
劇団青年座　横濱短篇ホテル

「SUPER SWAN」新演出　白鳥の湖　全2幕　TOYOSU DANCE LIVE 2019
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日

会員のための公演情報紙
ティアラペーパー

03-5624-3333☎

友の会先行予約
10：00～ 電話予約開始

新発売公演
10：00～ 電話予約開始

●先行予約日は以下の4館で受付いたします。

●友の会先行予約日と新発売日は13：00まで電話予約
のみとなります。

●先行予約の予定枚数が終了となる場合があります。
●ティアラ友の会会員割引とその他の割引の併用はでき
ません。
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03-3536-5061☎
豊洲文化センター

03-5626-2121☎
亀戸文化センター

03-3644-8111☎
江東区文化センターティアラこうとうチケットサービス

今月の先行予約公演NEW

日
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▼3/9　先行土

28
金

18：30開演　ティアラこうとう　大ホール

6

5
日祝

5

全席指定 友の会／4,000円　一般／4,500円

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

ティアラこうとう・ジュニアバレエ団　
第14回発表会　バレエ・コンサート

友の会／ 1,800円　一般／ 2,000円

11
火

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

6

全席指定 友の会／7,200円　一般／8,000円

　日本を代表するヴァイオリニスト大谷康子の世界。
　海外の舞台で活躍するギタリスト村治佳織の世界。
　そしておなじみ春風亭小朝の落語の世界。
　一度で三つのステージが楽しめる夢の企画をあな
たもご体験ください。

新発売
日3/10

舟木一夫コンサート2019

春風亭小朝プロデュース「三つの夢コンサート」
～小朝の落語・珠玉のヴァイオリン大谷康子・魅惑のギター村治佳織～

振付・出演：西島数博、長谷川達也（DAZZLE主宰）、
イウェン・チウ（台湾クラウドゲートダンスシアター）
出演：デニス・チェン、風間無限、水島渓、
DAZZLE ／宮川一彦、金田健宏、南雲篤史、高田秀文
映像クリエイション：酒生哲雄

出演：サンドウィッチマン、ナイツ、
三四郎、平野ノラ、アキラ100%、
ハナコ、インスタントジョンソン、ニ
ッチェ、ラバーガール、トンツカタン、
わらふぢなるお　ほか

※都合により出演者が一部変更
になる場合がございます。

作：マキノノゾミ　演出：宮田慶子
出演：椿真由美、津田真澄、石母田史朗、横堀悦夫、那須凜、
當銀祥恵、小豆畑雅一、松川真也、加門良、三枝玲奈、高松潤、
伊東潤、前田聖太、世奈

曲目（予定）：ボヘミアン・ラプソディ、ボーン・トゥ・ラヴ・ユー、
伝説のチャンピオン、オブ・ラ・ディ，オブ・ラ・ダ、シーズ・ア・
レインボー　ほか

10：30、14：00、17：30開演　ティアラこうとう　大ホール

5
12
日

笑激!!お笑いカーニバル in こうとう

ティアラこうとう・ジュニアバレエ団　第14回発表会　バレエ・コンサート
笑激!!お笑いカーニバル in こうとう

ティアラクラシックス2019　1966カルテット　クイーン・クラシックス
特撰落語名人会　柳家さん喬・三遊亭白鳥・桃月庵白酒
舟木一夫コンサート2019
春風亭小朝プロデュース「三つの夢コンサート」

28日19:00、29日13:00、17:00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

友の会／3,420円　一般／3,800円　※当日各500円増全席指定

友の会／SS席7,200円、S席5,400円　一般／SS席8,000円、S席6,000円
※SS（スーパーシート）席は、プレゼント付（アーティスト写真、グッズ）です。

全席指定

6
28

　昨年6月に大好評を博した「SUPER SWAN」の再演が決定！バレエ界を代表するプリンシパルダンサー
西島数博による、現代版にアレンジした白鳥の湖です。前回出演のダンサーたちが再度集結し、さらにパワ
ーアップしたステージを繰り広げます。大胆にアレンジした全く新しい白鳥の湖の世界をお楽しみに！

金

29
土

「SUPER SWAN」新演出　白鳥の湖　全2幕
TOYOSU DANCE LIVE 2019

7日18:30、8日13：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円　全席指定

6
7
金

8
土

劇団青年座
横濱短篇ホテル

　美しいヴァリエーションでオープニングを飾る「ブリ
リアント・プロローグ2019」、古典バレエの名作「ドン・
キホーテ」を上演します。

　第1部：和装、第2部：洋装の2部構成の和洋折衷の豪華コンサート。

出演：ティアラこうとう・ジュニアバレエ団
ゲスト：高井将伍、内村和真、福田建太
構成・演出・振付：石井清子
指導：安達悦子、堀田麻子、高木糸子、志賀育恵、上山千奈、
信田洋子、友利知可子、坂本麻実（東京シティ・バレエ団）

出演：春風亭小朝
大谷康子（ヴァイオリン）
村治佳織(ギター )

曲目（予定）：高校三年生、学園広場、銭形平次、修学旅行、絶唱、春はまた君を
彩る　ほか

15：00開演　ティアラこうとう　小ホール

6
8

　2010年クラシックのテクニックをベースにビートルズをカバー
し、日本コロムビアよりCDデビュー。2011年にはクイーンのカバ
ーアルバムを発売し、大きな話題をクラシック界に投げかけました。
映画「ボヘミアン・ラプソディ」の人気が冷めやらぬ中、クイーン名
曲コンサートの要望にお応えし、クイーンの名曲そして、ビートルズ
やローリング・ストーンズなどＵＫロックの名曲を演奏します。

土

ティアラクラシックス2019　1966カルテット
クイーン・クラシックス　～ボヘミアン・ラプソディ～

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

19:00開演　ティアラこうとう　小ホール

6
25

　「ロシア」をバックグラウンドに
持つ気鋭の演奏家達の饗宴。昨
年発売された大好評アルバム
「心さわぐ青春の歌」の感動が再
び！

火

Viva la Musica 2019
北川翔(バラライカ)＆大田智美(アコーディオン)×浜野与志男(ピアノ)
～日本とロシア 新しい舞台へ～

友の会／3,600円　一般／4,000円
　

全席指定
14:00開演　江東区文化センター　ホール

6
9

　三者三様の魅力でお送りす
る特撰落語名人会。卓越した
話芸をお楽しみください。

日

特撰落語名人会　
柳家さん喬・三遊亭白鳥・桃月庵白酒

友の会／3,240円　一般／3,600円全席指定

出演：柳家さん喬、三遊亭白鳥、
桃月庵白酒

曲目（予定）：心さわぐ青春の歌、
トロイカ、エルベ河、ダッタン人の
踊り　ほか

西島数博 

北川翔 大田智美 浜野与志男 柳家さん喬 三遊亭白鳥 桃月庵白酒

撮影：坂本正郁
長谷川達也（DAZZLE主宰）

撮影：鹿摩隆司

春風亭小朝Ⓒ松本徳彦 大谷康子Ⓒ尾形正茂 村治佳織ⒸAyako Yamamoto

　舞台は横浜の老舗ホテル。奥山ハルコと柳井フミヨ、二
人は同じ高校の演劇部員。憧れの映画監督に会いたいと
いう思いから、二人の物語は始まる。1970年から5年ごと
に時代を切り取った７つの短篇が、ネックレスのようにつな
がって物語を紡ぐ。
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演目：「ジゼル」全幕　音楽：アドルフ・アダン　脚本：大倉マヤ　芸術監督：安達悦子
【バレエ】ジゼル：斎藤ジュン、アルブレヒト：福田建太、ヒラリオン：浅井永希、ベルタ：加藤浩子、バチルド：
小林あおい、クーランド公：春野雅彦、ウィルフリード：吉岡真輝人、ミルタ：清水愛恵、ほか
【声優】ジゼル：中村繪里子、アルブレヒト：濱野大輝、ヒラリオン：河崎文亮、ナレーション／ベルタ：木村涼香、
バチルド／ミルタ：中村慈、クーランド公：岩川拓吾、ウィルフリード：小俣凌雅　ほか

出演：キッチン・ワルツ（保田真奈、冨永紘加）

出演：青山道子（マリンバ）、磯田日向子（マリンバ・パーカッショ
ン）、戸張勢津子（ピアノ）
曲目：剣の舞、シンコペーティッド・クロック、ラデツキー行進曲、
アンダー・ザ・シー、ありのままで、小さな世界　ほか

　昨年、前代未聞のコラボレーションとして大きな話題となった“セリフ付き”バレエ。セリフ・ナレーションが歌舞伎の
“イヤホンガイド”のような役割となり、お子様や初心者はもちろん、バレエファンも一緒にお楽しみいただけます。

0歳からようこそ！親子で楽しむスライド・ミュージカル
「ブレーメンのおんがくたい」

5
26
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／S席4,000円、A席3,000円　一般／S席4,500円、A席3,500円

4歳～中学生／S席3,000円、A席2,000円
当日学生席（高校生～25歳）／2,000円（当日残券がある場合のみ販売）

5
25
土

11:00、14：00開演　亀戸文化センター　大研修室
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円　こども（3歳以上～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

6
9
日

11：00、13：30開演　豊洲文化センター　レクホール
全席自由 友の会／900円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）／500円

※3歳未満でも座席が必要な場合は有料

東京シティ・フィルPresents
コンサート・バンビーニVol．14
親子できこう・うたおう・おどろうコンサート

66
歳以上対象

66
歳以上対象

5
24
金

18：3０開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／ 4,000円　一般／ 4,500円　※当日一律5,000円

カントリー＆ウエスタン
I SAW THE LIGHT Vol.47

　童話「ブレーメンのおんがくたい」を、スクリーンに映し出さ
れたスライド画像と歌とダンスでお届けする、0歳から入場で
きるスライド・ミュージカル。舞台上のグランドピアノでダイ
ナミックな楽曲を生演奏！参加者もお話の登場人物として関わ
ることのできる参加型イベントです。

出演：石田新太郎とシティライツ、石田美也
ゲスト：森下昇

出演：大谷けい子、飯田晃一、工藤史皓、佐藤小夜子、花柳かしほ、
三好直美　ほか
芸術監督：雑賀淑子、玉田弘子

18:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／2,700円　一般／3,000円

5
1

水祝

舞踊作家協会　連続公演第204回
「宮沢賢治の世界」
　舞踊作家協会ならではの様々なジャンルの舞踊家（バレエ・
現代舞踊・日舞）が賢治の世界を踊ります！

　『石田新太郎とシティ
ライツ、石田美也「20
世紀と21世紀のカント
リー＆ウエスタン、歌と
演奏でお届けします。
ゲストに正調カントリー
のトップシンガー森下
昇さん。」』

5
22
水

11：0０、13：30、15：30開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／1,100円　一般／1,200円　子ども（０歳～小学生）／300円

※当日各200円増　※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり。

0才からのジャズコンサート
～Kuni Mikami from New York～

　子どもから大人まで全ての世代に
贈る平日昼間の本格ジャズコンサート。
毎年好評の企画、10回目の登場です。
ニューヨーク在住のピアニストがジャ
ズの名曲からクラシック、童謡まで演
奏します。赤ちゃんと一緒でも大人一
人でもOK。パパママには生演奏の癒
しの時間、祖父母には子どもたちと一
緒の幸せな時間をお届けします。
出演：クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目（予定）：Take5、夢をかなえてドラえもん、バッハ／インベン
ション第4番　ほか

　0歳から入場OK！東京シティ・フィルの弦楽アンサンブルがク
ラシックからアニメの曲まで演奏します。東京シティ・バレエ団
のダンサーと江東区出身のシンガーソングライターYUKKIYを
ゲストに迎えます。（公演時間60分）
※おむつ替え・授乳コーナーあり

全席指定 友の会／ 6,300円　一般／ 7,000円

6
2
日

14:00、18：00開演　ティアラこうとう　大ホール

純烈コンサート2019
～AYUMI～
　元戦隊ヒーロー出身俳優中心のメンバーで構成された4人
グループ、純烈の初のコンサートツアー！「愛でしばりたい」がオ
リコンデイリー総合ランキング1位を獲得。

全席自由 【11時開演】友の会／ 800円　一般／ 1,000円　こども（6歳以下）／ 500円
【15時開演】友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円　中学生以下／ 1,000円

5
3

金祝

11：00、15：00開演　ティアラこうとう　小ホール

ティアラマンスリーコンサートvol.209
「Enjoy Marimba！～ＧＷスぺシャル～」
　午前は未就学児対象のミニコンサート。午後は6歳以上対象
です。聴いたことのあるメロディーを大きな木琴マリンバの音
色で、子どもから大人まで一緒に楽しめるコンサートです。

クニ三上
青山道子

前回の公演より

磯田日向子 戸張勢津子

6
21
金

14:00、18：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／SS席6,300円、S席5,400円　一般／SS席7,000円、S席6,000円

石川さゆりコンサート2019

66
歳以上対象

　世界的ロックギタリストの布
袋寅泰との奇跡のコラボレー
ションで、平成最後の紅白で注
目を浴びた演歌界の歌姫。「天
城越え」「津軽海峡・冬景色」
などのヒット曲から最新曲ま
で、日本歌謡界随一の実力を
存分にお楽しみください！

曲目（予定）：「天城越え」「津軽海峡・冬景色」「能登半島」「ウィス
キーが、お好きでしょ」　ほか

4
18
木

出演： 中澤卓也、パク・ジュニョン、川上大輔
曲目：「青いダイヤモンド」「彼岸花の咲く頃に」「愛・ケセラセラ」
「涙の流星」「ベサメムーチョ」「恋のメラギラ」

66
歳以上対象

　今、人気の若手演歌歌手３人の共演です。演歌男子３人の夢
の舞台をぜひお楽しみください。

15:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／Ｓ席5,850円、Ａ席4,500円　一般／Ｓ席6,500円、Ａ席5,000円

ドリームスリーコンサート
～愛の詩を貴方に～

4
28
日

29
月祝

13:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

第39回江東オペラ歌劇『ドン・カルロ』
（字幕付き伊語公演 全4幕）

66
歳以上対象

　歌劇王ヴェルディ中期
のグランドオペラの大傑
作。16世紀のスペインを
舞台に繰り広げられる王
と王妃と王子の愛と憎悪
の物語。珠玉の名アリア
が散りばめられたヴェル
ディ音楽の魅力たっぷり
の作品をお楽しみください。

指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人
出演：小貫岩夫・土師雅人・津山恵・菊地美奈・高橋啓三・佐
藤泰弘・山口邦明・村田孝高・田辺いづみ・二渡加津子  ほか

バレエ×声優　東京シティ・バレエ団
“セリフ付き”バレエ「ジゼル」

5
18
土

出演：ロス・カルカス
曲目（予定）：泣きながら（"ランバダ"の原曲）、ワヤヤイ、愛の終局、
ガラスの翼　ほか

曲目（予定）：スターライト札幌、今夜はドラマチック、星降る夜のサンバ・キ
サス・キサス東京、幸福あそび、愛でしばりたい、新曲　プロポーズ　ほか

66
歳以上対象

66
歳以上対象

　フォルクローレ・ファンならば、最高峰にして伝説のグルー
プ「カルカス」を見逃す訳にはいかない。

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,950円　一般／5,500円

日本人ボリビア移住120周年
永遠のカルカス
愛しいボリビアの魂

構成・演出・振付：ウメダヒサコ
出演：ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー、SDR、深川富
岡八幡葵太鼓、江東区文化センター講座ジュニア・ダンスミックス

全席自由 友の会／ 2,800円　一般／ 3,000円　※当日各500円増

5
12
日

17：30開演　江東区文化センター　ホール

ウメダヒサコ
ジャズダンスミックスファクトリー
深川レビュウVol.24
　世界的なダンス大会で入賞する実力者を輩出する、ウメダ
ヒサコジャズダンスミックスファクトリーの公演です。江東区か
ら発信するハイレベルで熱いパフォーマンスに乞うご期待！

3
24
日

指揮：佐々木新平　演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦
楽団、ティアラこうとうジュニアオーケストラ
曲目（予定）：ロッシーニ／歌劇「泥棒かささぎ」より序曲、バルト
ーク／ルーマニア民俗舞曲（以上ジュニアオケ）、芥川也寸志／交
響管弦楽のための音楽（合同演奏）、ブラームス／ハンガリー舞曲
第５番（指揮体験コーナーあり）　ほか

44
歳以上対象

44
歳以上対象

　ワンコインで楽しめる東
京シティ・フィルとティアラ
こうとうジュニアオーケスト
ラによる年に一度の「スペ
シャルコンサート」。それぞ
れの演奏はもちろん、合同
演奏もお楽しみください。

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会・一般／500円

東京シティ・フィル＆ティアラこうとうジュニアオーケストラ
オーケストラの日2019　
スペシャルコンサート

過去の公演より 斎藤ジュン 中村繪里子 福田建太 濱野大輝 浅井永希 河崎文亮

66
歳以上対象

曲目（予定）：ショパン＝ゴドフスキー／ショパンのエチュードによ
る53の練習曲より、スクリャービン／ピアノソナタ第6番 作品62、
エチュード作品2-1、42-5、プロコフィエフ／ピアノソナタ第6番 
「戦争ソナタ」イ長調作品82

19:00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円　学生／2,500円

6
11
火

ファツィオリジャパンpresents
ヴァディム・ホロデンコ
ピアノ・リサイタル
　ヴァン・クライバーン、仙台、シューベ
ルトなどの主要国際音楽コンクールで
圧倒的な優勝を飾り、今や世界各国で
引く手あまたのホロデンコ。あまりの難
易度のために舞台で演奏できるピアニ
ストは限られると言われるショパン＝ゴ
ドフスキー、秀悦な解釈で定評のあるホ
ロデンコのスクリャービンとプロコフィ
エフが聴ける稀なチャンスです。



落語公演情報
新発売

日3/10

新発売
日3/10

新発売
日3/10

14:00
開演
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19:00
開演

木

4
25

16:00
開演

日

5
26

19:00
開演

水

5
29

15:00
開演

土

5
11

15:00
開演

土

7
6

18:30
開演

金

3
8

17:00
開演

日

3
10

15:00
開演

日

3
10

15:00
開演

土

3
16

19:00
開演

火

3
19

11:00、14：30
開演

日

3
24

19:00
開演

金

4
5

19:00
開演

金

4
12
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31日14:00
開演

金～日

3 29～31

料金：全席自由　友の会／ 1,300円　
一般／ 1,500円　※当日各300円増
第4回は、今ホットな若手・三遊亭わん丈による、ネタ
おろしありの完全独演会！渾身のわん丈落語フルコー
スをお楽しみください。
出演：三遊亭わん丈

チケット取扱施設
ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
森下文化センター ☎03-5600-8666
古石場文化センター ☎03-5620-0224
東大島文化センター ☎03-3681-6331
砂町文化センター ☎03-3640-1751

月

第
2・4
　  

休
館

月

第
1・3
　  

休
館

数字がご入場いただけるお子様の年齢です。
（例）6歳以上のお子様よりご覧いただけます。66

歳以上対象

託児サービスあり
お申込みの際は、最初に会場名（ティアラこうとう）をお伝えください。
公演1週間前までにお申し込みください。　先着順、就学前児対象。受付時間　平日10：00～17：00

総合保育サービスのHAS　☎ 0120-834-988マーク
説明

（株）マザーズ　☎ 0120-788-222託児サービスあり
公演1週間前までにお申し込みください。先着順、就学前児対象。

チケットのご予約について

ザイ） コウトウ ク ブン カ コ ミ ニ テ ザイダンィュ
振込先：みずほ銀行東陽町支店 （普通） 8019809

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

お電話（チケット取扱施設へお電話ください）

チケット取扱施設　9:00～21:00（休館日を除く。深川江戸資料館は17:00まで）
※先行日・新発売日は10:00からとなります。

インターネット　24時間受付
※新発売の公演については、一般発売の翌日0:00から受付開始いたします。

インターネット
https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/

ご予約

取扱時間

お引取り・お支払い
（お支払いはご予約から1週間以内です）

※インターネット予約で友の会割引を適用するには会員番号とパスワードが必要です。
　登録は入会申込時またはティアラこうとうチケットサービスまで。

窓口（チケット取扱施設へご来館ください）
現金・クレジットカード・銀行振込（事前振込）でお支払いできます。

郵送（入金確認後、チケットを発送いたします）
銀行振込・クレジットカードでお支払いできます。 
※クレジットカードはインターネットでの予約・決済のみとなります。
※郵送希望の場合、別途郵送手数料がかかります。（口座振替会員は無料）

割引を適用する場合は、対象であることを確認できる身分証明書をご持参ください。

残席わずか

3
月

5
月

4
月

スマートフォンURL

江東区文化センター ☎03-3644-8111
豊洲文化センター ☎03-3536-5061
亀戸文化センター ☎03-5626-2121
総合区民センター ☎03-3637-2261
深川江戸資料館 ☎03-3630-8625

各施設で開催される落語会の情報です。
ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

66
歳以上対象

5/25（土） 14:00開演 会場　東大島文化センター第1和室
料金：全席自由　友の会／ 1,300円
一般／ 1,500円　※当日各300円増
注目の若手が隔月で出演する落語会、
「東大島亭」。第5回は、三遊亭ふう丈と
港家小ゆきの二人会です。熊本県山鹿
市出身の二人による落語と浪曲を、和
室（全席椅子席）でお楽しみください。
出演：三遊亭ふう丈、
　　　港家小ゆき（曲師：佐藤貴美江）

66
歳以上対象

第５回東大島亭
三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会

66
歳以上対象

6/8（土） 17:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場
料金：全席自由　友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　※当日各500円増
北国の豊かで素朴な女性の目線鋭く、ホカホカの東北弁の笑いで包んだ饅
頭の如し、古典落語も美味しいグルメになりました。文化庁芸術祭優秀賞の
記念の落語会、どうぞご期待ください。
出演：六華亭遊花、
　　　三遊亭遊三、
　　　三遊亭小遊三　
　　　ほか

六華亭遊花
文化庁芸術祭優秀賞受賞記念落語会

66
歳以上対象

4/25（木） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール
料金：全席自由　友の会・一般／ 500円　
今宵は笑って過ごしましょう！
出演（予定）：河内家るぱん　ほか

寄席　都笑亭Vol.121

林家正蔵・たけ平　親子会　其の三
5/18（土） 14:00開演 会場　亀戸文化センター　カメリアホール

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席2,700円、A席2,250円／一般 S席3,000円、A席2,500円
指揮&トーク：大沢可直　曲目（予定）：007シリーズ代表作「ロシアより愛をこめて」、ミュージカル“エビータ”より「アルゼンチンよ泣かないで」、フランシスレイ作曲「白い恋人たち」、
懐かしの映画音楽「日曜はダメよ」「黒いオルフェ」「魅惑のワルツ」他、軽いクラシック「皇帝円舞曲」、「天国と地獄序曲」、会場で歌いませんか？、歌声喫茶の想い出「山のロザリア」、
「トロイカ」他、哀愁の𠮷田メロディー「いつでも夢を」、「小さな酒場」、「街のサンドイッチマン」、「美しい十代」、「恋のメキシカンロック」、「異国の丘」、「ラブ・レター」　ほか

豪華なサウンド ！ 元気が出るコンサート 𠮷田正記念オーケストラ

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 5,000円／一般 5,500円
狂言師 野村萬斎 ティアラこうとうに登場！肩の力を抜いて楽しむ600年の伝統芸能「狂言」！出演者の分かり易
く丁寧な解説により表現の奥深さに触れ、演目へと導かれます。
出演：野村萬斎、石田幸雄　ほか　解説：深田博治　演目：佐渡狐、棒縛

野村萬斎 狂言の夕べ 江東公演

44
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会・一般 500円
東京シティ・フィルのメンバーが企画した、渾身のプログラムを500円でお楽しみいただけます。
出演：高宮城凌　ほか　曲目（予定）：グリーグ／ヴァイオリンソナタ 第3番、ベートーヴェン／クロイツェル・
ソナタ、ヴィエニアフスキー／華麗なるポロネーズ 第7番　ほか

ティアラ ワンコイン・コンサート2019 東京シティ・フィルPresents ヴァイオリンコンサート

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
ジャズのスタンダードナンバー、讃美歌、映画音楽など、鉄壁なリズム陣をバックにフレッシュなサウンドをお届
けします。　出演：後藤雅広（クラリネット）、白石幸司（クラリネット）、後藤千香（ピアノ）、小林真人（ベース）、
楠堂浩己（ドラム）　曲目（予定）：スマイル、アイガットリズム　ほか

ティアラ JAZZ LIVE 2019 後藤雅広・白石幸司 スインギン・クラリネット・デュオPart.25

44
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会 3,400円／一般 3,800円／中学生以下 2,500円
圧倒的な音圧と繊細な演奏で楽しく舞台を駆けめぐる！懐かしくて新しい和太鼓アンサンブル、東京打撃団。　
出演：篠笛／村山二朗　和太鼓／田川智文、加藤拓哉、横山亮介、露木一博、佐藤晃弘

和太鼓 東京打撃団

66
歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席指定　友の会 2,300円／一般 2,500円／江東区民 2,300円／受講生 2,300円
滝沢馬琴出生の地、深川で『南総里見八犬伝』を題材にした浄瑠璃をお楽しみください。
出演：太夫／竹本千歳太夫、三味線／野澤錦糸

素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃 「花魁莟八総」滝田城の段

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席3,150円、A席2,700円、B席2,250円／一般 S席3,500円、
A席3,000円、B席2,500円／江東区民 一般料金より各席200円引　※お得な年間シリーズ券もあります。
指揮：高関健　ソプラノ：中江早希　合唱：東京シティ・フィル・コーア　合唱指揮：藤丸崇浩　曲目：プーランク／スターバト・マーテル、
サン＝サーンス／交響詩「死の舞踏」、フォーレ／組曲「ペレアスとメリザンド」、ビゼー／劇付随音楽「アルルの女」組曲第2番

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第５７回ティアラこうとう定期演奏会

66
歳以上対象

3/9（土） 14:00開演 会場　東大島文化センター第1和室
第4回東大島亭　三遊亭わん丈独演会

三遊亭わん丈三遊亭わん丈

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 2,700円／一般 3,000円
出演：穂積磨矢子（ソプラノ）、川井彩子（ピアノ）、川井順一（バリトン）、下川慶子（ソプラノ）、中原沙織（ソプラ
ノ）、佐藤圭（テノール）、島田市少年少女合唱団
曲名：歌劇「トスカ」より「歌に生き愛に生き」、歌劇「夕鶴」、「花占い」、「メモリー」、「グラナダ」　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.207 「穂積磨矢子～春の風にのり期待の若手歌手と共に贈る～あったかいんだからコンサート第3弾」

66
歳以上対象

砂町文化センター　第1研修室　全席自由　友の会・一般 500円
第一部では、石田波郷記念「はこべら俳句大会」に入選された２句をイメージした曲の演奏。第二部では、アイル
ランドや日本の童謡などをお届けします。　
出演：Indeed！（ホンダーネ）／菅沼安佐代 （アイリッシュハープ、歌） と朝倉未来良 （アンティークフルート）

石田波郷記念「はこべら俳句大会」授賞式関連イベント ～アイリッシュハープとアンティークフルートのコンサート～

66
歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円　※当日一律2,500円
■プログラム（演奏者・曲目）小林遼・ショパン：ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op.35、松橋朋潤・リスト：
ピアノソナタ ロ短調 S.178、中川真耶加・シューマン：クライスレリアーナ Op.16

Fazioli創立10周年記念 オンラインピアノコンクール 入賞者コンサート

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円／こども（小学生以下） 2,000円
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。
出演：コント山口君と竹田君、テツandトモ、カンカラ、設楽由美子、押田佐代子　ほか
※出演予定の俵山栄子が体調不良のため降板することとなり、追加キャストとして設楽由美子が出演します。

シリーズ第8弾！ 江戸前人情喜劇 「亀戸駅裏旅館～純愛篇～」

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 2,400円／一般 2,700円　1ドリンク付　※当日各300円増
日本音楽家ユニオンがお届けする、ミュージック（3月19日）の日コンサート。ジャズビッグバンドとラテンバン
ドの名曲の数々をお楽しみください。　出演：オルケスタ・デ・ラ・マドゥルガーダ、角田健一ビッグバンド
曲目（予定）：A列車で行こう、ムーンライト・セレナーデ、エル・クンバンチェロ、オエ・コモ・バ　ほか

日本音楽家ユニオン ビッグバンドとラテンバンドの饗宴

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 2,250円／一般 2,500円（3歳～大人）
※当日各300円増　※2歳以下のお子様は保護者ひざ上のみ無料
「人魚姫」を劇団東少がミュージカルに仕立てました。親と子だけに限らず、すべての世代に観ていただきたい公演です。
演出：源紀　音楽：塩谷翔　主演：安達星来　出演：正木慎也、小野田侑歌、井上龍哉、菅原聡史、中村ひろみ　ほか

ふれあいこどもまつり ミュージカル「人魚姫」

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円／ 5歳～大学院生 1,500円 
出演：星野月菜（ピアノ）、小倉美沙紀（ソプラノ）、大野美穂（トランペット）、浅野あゆみ（ピアノ）
曲目：花の歌、トランペット吹きの子守唄、春よ、サウンド・オブ・ミュージックメドレー　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.208 「Spring Concert」

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 2,700円／一般 3,000円　※当日各500円増
馬頭琴奏者、映画やバラエティ番組など、多方面で活躍中のセーンジャーを中心とするコンサートです。今回は、
活躍中の筝奏者小田安希与氏とのコラボでの演奏もお楽しみください。
曲目（予定）：蒼い響き、忘れないあのとき、恋情、スーホの白い馬　ほか

セーンジャー馬頭琴コンサート 弦の宴

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
おかげさまで12回目を迎えます。今回は民謡・クラッシック・ミュージカルそしてポップスなど、イギリスにまつわる素敵な音楽をお聴きいただきます。
出演：神谷満実子（ソプラノ）、鳥井俊之（ピアノ）、藤野由佳（アコーディオン）、梅田千晶（アイリッシュハープ）、白石幸司（クラリネット＆サックス）　
曲目：アニー・ローリー、サリー・ガーデン、グリーン・スリーブスによる変奏曲、「メリーポピンズ」より 2ペンスを鳩に、You Raise me up　ほか

Viva la Musica 2019 神谷満実子 Spring Concert Part.12 森の匂いは不思議な和音

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会 900円／一般 1,000円／こども（3歳～小学生） 500円　（2歳以下ひざ上無料）
2本のヴァイオリンとピアノによる、聴き馴染みのある作品をお楽しみください。　
出演：竹添みどり（ヴァイオリン）、村原実穂子（ヴァイオリン）、明和史佳（ピアノ）　曲目（予定）：チャイコフス
キー／バレエ組曲『くるみ割り人形』Op.71aより トレパーク、花のワルツ、メンデルスゾーン／歌の翼に　ほか

～０歳からシニアまで楽しめる～ トリオベールファミリーコンサート

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 2,700円／一般 3,000円　※当日各500円増
中学・高校生 2,000円／小学生以下 1,500円
「深川とっくり座」の47回目公演は“身分違いの二人の恋を 餅が取り持ち紅白の つくかつかぬか鏡餅”。
どうぞお楽しみに。

深川とっくり座公演47回目 丹青の「仇討ち屋 ―誉田屋の巻―」

料金：全席指定　友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円　
※当日各200円増
人気シリーズでお馴染みの「正
蔵・たけ平親子会」が3年ぶりに
戻ってきました！ 好評につき3回
目の開催です。落語初心者の方も、
お好きな方も、大いに楽しんでい
ただけます。たくさんのご来場、
心よりお待ちしています！
出演：林家正蔵、林家たけ平

林家正蔵 林家たけ平

三遊亭ふう丈 港家小ゆき

安達悦子 江原陽子

六華亭遊花 三遊亭遊三 三遊亭小遊三
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ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席3,150円、A席2,700円、B席2,250円／一般 S席3,500円、
A席3,000円、B席2,500円／江東区民 一般料金より各席200円引　※お得な年間シリーズ券もあります。
指揮：飯守 泰次郎　ピアノ：藤田 真央　曲目：ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73「皇帝」、
交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第５8回ティアラこうとう定期演奏会

はなのあにつぼみのやつふさ たきだのしろ

～舞台芸術をもっと楽しむつどい～

日時：4/21(日)13:30～15:00　
会場：ティアラこうとう中会議室
参加費：無料（友の会会員限定）　
定員：30名(先着)
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　
　　　　電話03-5624-3333
講師：安達悦子（東京シティ・バレエ団：芸術監督）
　　　江原陽子（洗足学園音楽大学声優アニメソングコース講師）

受付開始　3/1（金）10：００～

第1期

 東京シティ・バレエ団
“セリフ付き”バレエ「ジゼル」

テーマサロン・ドゥ・ティアラ２０１９
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C IN EM AC IN EM A

ティアラこうとう 大ホール公演（予定）

〒135-0002　東京都江東区住吉2-28-36
江東公会堂管理事務所（ティアラこうとう内）
代表 ☎03-3635-5500　℻.03-3635-5547

ティアラこうとうホームページ

デザイン　有限会社サムネク

https://www.kcf.or.jp

https://www.kcf.or.jp/tiara

心にうるおい、地域ににぎわい。

2019年3月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号4月号は3月26日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計3名様

応
募
方
法

ハガキに1.友の会会員番号、2.住所、3.氏名、4.ご希望の
グッズ、5.ティアラこうとうや江東区での公演に対するご意
見、ご感想をご記入の上、下記宛先までお送りください。

〒135-0002 
江東区住吉2-28-36　
ティアラこうとう ティアラ友の会事務局

〈しめきり〉3/31（日）必着　
〈当選発表〉グッズの発送をもって発表にかえさせていただきます。

① ② ①よしもとお笑いまつり in 江東2018
　～週末スペシャル～
(7/13　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙／2枚

②伊東ゆかりコンサート2018　
　～縁もゆかりも...60年～
（7/21　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙／1枚

古石場文化センター　大研修室

古石場文化センター　大研修室

会場

「ひとりぼっちの二人だが」Ⓒ日活

「ティファニーで朝食を」©1961 by Paramount Pictures 
and Jurow-Shepherd Productions. All Rights Reserved.

チケット発売のご案内
江東区芸術提携団体

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
定期演奏会

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

友の会　S席5,400円　A席4,500円　B席3,600円　C席2,700円
一　般　S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円
※プラチナ（60歳以上）　プラチナS席4,500円　プラチナA席3,500円
※江東区民は一般料金（S席～C席）より各200円引

5/31（金）
第325回
19:00開演

7/26（金）
第326回
19:00開演

4/13（土）
第324回
14:00開演

ショスタコーヴィチ／交響詩「十月革命」 作品131
ショスタコーヴィチ／ピアノ協奏曲第2番 ヘ長調 作品102
ショスタコーヴィチ／交響曲第9番 変ホ長調 作品70
指揮：川瀬賢太郎　ピアノ：田村響　

シベリウス／交響詩「大洋の女神」 作品73
ピアソラ(デシャトニコフ編曲)／ブエノスアイレスの四季
ウォルトン／交響曲第1番 変ロ短調
指揮：藤岡幸夫　ヴァイオリン：神尾真由子
〈藤岡幸夫 首席客演指揮者就任披露公演〉　　

モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲　
R.シュトラウス／ 4つの最後の歌
ブルックナー／交響曲第1番 ハ短調（1868年リンツ稿、新全集版） 
指揮：高関健　ソプラノ：森麻季

全席自由　臨時会員券　友の会／450円　一般／500円
当日 友の会／500円　一般／700円
当日券は開演時間15分前から販売　

全席自由　友の会／1,000円　一般・学生／1,500円
中学生以下／1,000円　※当日一般500円増、学生100円増

3/23
（土）

監督：舛田利雄　出演：吉永小百合、坂本九　ほか

江東シネマプラザ3月（1962年／97分カラー）
「ひとりぼっちの二人だが」

3/25
（月）

無声映画鑑賞会
活動写真バラエティⅡ

午後の部 15：00午前の部 11：00

開演時間 18：30

「黒部の太陽」の監督熊井啓と「夜
霧よ今夜も有難う」の監督江崎実
生が共同で脚本を執筆、日活アク
ションを支えた舛田利雄が「上を
向いて歩こう」とほぼ同じキャスト
で監督した青春もの。にぎやかな
浅草の情景が今もまぶしい。

新発売
日3/10

新発売
日3/10

ロミオとジュリエットⓒ鹿摩隆司 熱帯JAZZ楽団　Special Guest 国府弘子馬場俊英

島津亜矢 岩崎宏美
ずばり！！クラシック名曲コンサートVol.2
加羽沢美濃 岡本知高

DRUM TAO

眠れる森の美女くるみ割り人形 春風亭小朝Ⓒ松本徳彦 ローマの休日

全席自由　友の会 3,800円　一般 4,０00円（全11回分）

江東シネマプラザ

4/27（土）～3/28（土）
古石場文化センター
大研修室会場

新規会員募集

4/27㈯
5/25㈯
6/22㈯

7/27㈯
8/24㈯

9/28㈯
10/26 ㈯
11/23 ㈯
1/25 ㈯
2/22 ㈯
3/28 ㈯

鬼畜
ビルマの竪琴
ティファニーで朝食を
（日本語吹き替え）
東京物語
どら平太★

野菊の如き君なりき
非行少女
金田一耕助の冒険☆
酔拳（日本語吹き替え）※予定
ふりむけば愛☆
早春★

日程 日程作品名 作品名

☆３５ミリフィルム上映　★ＦＭ放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）　

午前の部 11：00 午後の部 15：00

懐かしい名作映画を大画面で上映、特典いっぱい！
第41期

　毎月１回の映画会、江東シネマプラザ。会
員になると、全11回の上映を予約なしで鑑
賞、特別上映会無料招待etc...うれしい特典
がいっぱいです。今期の映画には、小津安
二郎監督作品は勿論、世界で活躍したオー
ドリ・ヘプバーン、ジャッキー・チェンの作品
も上映。新規会員募集中！ぜひお申込みくだ
さい。
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大ホールイベントラインナップ
2019年度　ティアラこうとう

馬場俊英 LIVE TOUR 2019　～落書きとマスターピース
DRUM TAO 2019新作舞台「ザ・ドラマーズ」
東京シティ・バレエ団「ロミオとジュリエット」
東京シティ・フィルのドラゴンクエスト
熱帯JAZZ楽団LIVE ～2019夏の会～　Special Guest ： 国府弘子
東京シティ・フィル　真夏のレクイエムこうとう2019
ティアラこうとうジュニアオーケストラ第14回定期演奏会
島津亜矢コンサート2019
岩崎宏美コンサートツアー2019
ずばり！！クラシック名曲コンサートVol.2
Tiara Ballet Days （ティアラ バレエ デイズ）
ニニ・ロッソ　メモリアルコンサート2019
フレッシュ名曲コンサート　オーケストラwithバレエ
芸能山城組「交響組曲AKIRA」×劇場アニメ「AKIRA」
北川記念ロシア民族楽器オーケストラ創立10周年記念演奏会～軌跡～
花岡詠二プレゼンツKOTOユースポップス＆ジャズフェスタ2019
東京シティ・フィルPOPSコンサート
岡本知高 Concerto del Sopranista 2019-2020
第34回くるみ割り人形
春風亭小朝プロデュース　新春寄席
ローマの休日　全編上映ライブ・コンサート～ローマ・イタリア管弦楽団～
東京シティ・バレエ団　「眠れる森の美女（全幕）」
木村大ギターコンサートVol.4 ゲスト ： 渡辺香津美
オーケストラの日2020　スペシャルコンサート

第57回
第58回
第59回
第60回

ティアラ ワンコイン・コンサート　東京シティ・フィルVer.

6/15（土）
7/7（日）

7/13（土）・14日（日）
8/3（土）
8/10（土）
8/18（日）
9/1（日）
9/7（土）
9/14（土）
9/15（日）

9/21（土）・22（日）
9/23（月祝）
10/6（日）
10/13（日）
10/27（日）
11/10（日）

11/23（土祝）
12/8（日）

12/21（土）・22（日）
1/5（日）
1/7（火）

2/15（土）・16日（日）
2/22（土）
3/22（日）
5/11（土）
7/6（土）

11/30（土）
2/1（土）

4/24（水）、7/2（火）、10/3（木）

　ティアラこうとうで2019年3月の時点で公演が決定している大ホールイベントのラインナップ（既にティアラペー
パーで紹介されているイベントを除く）をティアラ友の会会員の皆様にご案内いたします。このほかにも順次新しい
情報をお伝えしていきますので、どうぞご期待ください。
※公演名・日程等が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

東京シティ・フィル
ティアラこうとう
定期演奏会

無声映画をより面白くする弁士の力をお楽し
みください。娯楽忍術映画から映画史上の名
作まで多様な作品です。
【上映作品】
「散り行く花」弁士：澤登翠
「忍術千一夜」「海の水はなぜからい」
弁士：山崎バニラ
「相撲の妙技」弁士：山城秀之 澤登翠

奥村愛奥村愛


