
よしもとお笑いまつりin江東2019～週末スペシャル～

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
奈々福なないろVol.2 銭形平次捕物控 雪の精 長編浪曲一挙口演の会
ずばり！！ クラシック名曲コンサートVol.2
お江戸深川大講談まつり　講談の気骨～松鯉から松之丞への系譜～
アートシネマ上映会 バレエ映画「ピーターラビットと仲間たち ザ・バレエ」

東京シティ・バレエ団　バレエ・コンサートVol.5
ニニ・ロッソ メモリアルコンサート2019
特選落語会 柳家さん喬独演会
フレッシュ名曲コンサート　オーケストラwithバレエ「アルルの女」
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～

ミュージカル「冒険者たち～この海の彼方へ～」
みんなのミュージカル ホンク! ～みにくいアヒルの子～

VOICE SPACE Concert Tour 2019東京公演「アラベスクの飾り文字」
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今月の先行予約公演
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新発売
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

15
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

9

6
日

10

全席指定 友の会／2,250円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

フレッシュ名曲コンサート
オーケストラwithバレエ「アルルの女」

友の会／ S席3,600円、A席2,700円　一般／ S席4,000円、A席3,000円
※江東区民･こども（5歳以上小学生以下）一般料金から各200円引

1
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

9

全席指定 友の会／800円　一般／1,000円　こども（4歳～高校生）／500円

　ティアラこうとうがお贈りする企画、シリーズ第２弾! 題名の通りクラシック音楽の名曲の
数々を集めた、ありそうでなかった公演! クラシック音楽に詳しくない方、大歓迎です! ＮＨ
Ｋテレビ「ららら♪クラシック」で長年司会を務めた、作曲家・ピアニスト加羽沢美濃が楽し
いトークと共にご案内します。ピアノ・ヴァイオリン・チェロ、フルート・歌など、多方面で
活躍している実力派キャストによる演奏を贅沢に聴ける、クラシック・ファンも満足してい
ただけるプログラムです。※14:30より1966カルテットによるロビーコンサート

　オーケストラとバレエダンサーが同じ舞台で共演するティアラこうとうならではのオリジナル
公演。今回は「アルルの女」（新作）と、第１部はピアニストの西村翔太郎さんをゲストに迎え、名曲
中の名曲、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第１番をお贈りいたします。

新発売
日6/9

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

ずばり！！
クラシック名曲コンサートVol.2

出演：江東少年少女合唱団　協力出演：Koto Youth Chior　指揮・指導：笹口圭吾、笹子昌美　
ピアノ：奥田和、金井美雪　パーカッション：篠崎智
曲目（予定）：星のオルゴール、ちょっとまって流れ星、われわれは宇宙人だ、映画「となりのトトロ」、「魔女の
宅急便」、「コクリコ坂から」より　ほか

出演：神田松鯉、神田松之丞

演出：宮本益光
出演：東京シティ・バレエ団

出演（予定）：野性爆弾、EXIT、こがけん、やさしいズ、LOVE　ほか　※都合により出演者が変更になる場合もございます。

出演：マウロ・マウル（トランペット）　バンド：ピアノ、キーボード、ギター、ベース、ドラム
曲目（予定）：夜空のトランペット、夕焼けのトランペット、さすらいのトランペット、さすらいのマーチ、サンタル
チア、水曜日の夜、ゴッド・ファーザー、ロミオとジュリエット、太陽がいっぱい、道　ほか

出演：塚本江里子、倉田英二、大田翔、オーディションで合格した区民

　バレエを習っている「詩歩ちゃん」と、バレエ
をよく知らないパパ。バレエの名作と共におく
るパパと娘の素敵な物語が、みなさんを夢の
世界へお連れします!

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

9
22
日

東京シティ・バレエ団
バレエ・コンサートVol.5　星のバレリーナ

16:30開演　江東区文化センター　ホール

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　※2歳以下ひざ上無料

全席指定

友の会／2,700円　一般／3,000円全席指定

9
15

　腹に響く講談を読む大ベテラン・神田松鯉。そし
て講談界の風雲児として注目を集める神田松之丞。
講談の面白さと奥深さ、そしてカッコ良さを伝え
る骨太な男性講談師による師弟競演!
　講談は“言葉が脳裏に描き出すドラマ”なのだ!

日

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト お江戸深川大講談まつり
講談の気骨～松鯉から松之丞への系譜～

13：30開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／ 6,300円　一般／ 7,000円　江東区民／ 6,800円全席指定

9
23
月祝

ニニ・ロッソ 
メモリアルコンサート2019

　ティアラこうとうで練習に励んでいる子どもたちによるオーケストラの演奏会で
す。今年は日本人作曲家 芥川也寸志の躍動感あふれる作品と、おなじみのグリム童
話の名作から生まれたオペラ「ヘンゼルとグレーテル」に挑戦します。

指揮：飯守泰次郎　ピアノ：西村翔太郎　演出・振付：石井清子　台本・振付：中島伸欣 
管弦楽：東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団　バレエ：東京シティ･バレエ団
曲目：【第１部】チャイコフスキー／祝典序曲「1812年」、ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調　

【第２部】ビゼー／「アルルの女」第１組曲・第２組曲
※４面交流会についてもご覧ください。　※14：30よりロビーコンサートを予定しています。　

曲目（予定）：クライスラー／愛の喜び、愛の悲しみ、モンティ／チャルダーシュ、ホルスト／組曲「惑星」より“ジュ
ピター ”、エルガー／愛のあいさつ、プッチーニ／歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝てはならぬ”、歌劇「トスカ」
より“星は光りぬ”、ディ・カプア／オ・ソレ・ミーオ、ショパン／英雄ポロネーズ、ノクターン第20番（遺作）、プ
ッチーニ／歌劇「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん”、モーツァルト／歌劇「魔笛」より“夜の女王のアリア”、
サン＝サーンス／「動物の謝肉祭」より“白鳥”、リスト／ハンガリー狂詩曲、カッチーニ／アヴェ・マリア　ほか

出演：加羽沢美濃（司会・ピアノ）、奥村愛（ヴァイオリン）、新倉瞳（チェロ）、日野真奈美（フルート）、1966
カルテット（ピアノ・カルテット）、山田姉妹（ソプラノ・デュオ）、小野弘晴（テノール）、米津真浩（ピアノ）

指揮：佐々木新平　ヘンゼル：松原典子(ソプラノ)　
グレーテル：杉山由紀(メゾソプラノ)　ほか　児童合唱：江東少年少女合唱団
曲目：芥川也寸志／交響管弦楽のための音楽、フンパーディンク／歌劇「ヘンゼルとグレ
ーテル」（演奏会形式、日本語上演）

12：00、16：00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

8
23

　「本格ミュージカルに出演しよう」をコンセプトにした区民参
加ミュージカル。4年目の今年も、オーディションに合格した小
学生から大人まで46名と、プロのミュージカル俳優が共演しま
す。約10ヶ月の間、毎週日曜日に朝から夜まで「ダンス」「歌」「演
技」の稽古に励み、アマチュアとは思えない感動的なステージ
を披露します。ご家族みんなで楽しめるミュージカルの世界を、
ぜひご堪能ください！

■作品内容
アンデルセンの「みにくいアヒルの子」をベー
スにした英国生まれのローレンス・オリヴィエ
賞受賞作品。愛と涙と感動のユーモアあふれ
る物語です。音楽も素晴らしく、どことなく懐
かしさを感じ身体にすんなりと溶け込む感覚
は絶品です。

金

24
土

みんなのミュージカル　ホンク！ 
～みにくいアヒルの子～

友の会／3,600円　一般／4,000円　こども（中学生以下）／2,000円　
※2歳以下ひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料。

全席指定

16:00開演　江東区文化センター　ホール

8
25

　５歳から高校生までのこども達がホールいっぱいに素敵な
歌声を響かせます。
　第１部：テーマ「地球☆星★宇宙」 第２部：吉岡弘行／児童
(女声）のための合唱組曲「虫の絵本」 第３部：間宮芳生／児童合唱（女声合唱）のための「五つのわら
べうた」より、日本民謡による「四つの女声合唱曲」より　第４部：ジブリ映画名曲集

日

江東少年少女合唱団　
第29回サマーコンサート

友の会／1,200円　一般／1,500円　こども（高校生以下）／600円　※2歳以下ひざ上無料　全席指定

19:30開演　ティアラこうとう　大ホール

8
9

　よしもと人気芸人が笑いをお届け！ テレビとは一味違う「生」のお笑いをどうぞお楽しみに！！

金

よしもとお笑いまつりin江東2019
～週末スペシャル～

友の会／3,600円　一般／4,000円　※当日：友の会／4,050円　一般／4,500円
※5歳以上有料、4歳以下ひざ上無料、ただし席が必要な場合は有料。

全席指定

Ⓒ鹿摩隆司

前回公演「ペール・ギュント」より

飯守泰次郎
Ⓒ武藤章

加羽沢美濃 奥村愛
新倉瞳
ⒸHollywoodbeauty 日野真奈美

1966カルテット 山田姉妹 小野弘晴 米津真浩

西村翔太郎 石井清子

ティアラこうとうジュニアオーケストラ　

佐々木新平

昨年の公演より

神田松鯉 神田松之丞

マウロ・マウル

野性爆弾 EXIT こがけん やさしいズ LOVE

松原典子 杉山由紀

　「夜空のトランペット」「さすらいのトランペット」「太陽がいっぱ
い」など哀愁を帯びた音色と旋律で大人気を呼んだイージーリスニ
ング音楽を代表するトランペットの詩人、ニニ・ロッソ。2019年は
ニニ・ロッソ没後25年にあたり、最後の愛弟子あるマウロ・マウ
ルがニニ・ロッソの魅惑の世界を名演奏でお届けします。
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出演：トリオ17（西山健治Tb+青木弘武
P+ジャンボ小野B）+木村由紀夫D、トロ
ンボーン（駒野逸美+上杉優+河野広明
BTb）
編曲：前田憲男　ほか
ゲスト：ケン•バルディス（From名古屋）

出演：ガンバ役（海組）片山佳音・（月組）梅原瑞樹、潮路役（海組）ボー
ジュ玲良・（月組）森田月渚、ノロイ役 柳瀬大輔、ツブリ役 田極翼

出演：五箇惠美子、鈴木史子、古市尚子、本村佳子
曲目：ルロイアンダーソンメドレー、たなばた、花、ラプソディ・イン・ブルー、
美しく青きドナウほか　※昼の部と夜の部では一部曲目が異なります。

　現在名古屋で活躍する比国出身の
男性歌手「ケン・バルディス」。サリナ・
ジョーンズも認めるその実力は、まさ
しく本物です。フランク・シナトラのナ
ンバーほか、色々な名曲を歌い上げ
るエンターテイナーの世界を満喫し
て下さい。どうぞお楽しみに！

ミュージカル
「冒険者たち～この海の彼方へ～」

19：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各300円増

8
10
土
11
日
12
月祝

10日11:00（海組）、15:00（月組）、11日11:00（月組）、15:00（海組）
12日11:00（海組）、15:00（月組）開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,050円　一般／4,500円

9
21
土

10：30開演　ティアラこうとう　大会議室
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

東京シティ・フィルプレゼンツ
親子で楽しむ
ポピュラーコンサート2019
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歳以上対象

先行
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66
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10
27
日

15：0０開演　ティアラこうとう　大ホール
その他 指定席：友の会／3,600円　一般／4,000円

自由席：友の会／2,700円　一般／3,000円

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～

　斎藤惇夫の児童小説『冒険者たち ガンバと15ひきの仲間』
がミュージカル化。プロの俳優とオーディションによって選ばれ
た実力派ジュニアキャストが歌にダンスに活躍する感動の傑作
ミュージカルです。この夏、ぜひご家族でお楽しみください。

出演：北川 翔 （指揮、バラライカ）、長尾和彦（指揮）、大田智美 （ア
コーディオン）、岸本 力 （バス）、森 里穂子 （ソプラノ）、合唱団 白
樺、北川記念ロシア民族楽器オーケストラ
賛助出演：ワディム・カルーギン （バラライカ）、ニコライ・カタ
ーエフ（バラライカ）、ナジェージュダ・カターエヴァ （ドムラ）

監督：レジナルド・ミルズ
原作：ビアトリクス・ポター作「ピーターラビットの絵本」シリーズより
音楽：ジョン・ランチベリー 　振付：フレデリック・アシュトン
出演：フレデリック・アシュトン、アン・ハワード、アレクサンダー・
グラント、ジュリー・ウッド　ほか　英国ロイヤル・バレエ団

出演：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（アンサンブル）
ゲスト：東京シティ・バレエ団団員

11:00、14:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／2,300円　一般／2,500円　※当日各400円増

※入替制（チケットは時間指定）

9
21
土

ティアラこうとうアートシネマ上映会2019
バレエ映画「ピーターラビットと
仲間たち ザ・バレエ」

　楽しくて可笑しくて、華麗で愛らしくて…　こん
な映画見たことがない！ 世界中の子供たち、大人た
ちに愛され続けている、“ピーターラビットの絵本”
シリーズをバレエに翻案して完全映画化！ 世界三
大バレエ団のひとつ、英国ロイヤル・バレエ団の
ダンサーたちが動物たちの着ぐるみを着て、ユー
モラスかつ華麗に舞います。（1971年制作 86分）

　バラライカ奏者、北川翔が率いる北川記念ロシア民族楽器オーケ
ストラによる創立10周年記念コンサート。バラライカ、ドムラ、バヤ
ン、グースリ等のロシア楽器で奏でる10年の軌跡をお聴き下さい。

7
21
日

15：00開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／1,300円　一般（中学生以上）／1,500円（当日500円増）

こども（小学生）／500円　未就学児／無料
※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり。

ぴたりんがくだん
親子で楽しむ0才からの
リトミックコンサート

出演：羽純（hasumi）（ヴァイオリン・歌）、みのり（ピアノ・歌）、
岡本夕佳（パーカッション）

　0歳から入場OK！ クラシックからアニメの名曲まで親子で一
緒に楽しみましょう。ゲストに東京シティ・バレエ団のダンサー
も登場。Tiara Ballet Days開催中のティアラこうとうで、身体
いっぱいに音の響きを感じてみませんか。

全席自由 【昼の部】友の会／900円　一般／1,000円　小学生以下／500円
【夜の部】友の会／1,800円　一般／2,000円　中学生以下／1,000円
※2歳以下ひざ上無料

8
2
金

【昼の部】13：30、【夜の部】18：30開演　ティアラこうとう　小ホール

　遊び歌等に参加しながらクラシックの名曲に親しめる演奏会。
今年は、カノンとアンサンブルの曲を中心とした子供向けに加
え、名曲三昧な大人向けの公演も企画しました。

　ピアノの『ぴ』太鼓の『た』
バイオリンの『りん』で“ぴた
りんがくだん”！ 区内出身の
シンガーソングライター羽
純（hasumi）を中心としたユ
ニットによる、いろいろな楽
器と楽しい歌がたくさんの
リトミックコンサートです！

9
14
土

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／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増

奈々福なないろVol.2
銭形平次捕物控 雪の精
長編浪曲一挙口演の会
　紫匂う大江戸の、しかも神田に過ぎた
るものは、神田祭と銭形平次……玉川
奈々福の長編浪曲一挙口演。50分×2
席の長丁場。「銭形平次捕物控」の中で
も白眉たる名作、「雪の精」。奈々福・豊
子、息を一つに合わせて、切ない冬の夜
のお話を描きます。
　雪の夜、女衒の親方、越後屋佐吉の女
房が殺された。犯人は誰か。ミステリー
浪曲をご堪能ください。

出演：玉川奈々福、沢村豊子（曲師）

9
21
土

22
日

出演：VOICE SPACE
ゲスト：（9/21）谷川俊太郎、（9/22）小室等、こむろゆい、佐々木幹郎

15：00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／4,000円　一般／4,500円　※当日各500円増

西山健治プロデュース　中高年の為の音楽入門（第2限）
～「ケン・バルディス」と「4トロンボーン」の世界～

8
28
水

　義理と人情、笑いと涙。江戸情緒あふれる舞台を繰り広げ
る「深川とっくり座」の48回目公演は、丹青の「新・牡丹灯
籠」。しゃれにならない、しゃれこうべ！ 切なく哀しい恋の行方
は？ どうぞお楽しみに。

16日19：00、17日14：00、19：00、18日14：00開演　
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

深川とっくり座公演48回目
丹青の「新・牡丹灯籠」

8
3
土

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、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 

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」

66
歳以上対象

　詩と音楽のコラボレーション集団VOICE SPACEによるCD
発売記念コンサート。宮沢賢治、中原中也らの詩を、クラシック
やジャズ、邦楽、民族音楽のクロスオーバーによる音楽でお届
けします。ゆかりあるゲストを迎えてのセッションも。

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

9
7
土

11：30、15：30開演　ティアラこうとう　大ホール

島津亜矢コンサート2019

　2015-2018年NHK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！

8
18
日

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　

66
歳以上対象

　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。

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／3,150円　一般／3,500円

ティアラマンスリーコンサートVol.211
「フェドゥムジク第2回公演」

ⒸSTUDIOCANAL

ぴたりんがくだん

VOICE SPACE Concert Tour 2019
東京公演「アラベスクの飾り文字」

真夏のレクイエム
こうとう２０１９

西山健治

玉川奈々福ⓒ森幸一

沢村豊子ⓒ森幸一

青木弘武

ジャンボ小野 木村由紀夫

駒野逸美 上杉優

河野広明

谷川俊太郎 小室等

ゲスト：ケン•バルディス

9
14
土

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,670円　一般／6,300円

岩崎宏美
コンサートツアー2019

66
歳以上対象

曲目（予定）：聖母たちのララバイ、思秋期、ロマンス　ほか

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

先行
土6/8

66
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
土6/8

66
歳以上対象

佐々木新平ⒸS.Arita

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
ⒸYoshinobu 
　Fukaya(aura)

島津亜矢

　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！

岩崎宏美

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

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

　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！

　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。 
　是非会場にてお楽しみください。

【昼の部】親子で楽しむコンサート　【夜の部】夏の夜に過ごす音楽の世界
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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

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。

SS席完売

6
月

11
月

12
月

7
月

8
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。

9/27（金） 19:00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
橘ノ圓満、久しぶりの深川江戸小劇
場での公演です。今回は俳優の山
口良一さんをゲストに迎えて皆様
方に楽しんでいただきます。お誘い
合わせの上、ご来場をお待ち申し
上げます。
出演：橘ノ圓満、山口良一　ほか

伝統芸能公開「落語」特別版
第2回 深川de圓満会

66
歳以上対象

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回東大島亭　
柳亭市弥・入船亭小辰二人会

66
歳以上対象

7/10（水） 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.122

9/28（土） 14:00開演 会場　江東区文化センター　ホール
料金：全席指定　友の会／ 3,150円
一般／ 3,500円
古典落語の名手で、特に人情噺、滑稽
噺で高い評価を得ている実力派
名人柳家さん喬の話芸をお楽し
みください。
出演：柳家さん喬、柳家やなぎ

特撰落語会
柳家さん喬独演会

7/11（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：三遊亭ふう丈（6/13（木））

春風亭一花（7/11（木））

上方落語　九雀亭

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

馬場俊英 LIVE TOUR 2019 ～落書きとマスターピース

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

44
歳以上対象

19：00開演　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

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

16：00開演　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

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

18：30開演　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

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

16：00開演　森下文化センター　多目的ホール　
全席自由　友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増

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

18：30開演　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

無声映画鑑賞会 澤登翠一門会2019

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～

15:00、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

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～

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」

12:00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2019 
東京シティ・フィルPresents 金管五重奏コンサート

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

講談 神田京子×俗曲 桧山うめ吉 ～夢のコラボレーション～ 

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

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

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　
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。

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

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」

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

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～

柳家さん喬

橘ノ圓満

桂九雀 春風亭一花

山口良一

柳家やなぎ

66
歳以上対象

66
歳以上対象14：00開演　江東区文化センター　ホール

全席自由　友の会・一般 500円

江東マンドリンクラブ第26回定期演奏会

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」

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

東京大衆歌謡楽団 ～昭和初期の名曲を唄う～

10:30開演　東大島文化センター　第6研修室
全席自由　友の会／450円　一般／500円　高校生まで無料

ラテン・キューバ音楽のファミリーライブとダンス

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

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

19:00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由　友の会／3,500円　一般／3,800円　学生／2,000円　※当日各500円増

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

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／S席5,400円、A席4,500円、B席2,700円　一般／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）

東京シティ・バレエ団 『ロミオとジュリエット』（全2幕）

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

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～

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

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

17:00開演　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　高校生以下／3,000円　※当日各500円増

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

14：00、17：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定　友の会／4,320円　一般／4,800円

ザ・ニュースペーパーＬＩＶＥ2019

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

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

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

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～

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

江東オペラハイライトシリーズVol.20 歌劇「仮面舞踏会」

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／3,600円　一般／4,000円

ダニエル・ハリトーノフ ピアノ・リサイタル2019 月光と革命

先行
土6/8

新発売
日6/9
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C IN EM AC IN EM A

〒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6月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号7月号は6月29日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計4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〉6/30（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禁断のヴァイオリニスト×地を這う前衛
　ライコー・フェリックス×田中泯
(11/8　豊洲シビックセンターホール）
サイン色紙／1枚

②天童よしみコンサート2018
（11/2　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

Ⓒ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

第328回
10/18（金）
19:00開演

第329回
11/9（土）
14:00開演

第327回
9/7（土）
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」　ほか
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　

6/22
（土）

監督：ブレイク・エドワーズ　
出演：オードリー・ヘプバーン、
　　　ジョージ・ペパード

江東シネマプラザ6月（1961年／アメリカ／115分／日本語吹き替え）
「ティファニーで朝食を」

午後の部 15：00午前の部 11：00

今年、生誕90年のオードリー・ヘプバー
ン代表作。大都会ニューヨークで裕福な男
性との結婚を夢見る女性が、様々な困難
を乗り越え、真実の愛に辿りつく。挿入歌
「ムーン・リバー」も名曲として名高い。

新発売
日6/9

全席自由　友の会 3,200円　一般 3,400円（全9回分）
江東シネマプラザ

6/22（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

6/22（土）

7/27（土）
8/24（土）
9/28（土）

10/26（土）
11/23（土祝）
1/25（土）
2/22（土）
3/28（土）

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9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。
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33
歳以上対象夏休み！　オーケストラ＆バレエ体験

全席自由　入場無料
ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方

7/20 土 13：00開演　ティアラこうとう　大ホール

　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、
東京シティ・バレエ団による体験イベントです。わかりやすい解説と
ともに、家族でオーケストラとバレエの実演をお楽しみください。
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333

ミミヨリ情報

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

日　時：7/27（土）13:30～15:00
会　場：ティアラこうとう　中会議室
参加費：友の会会員／無料　一般／ 500円
※2019年度より一般の方もご参加いただけるようになりました。
　是非お誘い合わせの上ご参加ください。
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：飯守泰次郎（東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者）
　　　　志田明子（東京シティ・フィル　楽団長）

サロン・ドゥ・ティアラ2019 第3期

真夏のレクイエムこうとう2019　
「ヴェルディ・レクイエムの世界」（8/18（日）公演）

志田明子志田明子飯守泰次郎Ⓒ武藤章飯守泰次郎Ⓒ武藤章

ティアラこうとうがバレエ一色に染まる！ バレエが大好きな方から、
バレエを初めて体験する方まで、すべての方にご参加いただけるイベントがいっぱいです！

Tiara Ballet Days
2019年 9月21日（土）、22日（日）　ティアラこうとう

ティアラ バレエ デイズ

●Tiara Ballet Days●　9/21（土）開催

申込・問合せ ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333　☆印は友の会先行あり

●Tiara Ballet Days●　9/22（日）開催

親子で楽しむポピュラーコンサート　※詳細2面
東京シティ・バレエ団　カンパニークラス見学会
☆ティアラこうとうアートシネマ上映会　※詳細2面
コンテンポラリー・ワークショップ

10:30～11:30
14:30～15:50
①11:00 ②14:00
10:00～12:00

どなたでも
どなたでも
6歳以上
どなたでも

200名
300名
各140名
30名

一般1,000円　こども500円
無料
2,500円
2,000円

イベント 時間会場

会場

対象 定員 費用

☆東京シティ・バレエ団「バレエ・コンサートVol.5」　※詳細1面 14：00～ どなたでも 1200名 親子ペア3,000円
イベント 時間 対象 定員 費用

問合せ　ティアラこうとう　電話03-3635-5500

楽器経験をいかしてオーケストラで演奏してみたい! 
大迫力の合奏を体験してみたい! 
　私たちと一緒にオーケストラに
参加しませんか。プロの演奏家から
の指導を受けてさまざまなクラ
シックの名曲とたくさんの仲間に
出会えます。10月からの入団希望
者を対象とした練習見学会です。
（入団オーディションは8月に実施）

佐々木新平（当団音楽監督）、
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団員
小学4年生～大学2年生。原則参加楽器の演奏経験があり楽器を持
参できる方。小・中学生は保護者同伴。※楽器により初心者から可。
条件付きの募集があります。詳細はお問合せ。

ティアラこうとうジュニアオーケストラ団員募集

～練習見学会～

指導

対象

7/20（土）18:00～20:30（当日直接会場へお越しください）
ティアラこうとう　大ホール会場

日時

会場：ティアラこうとう　大ホール
対象：①小学生以上18歳未満の区内在住または区内バレエスタジオ所属を基本と

し、3年以上のバレエ経験者（中学生以上は5年以上） 
※区外からの参加も可能です。
②毎週日曜日および舞台リハーサル（12/18（水）・19（木）・20日（金））に
参加できる方。

オーディション参加費：1,200円

申込み･問合せ　ティアラこうとう　電話03-3635-5500
ティアラこうとう、区内各文化センター、総合区民センターにある申込用紙（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へ提出（郵送可）。
申込みに必要な内容：①氏名・ふりがな②性別③年齢④学年⑤経験年数⑥身長⑦
所属バレエ教室⑧保護者名⑨郵便番号・住所⑩電話番号
申込先：〒135-0002 江東区住吉2-28-36　 

ティアラこうとう「くるみ割り人形」オーディション係
しめきり：7/3（水）必着  
※オーディション合格後のレッスンは、毎週日曜日ティアラこうとうリハーサル室で
行います。
※欠席が多い場合は配役決定後でも出演を取り消す場合があります。

東京シティ・バレエ団/ティアラ“くるみ”の会

「第34回くるみ割り人形」
　　　出演者オーディション

第一次オーディション

第二次オーディション

　12/21（土）、22（日）に
ティアラこうとう大ホール
で開催される「くるみ割り
人形」の出演者オーディ
ションを行います。
　江東区芸術提携団体の
東京シティ・バレエ団、東京
シティ・フィルハーモニック
管弦楽団と共演する、本格
的なバレエ公演です。未来
のバレエダンサーを目指す皆さん、プロダンサーと一緒にこの舞台に出演し
てみませんか。

8/4（日）小学生の部11:00～／中学生以上の部15:00～（予定）
※時間は申し込み状況により変更する場合がございます。

8/20（火）※第一次オーディション合格者のみ　

10/6 日 17:30～18:30（予定）　ティアラこうとう　大会議室
　10/6（日）に行われる本公
演「オーケストラwithバレ
エ」終了後に両団との交流会
を行います。オーケストラ団
員による演奏、バレエ団員に
よるバレエの実演や、両団員
との懇談、お楽しみ抽選会等
を予定しています。

参加費：500円（ドリンク代込み）
定　員：100名程度（要申込み、先着順）
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333
※公演情報は1面をご覧ください。

東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団と
東京シティ・バレエ団との交流会

申込
6/9㈰
10：00～

申込
6/9㈰
10：00～

申込
6/9㈰
10：00～

申込
6/9㈰
10：00～

申込
6/9㈰
10：00～

大会議室
大ホール
小ホール

リハーサル室

大ホール

テ
ー
マ

●このほかに、「東京シティ・バレエ団スタジオカンパニーパフォーマンス」「小学生のためのバレエ・レッスン」など人気企画多数! 
　詳細はティアラこうとう及び東京シティ・バレエ団のホームページで!


