
●年末年始は、12/29（月）～1/3（土）まで休館となります。

▼1/9　先行
今月の先行予約公演

会員のための公演情報紙
ティアラペーパー

4/16 木 舟木一夫コンサート2015

NEW

03-5624-3333ティアラこうとう
チケットサービス ☎

先行
金1/9
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3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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午前の部11:00、午後の部14:00開演　総合区民センター　レクホール
友の会／900円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）／500円
※0歳～2歳までで座席をとらない膝の上の場合は無料。

友の会／2,500円　一般／2,800円（当日各200円増）　※1ドリンク付　※第2部は入場無料です。当日会場にお越しください。全席自由

金

～0歳からシニアまで楽しめる～ 
Trio Veil　ファミリーコンサート

新発売
土1/10

03-3644-8111 03-5626-2121☎ ☎
亀戸文化センター江東区文化センター

先行
金1/9

　第五回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞し、ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場以降連続９回出場。
昭和世代で青春を捧げた曲第1位に「高校三年生」が選ばれました。誰にでもあった青春の１ペー
ジ。思い出に残る青春のひとときを歌い上げます。
　今尚、益々と魅力に磨きがかかり、劇場公演・コンサート・お客様総立ちのスタンディングパフ
ォーマンス！今年も熱いナイス・ミドル！

曲目（予定）：高校三年生、学園広場、銭形平次、修学旅行、絶唱、眠らない青春（新曲）　ほか

演出／菅原道則
出演／オーディション合格者8名：石田暁子、五藤卓哉、しゅう、鈴木ミチ子、都築しんこ、服部和子、
原則子、米倉美智子（50音順）
第一部「鰹千両」（『初ものがたり』（新潮社刊）所収）宮部みゆき作
第二部「漆喰くい」（『きずな―時代小説親子情話』（角川春樹事務所刊）収録）高田郁作

土
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14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／3,600円　一般／4,000円全席自由

第27回江東オペラ
歌劇「カルメン」

25

日
26 　ジプシーのカルメンに翻弄され破滅していく衛

兵ホセとの悲劇。誰でも楽しめる耳馴染みの名曲
が満載の不朽の名作です。

　さまざまな形に彩られた庭に、リズムとテンポをともなったメロディ
が風に運ばれてきます。音楽の庭を夢想して・・・・

19:00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

Viva la Musica 2015
神谷満実子Spring Concert Part.8
音楽の庭

出演：神谷満実子（Soprano）、林正樹（Piano）、関一郎（Shakuhachi）、
クリストファー・ハーディ（Percussion）、白石幸司（Clarinet & Sax）
曲目：Laudate  Dominum（グレゴリオ聖歌）、心月（尺八本曲）、平戸節（長崎
民謡）、聖母の御子（カタロニア民謡）、Sometims I feel like a Motherless 
child（ゴスペル）、スイングしなけりゃ意味はない（デューク・エリントン 作曲）、
明日ハ晴レカナ曇リカナ、○と△の歌、MI YO TA（武満徹 作曲）　ほか

出演：カルメン／杣友恵子・新宮由理、ホセ／大野
光彦・土師雅人、ミカエラ／沖山周子・菅原千恵、
エスカミーリオ／砂田直規・山口邦明　ほか
指揮：樋本栄一　演出：馬場紀雄
演奏：江東オペラ合唱団・管弦楽団
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新発売
土1/10

新発売
土1/10

新発売
土1/10

66
歳以上対象

新発売
土1/10
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新発売
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66
歳以上対象

新発売
土1/10

日本音楽家ユニオン ミュージックの日 特別企画
スペシャル・ジャズコンサートin森下＆交流コンサート日

3
15

【第１部】15:00、【第2部】18:30開演　森下文化センター　多目的ホール

　クラシックの名曲やポピュラーソングを0歳児からシニア世代
まで楽しめるプログラムです。Trio Veilが、純粋な心で奏でるヴ
ァイオリンとピアノの音色をぜひご家族でお聴きください。

金

3
27

土
28

日
29

3/27（金）19:00、28（土）14:00・19:00、29（日）14:00開演　深川江戸資料館　小劇場

深川とっくり座公演３９回目
春の大とっくり祭り
愛と命とそして金？
何が出るやら大とっくり！
何ともばかばかしい珠玉の三本立て！！
　演目は「持参金」「身代わり坐禅」「粗忽長屋」をとっくり座
の味付けでお届けします。
　笑いと涙、そして人情たっぷりの江戸情緒あふれる舞台
を、どうぞお楽しみください。

友の会／2,250円　一般／2,500円　中高生／1,500円　小学生以下／1,000円
（友の会・一般のみ当日500円増）※公演期間中、チケット提示で常設展示室を団体料金にて見学できます。

全席自由

全席自由

16
木

14：30、18：30開演　ティアラこうとう　大ホール

4

全席指定

舟木一夫コンサート2015

15:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会・一般／500円全席指定

区民参加型舞台公演　かめいどらぼ2015
朗読劇「鰹千両」宮部みゆき作、「漆喰くい」高田郁作
　亀戸文化センターが開館当初から毎年企画・制作している参加型の舞台創作事業「かめいどらぼ」。今
年は朗読劇に挑戦します。演じるのはオーディションに合格した8名。演出家・菅原道則氏の指導の下、さ
まざまな世代の出演者が交流し、協力しながら一つの舞台を作ってきました。熱い舞台を堪能ください！

66
歳以上対象

友の会／S席6,300円、Ａ席5,400円　一般／S席7,000円、Ａ席6,000円

第26回江東オペラ「蝶々夫人」公演（江東区文化センター）より 

身代わり坐禅　2010年公演より

15
日

2

　わかりやすい解説付きでバレエの名場面を鑑賞し、こどもと一緒に
簡単エクササイズでリフレッシュしましょう。「バレエはちょっと敷居が
高い気がして…」というバレエ初心者・初体験のパパ＆ママ大歓迎！あ
っと驚く近さで観るダンサーの踊りは迫力満点。素敵なバレエの魅力
をご家族でお楽しみください。

11:00開演　ティアラこうとう　大会議室
友の会／800円　一般／1,000円　こども（3歳以上）／500円
※未就学児対象ですが、小学生の家族の参加も可能です。

全席自由

東京シティ・バレエ団Presents
親子で楽しむバレエ＆バレエ・エクササイズ

出演（予定）：Trio Veil ／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）：オペラ「フィガロの結婚」より序曲、愛の挨拶
ディズニー音楽　ほか

【第１部】スペシャル・ジャズコンサートin森下
出演：五十嵐明要（アルトサックス）、原田忠幸（バリト
ンサックス）、西山健治（トロンボーン）、原田イサム（ド
ラム）、稲葉国光（ベース）、金山正浩（ピアノ）、キャロル
山崎（ボーカル）、駒野逸美（トロンボーン）グループ　
曲目：Ａ列車で行こう、ほか
【第２部】交流コンサート
出演：音楽への情熱を持つ若き音楽家が多数出演
詳細情報はweb（http://www.mujkanto.net/）で
ご確認ください。

土
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ⒸYoshinobu FukayaⒸYoshinobu Fukaya

五十嵐明要五十嵐明要

稲葉国光稲葉国光 金山正浩金山正浩 キャロル山崎キャロル山崎 駒野逸美駒野逸美

原田イサム原田イサム 西山健治西山健治 原田忠幸原田忠幸

＝Trio Veil プロフィール＝
　東京音楽大学卒、ポーランド国立カトヴィツェ
音楽アカデミー修士課程修了。2010年結成。
2013年ポーランドで海外デビュー。Trio Veil
とは、白く可憐で、3枚の花びらからなる“ブラ
イダルベール”から名付ける。

　東京シティ・バレエ団が舞うクラシックバレエの名作とともにオペラ歌手宮本益光さんのナビ
ゲートでお届けする、ご家族でお楽しみいただけるバレエコンサートです。チャイコフスキー三
大バレエのひとつ「白鳥の湖」や「ドン・キホーテ」などの名作をわかりやすい解説とともに、ストー
リー仕立てで楽しくご案内します。0歳から入場ＯＫ！バレエビギナーズの方のご来場もお待ちし
ています。
バレエ：東京シティ・バレエ団　ナビゲーター：宮本益光（オペラ歌手）　
バレエ解説：安達悦子（東京シティ・バレエ団　芸術監督）

15
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

3

全席指定

０歳から入場できる
東京シティ・バレエ団のバレエコンサート　

友の会／2,000円　一般／2,500円　こども（3歳～小学生）／1,000円
親子ペア（一般1枚+こども1枚）／3,000円　江東区民／2,300円

マル 三角

解説：安達悦子　
出演：東京シティ・バレエ団

前回の公演より前回の公演より



新発売
土1/10

新発売
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EVENT CALENDER

　前半にティアラこうとうジュニアオーケストラの演奏をお楽
しみください。後半は、シティ・フィル、ジュニアオケ合同の演奏
です。指揮は、宮本文昭・海老原光・平川範幸の３名。滅多に聴く
ことのできない、豪華な３名の指揮者による演奏会です。

　「富山に伝わる民話と民謡」シリーズ第
三弾。一部は五箇の語り、二部は岩河三
郎氏作詞・作曲｢富山に伝わる三つの民
謡｣と久石譲氏作曲「ふるさとの空」を女
性三重唱で、三部はおはやし言葉で踊り
の型が違っていく地方と踊りをお楽しみ
ください。

13：00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2015　
スペシャルコンサート

3
8

出演：五箇恵美子(語り)、林晶子(ソプラノ)、丸山和子(メゾソプ
ラノ)、古市尚子(アルト）、本村佳子(ピアノ)、越中おわら節同好会
高尾会
演目：一部／七本杉の天狗、ウグイス姫、二部／富山に伝わる三
つの民謡、ふるさとの空、三部／おわら節

66
歳以上対象

44
歳以上対象

粋でイナセないいバンド！
第8回江東バンドFESTIVAL

日

指揮＆トーク：大沢可直
曲目：アルフレッド・ハ
ウゼ楽団スタイルで哀愁
の𠮷田メロディーと定番
のタンゴをたっぷりとお
聴かせします／「有楽町で逢いましょう」、「碧空」、「誰よりも君を
愛す」、「夜霧の第二国道」、「ラ・クンパルシータ」　ほか
世界のムード音楽から／「夏の日の恋」、「ある愛の詩」、「シェルブ
ールの雨傘」、「ヴォラーレ」　ほかクラシックも含み多数

プログラム：【前半】ヴィヴァルディ／四季（指揮：海老原光）　
【後半】メンデルスゾーン／吹奏楽のための序曲（指揮：海老原光）、
シベリウス／フィンランディア（指揮：平川範幸）、ベートーヴェン
／交響曲第５番「運命」第４楽章（指揮：宮本文昭）

出演：志賀育恵、中森理恵、佐々晴香、黄凱、チョ・ミンヨン、
キム・セジョン、玉浦誠　ほか東京シティ・バレエ団
演目：「ボレロ」(振付：石井清子)、「Without Words」（振付：小林洋壱）、
「鏡の中で」(振付：中島伸欣)、「死と乙女」（振付：レオ・ムジック）

　都内ではティアラこう
とう限定の公演です。

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

いつでも元気が出るコンサート
𠮷田正記念オーケストラ

3
28
土

2
15
日

18:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円 全席指定 友の会／3,150円　一般／3,500円

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

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円　

小学生以下／500円（3歳以上要チケット）

3
6

金

富山に伝わる民話と民謡Ⅲ
ティアラマンスリーコンサートVol.175

　デビューから5年を迎え、
今年6月にはロンドンで録音
した「アビイ・ロード・ソナタ」
を発売。CM出演などで人気
急上昇中の女性カルテット。
彼女達にしか表現できないク
ラシックとビートルズの融合
をぜひご堪能ください！

曲目：ビートルズ／ Help!、ノルウェーの森、抱きしめたい、イエスタ
デイ、ヘイ・ジュード、レット・イット・ビー、アビイ・ロード・ソナタ
クイーン／ウィ・ウィル・ロック・ユー
マイケル・ジャクソン／スリラー、ウィ・アー・ザ・ワールド　ほか

66
歳以上対象

15:00開演　ティアラこうとう　小ホール

2
21
土

ティアラ・クラシックス2015　
1966カルテット　
ザ・ビートルズ・クラシックス

ファンタジーコンサート
人形劇団プーク「ピンクのドラゴン」

2
22
日

14：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／2,200円　一般／2,500円　こども（3歳～中学生）／

1,000円　親子ペア／3,000円（3歳以上要チケット）
※客席前方は桟敷席です。イス席は中央より後方になります。

　ハッチとピンクのドラゴン、そしてパパドラゴンがおりなすワ
クワク楽しくて、 ちょっぴり切ない物語です。 

原作：ルーメン・ニコロフ　訳：中井郁　潤色：安尾芳明　
演出：野田史図希　美術：坂上浩士　音楽：富貴晴美　
照明：根橋生江　音響効果：吉川安志 

芸術監督：花柳翫一、横井茂
出演（予定）：花柳寿南海、藤蔭里燕、五條詠佳、杉原ともじ、中武
由香里、中山由梨、ダンスユニットR'aiy　ほか

18:30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

舞踊作家協会第179回
桃の夜会　
～曲水の宴によるコラボレーション～

66
歳以上対象

3
3

火

2014年度のテーマ：交流・コラボレーション
 庭園の鑓水（やりみず）に盃を浮
かべ、流れに合わせて和歌を詠む、
平安時代の優雅な歌遊びを思わせ
るような作品を列ねます。

15:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／3,400円　一般／3,800円　こども（小学生以下）／2,000円

3
7
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人情喜劇　
亀戸駅裏旅館繁盛記2015

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　

　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）の特別書き下ろしの第４弾。亀戸のまちを舞台
にした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。

　東京シティ・バレエ団のダンサーと日本・ヨーロッパで活躍す
る旬の振付家たちが紡ぎだ
すコンテンポラリーダンスの
「いま」をお楽しみください。

2/14（土）17:00、15（日）14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／S席4,500円、A席3,600円　一般／S席5,000円、A席4,000円

学生（高校生以上）／1,500円（学生券はティアラこうとうのみで受付）

東京シティ・バレエ団　
「TOKYO CITY BALLET LIVE 2015」

2
14

66
歳以上対象

66
歳以上対象

土

15
日

出演グループ：Eternal Light、GEARD、クロスロードのZAKKI'S、
河野洋子、THE 親父☆魂、庄ちゃんバンド、T&M、テトラクト、てんし
バ ンド、ノボリッコ。、Vital Signs、Back Packer、PHANTOM 
NUTS、Maypipas、六弦 feat.“ワインのばか”（50音順）
ゲスト審査員：庄野真代（歌手）
審査員：江東アマチュアバンド活
動推進委員会、石井里佳（シンガー
ソングライター）、Harry（ドラム・
パーカッションプレイヤー）　ほか
司会：半田あい（フリーアナウン
サー）、柳亭左龍（落語家）
ゲスト演奏：鎌田尚輝（第7回グラ
ンプリ受賞）

「ボレロ」（2013年）「ボレロ」（2013年）

「crash the lily」（2013年）「crash the lily」（2013年）「Without Words」（2009年）「Without Words」（2009年）
海老原光海老原光 宮本文昭宮本文昭 平川範幸平川範幸

昨年のグランプリ・鎌田尚輝昨年のグランプリ・鎌田尚輝
コント山口君と竹田君コント山口君と竹田君 テツａｎｄトモテツａｎｄトモ カンカラカンカラ

11:30、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3,600円　一般／S席6,500円、A席4,000円

2
7
土

島津亜矢　コンサート2015　
矜持～自信・誇りを持って～
　抜群の歌唱力とサー
ビス精神で「本格えん
歌ファン」に愛されてい
る“えん歌の申し子”。
100本を超えるグラン
プリを持つ大器が満開！ 

 政治、社会、芸能
…最新ニュースを
ズバリ斬る！
　安倍日本丸はど
こへ行く！笑いの中
に真実を見る！

14:00、18:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,300円　一般／4,800円

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーLIVE2015

3
7

66
歳以上対象

66
歳以上対象

土

ザ・ニュースペーパー

　異色の楽器の組み合わせで、
クラシック、ジャズ、教会音楽、映
画音楽など、ジャンルを超えた
名曲の数々をお楽しみいただき
ます。リラックスしつつも、明日
へのエネルギーをさし上げられ
るような演奏をお届けします。
出演：後藤千香（ピアノ）、斎
藤チホ（ヴァイオリン）、後藤雅
広（クラリネット）、青木研（バ
ンジョー）、小林真人（ベース）
曲目（予定）：春の歌、アメー
ジング・グレース　ほか

66
歳以上対象

Delta4Delta4

後藤千香後藤千香 斎藤チホ斎藤チホ

19:00開演　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

2
25
水

Viva la Musica 2015　
Delta4 with muses again

出演：松本蘭（ヴァイオリン）、
村松亜紀（ピアノ） 
曲目：エルガー／愛の挨拶、サラサ
ーテ／ツィゴイネルワイゼン　ほか 

11:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般／500円

ティアラ ワンコイン・コンサート2015
松本蘭ヴァイオリンコンサート

44
歳以上対象

3
23
月

　様々な分野で幅広く活躍中のヴ
ァイオリニスト松本蘭とピアニスト
村松亜紀によるクラシックコンサ
ート。 情熱的なヴァイオリンと優し
いピアノで奏でる名曲の数々をお
楽しみください。

出演：立石一海トリオ〈立石一海(ピアノ)、佐藤忍(ベース)、鈴木
麻緒(ドラム)〉
曲目(予定)：さんぽ、君をのせて、アンパンマンのマーチ、アメフリ、
どんぐりころころ、茶摘　ほか

 「赤ちゃんとの暮らし研究会」が
贈る毎年恒例、0歳からのコンサ
ート。赤ちゃんから大人まで安心
して楽しめるフルフラット・フロ
アでの生演奏です。 
 みんなが大好きなスタジオジブリ作品から童謡・唱歌までを
ジャズピアノアレンジでお届けします。週末のひとときを、ご家
族おそろいでお楽しみください。

12：00開演　豊洲文化センター　レクホール

立石一海トリオ(JAZZピアノトリオ)
0歳からのコンサート
親子でジャズ！！ジブリから童謡まで！！

3
7

土

全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円　こども（0歳～小学生）／1,000円

立石一海トリオ立石一海トリオ

66
歳以上対象

江東フォークフェスティバル2015
～フォーク黎明期1969→2015へのメッセージⅣ～

1
31
土

16:00開演　ティアラこうとう　大ホール　
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円　ペア割／9,000円

監修：田川律
出演：小室等、なぎら健壱、遠藤賢司、加川良、友川カズキ、大塚まさじ、
山崎ハコ、高田漣、小野一穂、わいわい合唱団w/田川律+竹田裕美子

■大会議室　フォーク展・オープンマイクライブ(11:00開演）　 
■小ホール　ロビーライブスペシャル（13:00開演） 

＝当日はティアラこうとうフォークイベント開催＝

小室等小室等 なぎら健壱なぎら健壱 遠藤賢司遠藤賢司 加川良加川良

友川カズキ友川カズキ 大塚まさじ大塚まさじ 山崎ハコ山崎ハコ 田川律田川律

残席わずか



毒蝮三太夫
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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

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

月

第
1・3
　  

休
館

月

第
2・4
　  

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。

全席自由　臨時会員券　
友の会・一般　500円

1/24
（土）

監督：伊丹万作　
出演：片岡千恵蔵、杉山昌三九、
　　　上山草人

江東シネマプラザ1月
赤西蠣太（昭和11年/85分）

夜の部 18：00昼の部 14：00

66
歳以上対象

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
（PC） http://www.kcf.or.jp/ticket_goannai.html
（携帯） http://www.kcf.or.jp/keitai 

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。
携帯URL

そ
の
他
の
施
設 

公
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
日本語字幕付きで、オペラが初めての方でもわかりやすくご覧いただけます。ぜひお楽しみください。
1月10日（土）：歌劇「ウェルテル」ハイライト・歌劇「ドン・パスクワーレ」ハイライト　
1月11日（日）：歌劇「カピュレッティとモンテッキ」ハイライト・歌劇「ウェルテル」ハイライト

江東オペラハイライトシリーズ vol.15

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 3,150円／一般 3,500円（当日各300円増）
太鼓を叩き民謡を歌う木津茂里を中心に中堅和楽器の巧者が集結。ダイナミックに、新鮮な感性で民謡を披露いたします。　
出演：木津茂里民謡楽団（木津茂里、小泉謙一、山中信人、日高めぐみ） 　
友情出演：江戸小歌（市駒美、市芙美、中村陽子、亀戸笑子） 

新春・邦楽スペシャル「和っしょい」

66
歳以上対象

66
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会 3,000円／一般 3,500円
青春時代の名曲を高らかに歌います。懐かしのフォークソングと楽しいおしゃべりで、あの頃の思い出に浸ってみませんか？　
共演：江東少年少女合唱団　曲名：木綿のハンカチーフ　ほか

杉田二郎＆太田裕美ニューイヤーコンサート

66
歳以上対象

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 1,300円
パティシエ鎧塚俊彦氏が審査するアマチュアの焼き・蒸し菓子のコンテストと、スイーツの講演会をドッキングさせたイベントが初登場。ご来場頂いた方は、
一般公募の1次審査より選出されたレシピの作品を試食し、投票に参加して頂きます。「Toshi Yoroizuka賞」は誰の手に！
コンテスト出場者：Da Cquoies（"Mamans" 住田奈津美ほか）、手クッキー（蔵田智子）、バナナとナッツのキャラメルケーキ（渡辺千草）、ふっくら・ほっこりジンジャーシフ
ォン（"コンビでポン" 大久保雅子ほか）、柚子の香（本郷美智子）、Le parfum d'un potager〈菜園の香り〉（藤田真理子）　※辞退等により変更が生じる場合がございます。

鎧塚俊彦氏講演　クッキング・フェスタ ～アマチュア焼き・蒸し菓子コンテスト＆講演会～

66
歳以上対象

砂町文化センター　3階研修室　全席指定　友の会 3,500円／一般 3,800円／シニア（60歳以上） 3,600円 （当日各200円増）
人気実力ともに当代随一の小三治師匠、その芸はまさに円熟の域にあります。重要無形文化財保持者（人間国宝）である小三治師匠の古典落語の妙味を
お楽しみください。
出演：柳家小三治　ほか

砂町文化亭 柳家小三治一門会

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会・一般 500円
出演：Koto Youth Choir、奥田和（ピアノ）、篠崎智（パーカッション）
指揮：笹子昌美　曲目：女声合唱とピアノのための「赤い鳥小鳥」ー北原白秋童謡詩集ー、アニメソングメドレー、ビートルズメドレー　ほか

Koto Youth Choir 4th Concert

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
スペシャルゲストとしてベトナムの民族楽器、トルン奏者の小栗久美子を迎え、新たなサウンドに挑戦します。
スペシャルゲスト：小栗久美子　
曲目：「iMAя」、「グロテスク、瞑想」、「碧い湖を見つめて」、「赤いサラファン」　ほか

Viva la Musica 2015 Balalai Quartet ～ばららいかるてっと～

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
2014年度のテーマ：交流・コラボレーション
出演・協力・コラボレーション：雑賀淑子、大谷けい子、関淳子、護阿房、萩谷紀衣　ほか　
芸術監督：萩谷京子

舞踊作家協会 第178回 モダンダンス実験室〈時代錯覚〉

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 3,600円／一般 4,000円
演出：橘裕之 
出演：内田雅人（アイゼンシュタイン）、石橋珠美(ロザリンデ）、門倉光太郎（ファルケ）、伊坪淑子(ピアノ)　ほか

オペラティック・コンサート・シリーズ⑤
J.シュトラウス／喜歌劇「こうもり」（日本語上演） ティアラマンスリーコンサートVol.174

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 5,200円／一般 5,800円
５オクターヴの音域を誇るミュージカル界No.1歌姫！ 待望のソロコンサート開催決定！！
曲目(予定）：アンダンテ、愛をとめないで～Always Loving You～、命をあげよう『ミス・サイゴン』、On My Own『レ・ミゼラブル』 　ほか 

新妻聖子 LIVE in ティアラこうとう

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 3,600円／一般 4,000円（当日各500円増）、2日セット券 7,000円
リカルド・モヤーノ　リサイタル（2/13）、デュオ・メリス　ギターリサイタル（2/14）
13日にアルゼンチンより、リカルド・モヤーノ（現在、最も秀逸なギタリスト）を、14日には、フランスよりデュオ・メリス（国際的に圧倒的な評価を受けて
いる）を招きます。

第5回 イーストエンド国際ギターフェスティバル

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 3,420円／一般 3,800円　
※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。
新春恒例、春風亭小朝と林家正蔵の登場です。
今回は更にスペシャルゲストとして医事漫談のケーシー高峰を迎え、大爆笑のステージをお届けいたします。

春風亭小朝・林家正蔵 二人会 スペシャルゲスト ケーシー高峰

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 3,600円／一般 4,000円　
懐かしい日本歌曲＆スイング、nostalgicなひとときを！　
指揮：田代詞生　出演：アンサンブル・ダ・コーエ、花岡詠二スヰング・ショッツ　
曲目（予定）：冬景色、庭の千草、浜千鳥、故郷、ス・ワンダフル、ラデツキー行進曲、美しき青きドナウ、ソナタ（モーツァルト）、ローズ・ルーム　ほか

花岡詠二プレゼンツ 新春 室内楽＆スイングコンサート

1/10（土）～12（月・祝）
古石場文化センター
大研修室会場

　1/11（日）『夢千代日記』上映時には、〝銀幕を知る男〟
毒蝮三太夫が登場。映画上映のほかにも切り絵展や地元
商店街による販売コーナーがあります。お楽しみください。

第8回江東シネマフェスティバル　
全席自由　友の会／一般　
3日間通し券3,000円、1回券500円、
無声映画上映会（1/11「ロイドの人気者」）1,000円
※学生・障がい者1回券 各200円引

66
歳以上対象

66
歳以上対象

●印は弁士、楽団付き上映のため1回券は1,000円
★印は視覚障がい者のためのFM放送による音声ガイド付き上映です。
　貸出ラジオは予約が必要です。

田中絹代、笠智衆、上原謙

大竹しのぶ、豊川悦司、六平直政
栗島すみ子、斎藤達雄、桑野通子
美空ひばり、菅井一郎、津島恵子

ハロルド・ロイド、ジョビナ・ラルストン

吉永小百合、北大路欣也、名取裕子

原節子、笠智衆、東山千栄子

中村鴈治郎、京マチ子、若尾文子

陸軍
【ゲスト：木下組チーフ
      助監督 横堀幸司】
一枚のハガキ★
淑女は何を忘れたか
悲しき口笛
ロイドの人気者●
（弁士：澤登翠）
夢千代日記
【トークショー：
      俳優 毒蝮三太夫】
東京物語
浮草★
【ゲスト：女優 若尾文子】

10:30

14:00
18:00
10:30

13:30

17:00

10:30

14:00

木下惠介

新藤兼人
小津安二郎
家城巳代治

S.テイラー

浦山桐郎

小津安二郎

小津安二郎

1/10
（土）

1/11
（日）

1/12
（月・祝）

上映日開演 監督 出演作品名＆ゲスト

伝えたい、ありのままの昭和。

江東シネマプラザ第34期
「忘れたくない 日本の風景」

全席自由　友の会･一般　1,100円（全3回分）

1/24（土）
2/28（土）
3/28（土）

赤西蠣太
「粘土のお面」より　かあちゃん
新・喜びも悲しみも幾歳月★

伊丹万作
中川信夫
木下惠介

片岡千恵蔵、杉山昌三九、上山草人
伊藤雄之助、望月優子、二木てるみ
加藤剛、大原麗子、植木等

上映日 作品名 監督 出演

夜の部 18：00昼の部 14：00
　昭和の名画を楽しむ「江東シネマプ
ラザ」。江東シネマ倶楽部にご入会いた
だくと1～3月の上映会を予約なしでご
鑑賞いただけます。今期は、前期に引き
つづき日本各地を舞台にした名画を特
集します。

江東シネマ倶楽部

※★音声ガイド付上映会

1/24（土）～3/28（土）

ディーヴァ

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
クラシック音楽に留まらない魅力で人気を集める若手ヴァイオリニスト。今回は日本を代表する音楽家・渡辺俊幸氏が彼女のために編曲したさだまさし
の楽曲を中心に演奏を予定しています。　出演：花井悠希（ヴァイオリン）、林はるか（チェロ）、林そよか（ピアノ）　
曲目：さだまさし／北の国から、精霊流し、秋桜、雨やどり、主人公　モンティ／チャルダーシュ　ほか 

ティアラ ワンコイン・コンサート2015 花井悠希 さだまさし名曲クラシックス

「赤西蠣太」©日活「赤西蠣太」©日活

「新・喜びも悲しみも幾歳月」©1986松竹/東京放送/博報堂「新・喜びも悲しみも幾歳月」©1986松竹/東京放送/博報堂

「陸軍」©1944松竹株式会社「陸軍」©1944松竹株式会社 「夢千代日記」©東映「夢千代日記」©東映

「淑女は何を忘れたか」©1937松竹株式会社「淑女は何を忘れたか」©1937松竹株式会社 「ロイドの人気者」「ロイドの人気者」

会員募集
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落語公演情報

アーティストグッズプレゼント
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。

計7名様
〒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〉1/31（土）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。

江東区豊洲六丁目住
ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線　新豊洲駅交

2015年1月1日発行 ティアラ友の会事務局
〒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

http://www.kcf.or.jp

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

心にうるおい、地域ににぎわい。

①春風亭小朝・春風亭昇太
　（ザ・落語 5/16公演）
　サイン入り色紙／4名
②秋元順子 
　（バースデーコンサート 6/21公演）
　サイン入り色紙／2名
③白石加代子 
　（カメリアホール 6/28公演）
　ポストカード・テレホンカード／1名

応
募
方
法

① ② ③

☆次号2月号は1月27日頃発送予定です。

69 新豊洲駅周辺
　豊洲駅からガスの科学館
「がすてなーに」の方向へ進み
ますと、新豊洲駅（豊洲六丁
目）エリアとなっていきます。
以前は駐車場や空き地が目
立つエリアでしたが、最近で
は大規模な再開発が進んでき
ています。
　バーベキューやキャンプが
できる都市型エディケーショ
ンパーク「WILD MAGIC」、
エンタテインメントを通じ復興
支援活動を行うことを目的と
したイベント会場「豊洲Pit」、
住宅展示場「スマートハウジ
ングまちなみ公園」、音楽と
フットボールによるコミュニ
ケーションの創造をコンセプ
トとし た「MIFA Football 
Park」等々、広々とした土地を
生かした新スポットが続々誕
生しています。
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チケット販売のご案内
江東区芸術提携団体

会場：ティアラこうとう　大ホール　15：00開演
全席指定

3/7（土）
第40回

ヴェルディ／歌劇「椿姫」より　“ああ、そはかの人か～花か
ら花へ”　ほか
指揮：三ツ橋敬子　ソプラノ：森美代子

6/20（土）
第41回

7/18（土）
第42回

10/17（土）
第43回
※4/22新発売

2016年2/11（木・祝）
第44回
※9/9新発売

R.シューマン／交響曲第1番 変ロ長調 作品38「春」 、
N.リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェヘラザード」
指揮：高関健

S. プロコフィエフ／ピアノ協奏曲第３番 ハ長調 作品 26、 
J. ブラームス／交響曲第１番 ハ短調 作品 68　ほか
指揮：大井剛史　ピアノ：山﨑亮汰

B. バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第２番、
S. プロコフィエフ：交響曲第 5番 変ロ長調 作品 100
指揮：高関健　ヴァイオリン：会田莉凡

G. プッチーニ／グローリア・ミサ　ほか
指揮：三ツ橋敬子　テノール：与儀巧　バリトン：与那城敬
合唱：東京シティ・フィル・コーア (合唱指揮：藤丸崇浩 )

会場：東京オペラシティコンサートホール
　　　（京王新線初台駅東口徒歩1分） 
全席指定

オペラシティ定期演奏会

ウインター
1/16（金） 第285回
19：00開演

プロコフィエフ／交響曲第7番　ほか
指揮： ドモンコシュ・ヘーヤ　ピアノ：福間洸太朗

2/21（土） 第286回
14：00開演

エルガー／エニグマ変奏曲 作品36　ほか
指揮： ジョセフ・ウォルフ

3/21（土） 第287回
14：00開演

ラヴェル／「ダフニスとクロエ」第2組曲　ほか
指揮：宮本文昭　合唱：東京シティ・フィル・コーア(合唱指揮：藤丸崇浩）

スプリング
4/11（土） 
第288回
14：00開演

5/9（土） 
第289回
14：00開演

6/5（金） 
第290回
19：00開演

《高関健常任指揮者就任披露演奏会》
B.スメタナ／連作交響詩「わが祖国」
指揮：高関健

《ブルックナー交響曲ツィクルス第４回》
A.ブルックナー／交響曲第８番 ハ短調
指揮：飯守泰次郎 （桂冠名誉指揮者）

C.ニールセン／フルート協奏曲
L.v.ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調 作品67
指揮： 高関健（常任指揮者）　フルート：竹山愛

友の会　S席5,670円　A席4,770円　B席3,780円　C席2,880円
一　般　S席6,300円　A席5,300円　B席4,200円　C席3,200円
プラチナ（60歳以上）PＳ席4,800円　PＡ席4,000円

東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団

ティアラこうとう定期演奏会（2014～2015年間シリーズ）

友の会　S席3,330円　A席2,700円　
一　般　S席3,700円　A席3,000円

※開演前14:30よりロビーにてプレコンサートがあります。

2015年度 ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）

江東区は、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京シティ・バレエ団と芸術提携を結び、
音楽・舞踊を通じて区における芸術文化の振興や普及、区民の自主的な創造的文化活動の育成・発展に寄与するため、共に協力しています。

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。

ミミヨリ情報
1/14 水
開演時間　11:00～12:00(予定）

東京シティ･フィル公開リハーサル

全席自由　入場無料

ティアラこうとう　大ホール

2/26 木 第一部13:30～／第二部15:00～　ティアラこうとう　小ホール　ほか　

会場：ティアラこうとう　大ホール　14：00開演　全席指定
年間シリーズ券（全4公演）　　　　　　
友の会・一般　S席10,640円　A席8,400円　B席6,800円
1公演券
友の会　S席3,330円　A席2,700円　B席2,070円　
一　般　S席3,700円　A席3,000円　B席2,300円　

会田莉凡ⒸKei Uesugi高関健ⒸMasahide Sato

常磐津紫緒 大貫裕子 花柳翫一

竹山愛飯守泰次郎Ⓒ武藤章

　今回はハンガリー国立歌劇場での豊富な指揮経験
を持つハンガリーの指揮者ドモンコシュ・ヘーヤによ
るリハーサルです。クラシックの名曲が作られていく
過程を、どうぞお楽しみください。
対象：ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･
在学の方
申込み：ティアラこうとうチケットサービス
電話03-5624-3333

　ティアラこうとうでは、江
東区と芸術提携を結ぶ東京
シティ・フィルハーモニック
管弦楽団が指導するジュニ
アオーケストラの団員を募
集します。入団説明会を開
催しますので、お気軽にご
参加ください。
　前半の合奏練習を見学後、音楽監督からの説明を行います。後半
の分奏練習も見学できます。

1/31（土）18:00～21:00　
ティアラこうとう　大会議室・音楽練習室　ほか
小学4年生～高校3年生。原則的に参加希望楽器の演
奏経験があり、且つ楽器を持参できる方。説明会は保護
者同伴。（高校生は本人のみ可）
ヴィオラ、チェロ、コントラバス、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　
ティアラこうとう　電話03-3635-5500

ティアラこうとう ジュニアオーケストラ 団員募集

～入団説明会～

対　　象

募集楽器

申 込 み

日時・会場

※入団オーディションは2月中旬～下旬に別途行います。
※説明会不参加でもオーディションは可能です。（詳細は担当まで）
※練習会場はティアラこうとう大ホール・音楽練習室等です。
　また、費用は受講料27,000円（半期15回分、別途教材費等）がかかります。

　日本舞踊、三味線音楽（常磐津節）、声楽の教授による1時間の合同鑑賞会を行います。鑑賞会終了後は①日本舞踊、②三味線音楽、③声楽の３コースに分
かれて体験講座を行います。初めての方でも丁寧に指導いたしますので、ぜひご参加ください。

有明教育芸術短期大学の教授による一日体験講座に参加してみませんか?

有明教育芸術短期大学特別公開講座

日本舞踊・三味線音楽・声楽
合同
鑑賞会 体験

講座

出演：日本舞踊／花柳翫一、中山由梨　三味線音楽（常磐津）／常磐津紫
緒、常磐津孝野　声楽／大貫裕子、木村裕平（ピアノ）
演目：日本舞踊／風林火山 

三味線音楽（常磐津）／常磐津節「忍夜恋曲者（しのびよるこいはく
せもの）」(通称「将門」）、常磐津舞踊　ほか
声楽／オペラ「椿姫」より「さようなら、過ぎ去った日々よ」、オペラ
「リナルド」より「私を泣かせて下さい」・「死んだ男の残したもの
は」、「小さな空」、「口づけ」 

講座内容／持ち物
　①日本舞踊入門（講師：花柳翫一)／足袋か靴下、（あれば）扇子
　②三味線音楽入門（講師：常磐津紫緒）／（あれば）和手ぬぐい　　
　　※楽器はレンタルします。
　③声楽入門（講師：大貫裕子）

第一部 合同鑑賞会

第二部 体験講座

料金 友の会／900円　一般／1,000円　
※合同鑑賞会（第一部）のみご参加希望の方は友の会・一般共に500円となります。
　体験講座（第二部）のみの参加は出来ませんのでご了承ください。

申込み ティアラこうとう　03-5624-3333　
※体験講座ご希望のお客様は、お申し込みの際、3コースの中からお選びください。

対象 高校生以上　
合同鑑賞会（第一部） 80名（先着順）
体験講座（第二部） 各20名（先着順）

第114回大島落語会

料金：全席自由　友の会1,000円　一般1,200円　
　　　中学生以下500円 （当日各300円増）
出演：三遊亭栄楽　ほか　

上方落語・九雀亭
1/6（火） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

1/16（金） 19:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

RAKUGOもんすたぁず

料金：全席自由　友の会1,500円　一般1,800円　
出演：古今亭志ん陽、柳家喬之進、柳家右太楼、春風亭朝也

2/21（土） 14:00開演 会場　古石場文化センター　第1和室

　豊洲の宵（とわいらいと）に笑いを届けて20年、
社会人落語の会です。毎年、我らいち押しの師匠を
お招きするスペシャル公演、今回は二度目の出演と
なる柳家喜多八師匠です。宝塚の大ファンでもある
師匠の「清くけだるく美しい」高座をご堪能ください。

料金：全席自由　友の会900円　一般1,000円　（当日一律1,500円）

寄席　都笑亭 スペシャル Vol.99　
2/20（金） 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1,500円　一般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！
出演：桂九雀、三遊亭円丸

桂九雀

柳家喜多八柳家喜多八

ゲスト：柳家喜多八
出演：三崎家桜の輔、久寿里菊之助、河内家るぱん

豊洲Pit豊洲Pit

WILD MAGICWILD MAGIC

新発売
土1/10

三遊亭栄楽

MIFA Football ParkMIFA Football Park


