽＝予定日ペッパー警臥もしもピアノが掛ナたなら、義
また逢う日まで　ほか　　　　　　　　　　　　　　l

－　－■　■－　－　－　■－　－　1－　－　1■■　－■　－　●　t■■　■－

人情喜劇「亀戸駅裏旅館～勝負篇～」

3／17は］15：00開演
料金】全席指定3．800円　友の会3′400円

こども初＼学生以下）2，000円

歌あり・コントあり・喜劇ありの120分j卓山口弘和（コ
ント山口君と竹田君）の特別書き下ろしシリーズ第7弾。「亀

戸駅裏旅館」で起きる大儀動！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。

【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

チケット「売中

ふれあいこどもまつり

ミュージカル「眠れる森の美女」

3／25脚10：30、14：30開演

鋼■金］全席指定2′500円（3歳～大入）友の会乙250円

※当日各300円増　莱2歳以下のお子様、仮護者ひざ上のみ無料

王女様と、料理番の娘は同じ別こ生まれます。王女様は何不自

由なく過保護に育ち、わがままな娘となり、貧しい料理番の娘は
心の美しい娘に育ちます。黒の妖精に死の呪いをかけられた王女

様は、白の妖精の贈り物により柑0年の眠りにつき、素晴らしい
夢を見て反省し、美しい心に目覚めると言う感動的な作品です。
〟本当に美しいものは昌には見えない〝思いやりの心、優しい心の

大切さを伝えるという、オリジナル創作ストーリー。

t主演】備歌
r出演】菅原聡史・神野美奈実・米山武彦・浅見かがり・劇団棄少

ふれあいこどもまつり
シルバ二アファミリー劇場
「シルバ二ア村のたからもの」

3／24は】13：30開演
囲・金］全席指定2′500円（3歳～大人）友の会乙250円

※当日各300円増　※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料

第一郭　ミュージカル劇（あらすじ）
しおかぜウサギちゃんから届いた星空の写真。・「夜空に輝くたく

さんのお星さま、私の一番の宝物です。シルバ二ア村で一番の宝

物はなんですか？」ショコラウサギちゃんたちの一′たからもの〝探
しが始まります。
第二部　わくわくコンサート

シルバ二アファミリーのなかまたち、ひとみおねえさんの歌と

フラワーハーモニーの生演奏で贈る楽しいコンサート。

‡脚本】山本重男‡作詞・演出】山本美智子
t音楽】羅飛良幸【振付】佐藤郁美
Ⅰ美術ほぐま座・いげたゆかしHショコラウサギちゃんの絵）

江東子ども劇場鑑賞会
「ともだちやあいつもともだち（劇団うりんこ）」

2／24仕‖7：00開演

t料金】全席指定2．000円（3歳～大人）友の会1β00円
※当日各500円増　発2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料

読み聞かせに大人気の絵本「おれたち、ともだち！」シリーズ
が劇団うりんこのお芝居になりました！3人の出演者が、キツ
ネやオオカミ、ヘビ、テンなどいろいろな動物になって楽しい舞
台をつくります。

【主催］NPO法人江東子ども劇場

上方落語九雀亭
2／13測19：15開演　ゲスト三遊亭寓橘tヨ肌正三減ヨ

3／14【永日9：15開演　ゲスト林泉たけ平帆三湖右由■

t料金1全席自由2．500円　友の会2，000円

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…。


