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新発売
金

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。

2019

vol.290 May5

先行
5/9 木

5/10

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

火
土
土
日
土
土
土
土
月

▼5/9　先行木

14
土

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール

9

18
日

8

全席指定 友の会／5,670円　一般／6,300円

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

真夏のレクイエム
こうとう２０１９

友の会／ 3,150円　一般／ 3,500円

7
土

11：30、15：30開演　ティアラこうとう　大ホール

9

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

　抜群の歌唱力で人々を魅了し続ける実力派シンガー岩崎宏美。マドンナの歌声をどうぞお楽し
みください！

　今年で3回目の開催となる「真夏のレクエム」。今年は、３大レクイ
エムの一つに数えられている“ヴェルディ ”作曲のレクイエムをお贈
りいたします。

新発売
金5/10

新発売
金5/10

島津亜矢コンサート2019

岩崎宏美コンサートツアー2019

曲目（予定）：ベートーヴェン／ピアノソナタ第3番ハ長調 作品2-3、
ピアノソナタ第14番「月光」嬰ハ短調 作品27-2、ショパン／スケルツ
ォ第3番嬰ハ短調 作品39、12の練習曲 作品10　ほか

出演：助川太郎（G）、山下Topo洋平（ケーナ、サンポーニャ、G、Vo）、
阿部篤志（Pf）
曲目（予定）：春風（オリジナル）、蘇州夜曲、コンドルは飛んで行く、
イパネマの娘　ほか 出演：フィリップ・ハーパー（tp）、ヴィンセント・ハーリング（as）、エシエット・エシエット（b）、小林陽一（ds）、北島佳乃子（pf）

指揮：佐々木新平　管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目：すぎやまこういち作曲／交響組曲「ドラゴンクエストI」、交響
組曲「ドラゴンクエストII」悪霊の神々

　10代にしてチャイコフスキー国際コンクール第3位の実力を誇
る若き天才ピアニストが魅せる、ピアノ名曲の神髄。次代を担うピ
アノ界の貴公子ダニエル・ハリトーノフがお届けする、名曲ばかり
の贅沢なリサイタルです。お聴き逃しなく！

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

12
2
月

ダニエル・ハリトーノフ ピアノ・リサイタル2019
月光と革命

歌って健康！歌声コンサート
東京シティ・フィルのドラゴンクエスト ティアラこうとう公演 交響曲「ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ」
熱帯JAZZ楽団 LIVE ～2019夏の会～ SpecialGuest：国府弘子
真夏のレクイエムこうとう2019
ザ・ニュースペーパーＬＩＶＥ2019
島津亜矢コンサート2019
岩崎宏美コンサートツアー2019
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第59回ティアラこうとう定期演奏会
ハリトーノフ・ピアノ・リサイタル2019　月光と革命

17:00開演　ティアラこうとう　大ホール

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

友の会／5,000円　一般／5,500円　
高校生以下／3,000円　※当日各500円増

全席指定

8
10

ラテンジャズ・ビッグバンドの最高峰！ 
スペシャルゲストに多彩な活躍を続けるピアノ界のスーパー

レディ・国府弘子を迎え、ラテンのリズムとジャズビッグバンドサ
ウンドを駆使し、オリジナル曲から皆さんご存知のジャズやポピ
ュラーの名曲をエネルギッシュにダンサブルにお届けします。

土

熱帯JAZZ楽団 LIVE ～ 2019夏の会～
SpecialGuest：国府弘子

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／ S席4,500円、A席3,600円、B席2,700円　
一　般／ S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円
小・中学生／ S席2,500円、A席2,000円、B席1,500円 

全席指定

8
3
土

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト　ティアラこうとう公演
交響組曲「ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ」

飯守泰次郎
Ⓒ武藤章 横山恵子 大沼徹

金子美香
ⒸYoshinobu 
　Fukaya(aura)

望月哲也
ⒸFUKAYA_
　Yoshinobu/auraY2

　2015-2018NHK紅白4年連続出場！演歌のみならずポップス、洋楽と幅広いレパートリーを天
性の歌唱力で歌い上げる！

指揮：飯守泰次郎　管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
ソプラノ：横山恵子、メゾ・ソプラノ：金子美香
テノール：望月哲也、バリトン：大沼徹
合唱：ティアラこうとう真夏のレクイエム合唱団
合唱指揮：四野見和敏
曲目：ヴェルディ作曲／レクイエム

曲目（予定）：聖母たちのララバイ、思秋期、ロマンス　ほか

14：00、17：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール

8
31

　政治、経済、事件、芸能…etc。タイムリーな社会問題
を「笑いと批判」に変える！ライブにこだわり続けるザ・ニ
ュースペーパーのライブでしか見られないコントをお楽
しみに！！

土
ザ・ニュースペーパーＬＩＶＥ2019

友の会／4,320円　一般／4,800円全席指定

19:00開演　ティアラこうとう　小ホール

8
1

　はじめて触れる音の世界を一緒に歩いてみませんか？虹色の
ギター、魔法の笛、宝石のピアノがきっと貴方の心の扉をノック
するはず。南米の名曲とオリジナル曲を織り交ぜた大好評のス
テージが全国ツアーを経て、遂にティアラに登場。

木

Viva la Musica 2019
助川太郎Group　
Hall Concert in ティアラ～歓びの人生～

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定
19:00開演　森下文化センター　多目的ホール

7
17

アート・ブレイキー生誕100年記念の今年は、本家ジャズ・メッセンジャーズのメンバー3名が登場。
ジャズの歴史が蘇る衝撃的なステージを目撃せよ！

水

J MESSENGERS feat.
フィリップ・ハーパー＆ヴィンセント・ハーリング

友の会／3,500円　一般／3,800円　学生／2,000円　※当日500円増全席自由

岩崎宏美

熱帯JAZZ楽団

カルロス菅野 国府弘子 昨年の様子

佐々木新平ⒸS.Arita

フィリップ・ハーパーⓒChris Lans 小林陽一 北島佳乃子エシエット・エシエットⓒSix Hats Sutadio　ヴィンセント・ハーリングⓒSatosh hirano

島津亜矢

　大好評の東京シティ・フィルのドラゴンクエストを今年もティアラこうとうで開催し 
ます。ドラクエ全シリーズ演奏会を絶賛開催中の東京シティ・フィルが今回お届けする
のは、シリーズの原点「ドラゴンクエストⅠ」と「ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々」。2シリー
ズの楽曲全てが一度に楽しめるお得な公演です。是非会場にてお楽しみください。
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音楽：セルゲイ・プロコフィエフ
構成・演出・振付：中島伸欣　振付：石井清子　指揮：井田勝大
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
出演：ジュリエット／清水愛恵（13日）、庄田絢香（14日）　
　　　ロミオ／キム・セジョン（13日）、吉留諒（14日）　ほか　

出演：神田京子、桧山うめ吉
演目：「講談×俗曲　番町皿屋敷」ほか

指揮：第一部／原進、第二部／山本武雄　
曲目：ディズニーファンタジー、カルメンファンタジー　ほか

　シェイクスピアの原作とプロコフィ
エフの音楽に寄り添い、可動式の美術
で独自の展開を魅せる中島伸欣版
『ロミオとジュリエット』が、5年ぶりに
ティアラこうとうに帰ってきます！

講談 神田京子×俗曲 桧山うめ吉
～夢のコラボレーション～ 

13日17：00、14日14：00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、A席4,500円、B席2,700円

　一般／SS席7,000円、S席6,000円、Ａ席5,000円、Ｂ席3,000円
※江東区民割引：一般料金から各200円引　当日学生席（高校生
～25歳）2,500円（当日残席がある場合のみ発売）
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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
全席自由 友の会／2,800円　一般／3,000円　※当日各500円増

7
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火

19：00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

舞踊作家協会　連続公演第205回
「七夕・ダンスパフォーマンスvol.2」
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14：0０開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／1,200円　一般／1,500円　※当日各500円増

歌って健康！歌声コンサート

　百戦錬磨の講談師・神田京
子と、日本のみならずワールド
ワイドに活躍する俗曲師・桧山
うめ吉のコラボレーション。暑い
夏には怪談です！
　花と艶の120分。

出演：杉山公章
曲目（予定）：カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山
脈、川の流れのように、花は咲く　ほか

出演：髙島孝太郎（唄）、髙島雄次郎（アコーディオン）、髙島龍三
郎（ウッドベース）、髙島圭四郎（バンジョー）
曲目（予定）：東京ラプソディ、長崎の鐘、私の青空、青い山脈　など

作家：木許恵介、冴子、藤田恭子、
真島恵理、三浦太紀、伊藤友美、
山元美代子
芸術監督：山元美代子

14:00開演　東大島文化センター　レクホール
全席自由 友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増

7
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木

東京大衆歌謡楽団
～昭和初期の名曲を唄う～
　古き良き昭和初期の流行歌
にこだわり、昭和歌謡を演奏す
る四兄弟のユニット。古賀メロ
ディーをはじめ懐かしい名曲を
披露します。兄弟の息のあった
演奏とトークで盛り上げます。
全国ライブ、街頭演奏、テレビ
番組などで活動し、熱烈な昭和
世代のファン層から若い世代に
もファンが広がっています。

　上手・下手はここでは関係なし！楽しく元気に思いっきり歌い
ましょう！思い出の唱歌・歌謡曲などをプロの生演奏をバックに、
会場のみんなで歌っていただくイベントです。歌は苦手という
方も安心してご参加いただけます。

7
21
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円

江東フィルハーモニー管弦楽団
第20回定期演奏会

指揮：土田政昭　ヴァイオリン独奏：丹羽道子　
曲目：ベルリオーズ／幻想交響曲作品14、ブルッフ／ヴァイオリ
ン協奏曲第1番ト短調作品26、ワーグナー／楽劇「ニュルンベルク
のマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

　バレエ・モダンダンス界から
気鋭のアーティスト7人が集う
ダンスの舞台。夏の夜空に願い
を込めて放たれるワクワクドキ
ドキのティアラこうとうの小宇
宙をお楽しみ下さい。

全席自由 友の会／1,000円　一般／2,000円　小・中学生／1,000円

6
8
土

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

　ブリティッシュ・スタイルの金管バンド「東京ブラスソサエティ」
のコンサート。今回は「ブラスバンドの編成でどのような音楽表
現が可能か」をテーマに、誰もが知っている曲を演奏します。

杉山公章

7
7
日

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／7,300円　一般／7,800円

DRUM TAO 2019新作舞台
「ザ・ドラマーズ」

66
歳以上対象

　世界26ヶ国。観客動員数800万人超。和太鼓で、ROCKを、
POPを、BALLADを、CLASSICを超越した、ニュージャンルの
音楽を創造。驚異のスピードと予測
不可能な構成とリズムで魅せる、圧
倒的なパフォーマンス。太鼓で泣
く。笑う。あなたは、想像できます
か？舞台を飾る衣装は8年目となる
コシノジュンコがデザイン。ニュー
ジャンルの新時代“日本エンターテ
イメント”にどうぞご期待ください。

演出：フランコドラオ　衣装：コシノジュンコ

6
15
土

出演：馬場俊英（Vo&Ag）、神佐澄人（Key.）、馬場“BABI”一嘉
（G.）、マイクモーリトン（Ds.）、山川浩正（Bass）

66
歳以上対象

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,700円　一般／6,200円

東京シティ・バレエ団
『ロミオとジュリエット』（全2幕）

7
13
土

14
日

55
歳以上対象

7
13
土

14
日

出演：川久保博史、土師雅人、中島寿美枝、正岡美津子、木村聡、
川口邦明　ほか

　今回はヴェルディの中
期の傑作「仮面舞踏会」で
す。ハイライト公演です
が休憩を挟んでほぼ全曲
を公演します。国王が最
も信頼する部下の妻に恋
をし、禁断の愛に悩む国
王の揺れる心を壮大なス
ケールで描きます。

13日18：00、14日16：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

第20回江東オペラハイライト公演
歌劇「仮面舞踏会」

出演：笠原章、こだま愛、一谷伸江、南條瑞江、中條響子　ほか

　時代小説ゆかりの深川で藤沢周平作品を上演します。旗本
の子弟でありながら妾腹の子である平四郎が、実家を出奔し
て裏店に移り住み、揉め事の仲裁を生業としながら成長をし
ていく姿を軸に、人情味豊かな人間図で描く痛快時代劇。武
士や市井に生きる庶民の姿や葛藤、哀歓を感じてください。

7
3～7
水～日

3日14：00、4日13：00、5日13：00、19：00、6日12：00、16：00、
7日12：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／4,000円　一般／4,500円

若獅子会プロデュース公演
藤沢周平劇場
「よろずや平四郎活人剣」

7
27
土

15：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

竜馬四重奏LIVE2019～夢の島～

66
歳以上対象

　邦楽打楽器の仁、篠笛の翠、津
軽三味線の雅勝、ヴァイオリンの竜
馬の4人からなる古くて新しいバ
ンド。2020TOKYOに和の真価を
問う、竜馬四重奏結成11年目のこ
こがキックオフ。
　時代が呼ぶ新感覚なステージを
お楽しみください。
テレビ朝日系「スーパー Jチャンネ
ル」テーマ曲
♪「Sekai-Japan」好評オンエア中

　2017年「街路樹」、2018
年「ステップ・バイ・ステッ
プ」と、精力的な新作アルバ
ムのリリースを重ね、前へと
進み続ける馬場俊英が、今
歌いたい20曲をデビュー
以来のオールタイムから選
んだ、ベストセレクション・
ツアー。

全席自由 友の会・一般／ 500円

7
2
火

12:00開演　ティアラこうとう　大ホール

ティアラ ワンコイン・コンサート2019
東京シティ・フィルPresents
金管五重奏コンサート

　江東区芸術提携団体である東京シティ・フィルの金管五重
奏が、ワンコイン・コンサートに初登場。オーケストラのアレン
ジ作品や、金管五重奏オリジナル作品を始め、それぞれの楽器
が活躍する作品も演奏いたします。

8
16
金

出演：小林祐治（ホルン）、松木亜希（トランペット）、平木仁（トラ
ンペット）、佐藤洋樹（トロンボーン）、横田和宏（チューバ）
曲目（予定）：ロッシーニ／ウィリアム・テル序曲、アンダーソン／ト
ランペット吹きの休日、ファーナビー／空想・おもちゃ・夢　ほか

44
歳以上対象

　ハラハラ・ドキドキがいっぱい！こども心もおとな心もくすぐるハラ
ショーエンターテイメント！きらびやかな衣装に身を包んだ、サーカス
おなじみのキャラクターが勢ぞろい。鍛え抜かれたアクロバットボーイ
ズに、わっと驚く軟体美女。ひょうきんなジャグラーとどこかシュールな
クラウン。夏休みのお出かけイベントの決定版が江東区に登場です。

12：30、15：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／2,500円　一般／2,800円　※2歳以下ひざ上無料

サンクトペテルブルグ
国立舞台サーカス

東京ブラスソサエティ　
第43回定期演奏会
FANTASY FOR BRASS BAND

Ⓒ鹿摩隆司

馬場俊英 LIVE TOUR 2019
～落書きとマスターピース

DRUM TAO
馬場俊英

笠原章

川久保博史 土師雅人

中島寿美枝 正岡美津子こだま愛 一谷伸江

小林祐治 松木亜希 平木仁 佐藤洋樹 横田和宏

6
28
金

18：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,000円　一般／4,500円

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～

66
歳以上対象

　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。

出演：春風亭小朝、大谷康子（ヴァイオリン）、村治佳織(ギター )

春風亭小朝Ⓒ松本徳彦 大谷康子Ⓒ尾形正茂 村治佳織ⒸAyako Yamamoto
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料金：全席指定　友の会／ 3,240円　一般／ 3,600円
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。　出演：柳家さん喬、三遊亭白鳥、桃月庵白酒

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。

5
月

6
月

7
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。※全席椅子席
出演：三遊亭ふう丈、港家小ゆき（曲師：佐藤貴美江）

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

7/20（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
第6回は、柳亭市弥と入船亭小辰による
二人会！趣のある和室で、実力派の落語を
お楽しみください。※全席椅子席
出演：柳亭市弥、入船亭小辰

第6回東大島亭　
柳亭市弥・入船亭小辰二人会

66
歳以上対象

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東北弁落語をお楽しみください。
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

5/23（木） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

6/13（木） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室
料金：全席自由　友の会／ 2,200円　
一般／ 2,500円　※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…。
出演：桂九雀　
ゲスト：桂九ノ一（5/23（木））、

　三遊亭ふう丈（6/13（木））

上方落語　九雀亭

6/2（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室
料金：全席自由　友の会・一般／ 1,800円　※当日各200円増
真打4人組による落語寄席。素敵なプレゼントがあたるかも！？抽選会あり。
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

RAKUGOもんすたぁず

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 4,000円／一般 4,500円　※当日一律5,000円
『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。」』　
出演：石田新太郎とシティライツ、石田美也　ゲスト：森下昇

カントリー＆ウエスタン I SAW THE LIGHT Vol.47

森下文化センター　多目的ホール　当日指定　友の会・一般 3,500円／中学生以下 2,000円　※1ドリンク付き
結成11年目を迎えたオブサンズ・ジャズ・オーケストラ。「魅惑と疑惑の下町の娯楽バンド」をコンセプトにユニークなラ
イブを展開中。※座席は公演当日主催者が割り振ります。舞台向かって左側のエリアを予定しています。　出演：オブサ
ンズ・ジャズ・オーケストラ　司会：ボナ植木（ナポレオンズ）　ゲスト：おぼん（トロンボーン）、吉澤紀子（ボーカル）

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ定期演奏会 10周年記念！感謝ライブ

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 6,300円／一般 7,000円
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。　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

純烈コンサート2019～AYUMI～

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）
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　【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

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」

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
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。　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

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～

66
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　全席指定　友の会 4,500円／一般 5,000円／学生 2,500円
曲目（予定）：ショパン＝ゴドフスキー／ショパンの練習曲より作品10-1・2・3・4・8・12、作品25-9・11、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

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

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 7,200円／一般 8,000円
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。
曲目（予定）：高校三年生、学園広場、銭形平次、修学旅行、絶唱　ほか

舟木一夫コンサート2019

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席5,400円、A席4,500円、B席3,600円／一般 S席6,000円、A席
5,000円、B席4,000円　※主催者：花岡詠二03-3648-1237のみ取扱い　大学生 2,000円／高校生以下 1,000円
今回で33年目を迎えるスイングの王様ベニー･グッドマンのメモリアル･コンサート。　出演：第1部／花岡詠二 スヰング・オールスターズ（各種
コンボ）、第2部／花岡詠二 スヰング・オーケストラ（ビッグバンド）　曲目（予定）：Sing,Sing,Sing、レッツ･ダンス、メモリーズ・オブ・ユー　ほか

Memories of Benny Goodman 第33回花岡詠二プレゼンツ,スヰング・タイム

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 SS席6,300円、S席5,400円／一般 SS席7,000円、S席6,000円
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。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

石川さゆりコンサート2019

66
歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 2,200円／一般 2,500円　※当日各500円増
江東区出身・在住の桃之助が、師匠桃太郎と弟弟子をゲストに真打昇進披露公演でも好評の昔昔亭一門大集
合にて再び爆笑を誘います。どうぞお見逃しなく！
出演：昔昔亭桃之助、昔昔亭桃太郎、昔昔亭A太郎、昔昔亭喜太郎、昔昔亭全太郎

伝統芸能公開「落語」特別版 生まれも育ちも、江東区。昔昔亭桃之助乃会

66
歳以上対象

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 2,700円／一般 3,000円　※当日各500円増
なぎら健壱がゲストと共にフォークソングを唄い・語る、森下文化センター恒例の人気トーク＆ライブ公演です。
今年のゲストは「六文銭」メンバー・四角佳子が初登場。　
出演：なぎら健壱、松本典明（ギター）　ゲスト：四角佳子、高木大輔（ギター）

第19回 帰ってきた なぎら健壱のフォーク夜話 トーク＆ライブ

66
歳以上対象

古石場文化センター　大研修室　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
上映作品「砂絵呪縛」は、朝日新聞で連載された人気大衆小説を映画化した長編時代劇。前・中・完結編を、弁士
による掛け合い説明で一挙上映！　出演弁士：澤登翠、片岡一郎、山城秀之、山内菜々子

無声映画鑑賞会 澤登翠一門会2019

66
歳以上対象

44
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
「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！
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

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～

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
“イケメンピアニスト”フランツ・リストとその人生に深く関わった２人の“魅惑の女性”との
波乱に富んだ恋愛物語を朗読とピアノ演奏でたどっていきます。 ピアノ演奏：榊原紀保子
朗読：風祭ゆき、宮内良、天木妙子　演奏曲：ラ・カンパネラ、愛の夢第3番　ほか

ドラマティック朗読コンサートⅢ リストとマリーとカロリーヌ ～美しきピアニストの恋愛事情～

66
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。
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

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

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
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

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

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
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。　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

劇団青年座 横濱短篇ホテル

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～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
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。　出演：キッチン・ワルツ（保田真奈、冨永紘加）

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」

66
歳以上対象

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 1,300円／一般 1,500円／小学生 500円
民話や名作の朗読と、親子でも楽しめる寸劇、一度に二つが楽しめる公演です。どうぞご覧ください。
出演：NPO法人朗読の会「話輪和」、劇団かっぱ倶楽部

朗読to演劇のひととき

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

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／こども（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。
赤ちゃんから大人まで全ての世代に贈ります。ジャズの生演奏で癒しのひとときを。　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才からのジャズコンサート ～Kuni Mikami from New York～

66
歳以上対象

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 2,250円／一般 2,500円
イタリアで研鑽を積んだソプラノ山口和江の初リサイタル。ヨハンシュトラウスの《春の声》を始めとして歌曲か
らオペラアリアまで、ソプラノ・レッジェーロの軽やかな歌声でお届けいたします。　出演：山口和江(声楽）、中
優子（ピアノ）　曲目：春の声、オペラ「ドン・パスクワーレ」よりあの眼に騎士は、限りなく優雅な絵姿　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.210 「山口和江ソプラノリサイタル春の声Ｆｒühlingsstimmen」 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

6/9（日） 14:00開演 会場　江東区文化センター　ホール
特撰落語名人会　柳家さん喬・三遊亭白鳥・桃月庵白酒

桂九雀 三遊亭ふう丈 柳亭市弥 入船亭小辰

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
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

江東区文化センター　ホール　全席自由　友の会・一般 500円
マンドリンの心安らぐ、すてきな音色をお楽しみください。
曲目：序曲「天国と地獄」 地獄のオルフェ、コンドルは飛んで行く、スペイン狂詩曲　ほか

江東マンドリンクラブ第26回定期演奏会

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
懐しい記憶が蘇ったり、ワクワク楽しくなったり、癒されたり、色々な気持ちになれるのが音楽だと思います。スマイルいっぱいで、Happy
な演奏をしますので、是非、聴きにいらしてください。　出演：FUMIKA（ヴォーカル）、佐久間和（ギター）、山本琢（ピアノ）、小林真人（ベ
ース）、薗田勉慶（トロンボーン）　曲目(予定)：And I Love You So、Unforgetable、When I Fall in Love、スマイルは合言葉　ほか

ティアラ JAZZ LIVE 2019 FUMIKAスマイルコンサートPart.12 ～笑顔と幸せがやってくる～

はなのあにつぼみのやつふさ たきだのしろ

8日完売



66
歳以上対象

66
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

先行
5/9 木

パンフルート櫻岡史子

角田鋼亮ⓒ大杉隼平 辻彩奈ⓒWarner Classics

〒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5月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号6月号は5月30日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計6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〉5/31（金）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オブサンズ・ジャズ・オーケストラ
定期演奏会
～ジャズ meets 演芸～
(10/28　森下文化センター　多目的ホール）
ＣＤ／3枚

②八代亜紀・香西かおり
スペシャルコンサート
（10/2　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙／3枚

古石場文化センター　大研修室会場

Ⓒ日活

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

10/18（金）
第328回

19:00開演

11/9（土）
第329回

14:00開演

9/7（土）
第327回

14:00開演

バッハ（レーガー編曲）：「おお人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 二長調 作品77
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」
指揮：下野竜也　ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル

プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 作品26
伊福部昭：舞踊曲「サロメ」　他
指揮：藤岡幸夫　ピアノ：松田華音

バッハ（野平一郎編曲）：「フーガの技法」より
シェーンベルク：管弦楽のための変奏曲　作品31
マーラー：交響曲第1番 二長調「巨人」
指揮：高関健

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　

5/25
（土）

監督：市川崑　
出演：三國連太郎、安井昌二

江東シネマプラザ5月（1956年／日活／116分／モノクロ）
「ビルマの竪琴」

午後の部 15：00午前の部 11：00

太平洋戦争末期のビルマが舞台。ビルマ
戦線で投降した日本軍の水島上等兵は、
戦争で命を落とした仲間の霊を慰める為
に僧侶となり、現地に残る決意をする。合
唱“埴生の宿”、“仰げば尊し”の曲が心に
残る。後に市川監督がカラーでリメイクし
たほどの力作。 

新発売
金5/10

全席自由　友の会 3,500円　一般 3,700円（全10回分）
江東シネマプラザ

5/25（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

5/25㈯
6/22㈯

7/27㈯
8/24㈯
9/28㈯

10/26 ㈯
11/23 ㈯
1/25 ㈯
2/22 ㈯
3/28 ㈯

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

　会員になると、全10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。

66
歳以上対象

日時

対象

料金
会場

申込

ディナガ・ダンスカンパニー公演 

全席自由　入場無料　どなたでも先着100名

全席自由　入場無料　どなたでも　当日直接会場へ

6/7 金 土 19：00開演　豊洲シビックセンターギャラリー

サンフランシスコでDance for PD ®(パーキ
ンソン病患者のために開発されたダンス)の活動
をしているダンスカンパニー、dNagaダンスカン
パニーが来日。パーキンソン病のダンサーと若い
ダンサー、総勢10名がライブ演奏と共にダンスパ
フォーマンスをいたします。
構成・演出：クロディン・ナガヌマ
申込み：豊洲文化センター
電話03-3536-5061

定員25名

ダンス・フォー・PDⓇ体験講座
6/8 土 15：00開演　豊洲シビックセンターギャラリー

　パーキンソン病の方はもちろん、中学生以上のかたならどなたでも参加で
きます。お互いに交流しながら、体験する講座です。ダンスの経験のない方も
参加できます。
参加費：500円　申込み：豊洲文化センター　電話03-3536-5061

第10回シビックギャラリーステージ
「トランシルヴァニアの風　パンフルート＆ピアノコンサート」
6/23 日 14：00開演　豊洲シビックセンターギャラリー

　第10回シビックギャラリーステージ。パンフ
ルートは、ルーマニアが発祥の地。ルーマニア・
トランシルヴァニアの自然と音楽を、国際音楽
コンクール受賞経験者・櫻岡史子氏がピアノと
共にお届けします。
出演：櫻岡史子（パンフルート）、
　　　佃恵井子（ピアノ）
問合せ：豊洲文化センター　
電話03-3536-5061

66
歳以上対象

66
歳以上対象

「避難訓練コンサート」に
ティアラこうとう 出演：東京消防庁音楽隊＆カラーガーズ隊6/25（火）

開催！ 
コンサート開催中に地震や火災が発生したら皆さんはどうしま
すか？いざという時のために避難訓練を実施します。防災意識の高
まる中、絶好の機会をどうぞお見逃しなく！

6月25日（火）14:00
ティアラこうとう大ホール
入場無料　※要事前申込、当日 座席指定券
を入口で配布します。
どなたでも
財団各施設より申込可
友の会会員は5月9日（木）より先行受付。一般は5月10
日（金）より受付開始

　江東区芸術提携団体である東京シティ・フィルハーモニック管弦楽
団の楽団員が楽器の演奏方法をお教えします。ふだん練習していて
自信のないところ、プロの練習方法などを気軽に質問することので
きる絶好のチャンス！レッスンの見学もできますのであわせてご参加
ください。

　気鋭のマエストロ・角田鋼亮が東京シティ・フィル定期に初
登場！華々しい活躍を見せる若手実力派ヴァイオリニスト辻
彩奈とともに贈るオール・ロシア・プログラム。
指揮：角田鋼亮　ヴァイオリン：辻彩奈
曲目：マスネ／組曲第4番「絵のような風景」、

プロコフィエフ／ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調、
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）／組曲「展覧会の絵」

ラテン・キューバ音楽の演奏とダン
スのライブ。こどもからお年寄りまで楽
しめるリズム中心の音楽とダンスで、
キューバ文化の魅力を味わいましょう！
曲目：コーヒールンバ、ラ・バンバ、ハ
ナミズキなど
料金：全席自由、友の会450円、
　　　一般500円、高校生まで無料

7/7㈰ 10:00～18:00

第23回 東京シティ・フィルによる
楽器の公開レッスン
第23回 東京シティ・フィルによる
楽器の公開レッスン

プロの演奏家に楽器演奏を習ってみませんか？

対象：小学生以上の初心者から上級者まで。楽器をご持参できる方。
料金：大人 3,500 円、小・中学生 2,500 円

対象：アマチュアオーケストラ・クラブ活動などで活躍中の方など。
　　　4名までの団体（同じ楽器・曲目に限ります）。
料金：1組につき大人 6,000 円、小・中学生 4,000 円

対象楽器： ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、
オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、
トロンボーン、テューバ

会　場：ティアラこうとう音楽練習室　ほか
講　師：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団員
申込み：区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとうにある申込

用紙 (ティアラこうとうＨＰからも入手可 )に記入し、ティアラこうとう
窓口に提出 (FAX・郵送も可）
〒135-0002　住吉 2-28-36　ティアラこうとう　楽器の公開レッスン係
https://www.kcf.or.jp/tiara/
電話：03-3635-5500　FAX：03-3635-5547

しめきり：6/5（水）21:00（必着）

※応募者多数の場合は抽選となります。
※レッスン見学の申込は、お電話またはFAX（郵便番号、住所、見学者氏名、電
話番号をご記入の上、「楽器の公開レッスン見学申込み係」まで）

個人レッスン（45分）

パートレッスン（60分）

【受講生募集】

　7/13（土）・14（日）東京シティ・バレエ団『ロミオとジュリエット』の
練習の一部を公開いたします。通常の公演とは違い、衣裳・メイクはし
ていません。また途中で振付家の指導が入ることがあります。練習終了
後には東京シティ・バレエ団団員への質問コーナーも予定しております。
※開始後は入場をお断りする場合があります。

『ロミオとジュリエット』
練習見学会

東京シティ・バレエ団

全席自由　入場無料

ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333
※5/10（金） 10:00～申込開始

申 込 み

7/3 水 17：30開演　ティアラこうとう　大ホール

11/30 土 15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

10：30開演 東大島文化センター　第6研修室

８００名様ご招待

・8

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第59回ティアラこうとう定期演奏会
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第59回ティアラこうとう定期演奏会

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

ラテン・キューバ音楽の
ファミリーライブとダンス
ラテン・キューバ音楽の
ファミリーライブとダンス

7/15
（月・祝）

ミミヨリ情報

ラテンダンス音楽の楽しさを家族で
伝えています。みんなで踊りましょう！




