
▼2/9　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

NEW

03-5624-3333☎

先行
火2/9
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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友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

火

新発売
水2/10

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

火

5

12：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会・一般／500円全席自由

ティアラワンコイン・コンサート2016
近藤嘉宏　名曲コンサート10

19：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円　※当日一律4,500円全席指定

FazioliピアノフォルティPresents
Dina Joffe（ディ－ナ・ヨッフェ）ピアノリサイタル
　1975年のショパン国際ピアノ・コンクールでクリスチャ
ン・ツィメルマンと1位、2位を分けたディーナ・ヨッフェが、
待望のコンサートを開催します。スクリャービンとショパン
の前奏曲、全48曲を交互に弾き1つのサイクルとして演奏
する画期的な試み！聴く人誰をも幸せな気持ちに包みこむ、
美しい音色をご堪能ください。

　2016年度最初のワンコイン・コンサートは、ティアラこうとうで
はおなじみのピアニスト近藤嘉宏の登場です。ショパンやリストな
ど、ピアノの名曲をお届けいたします。

火

4
26

ティアラ JAZZ LIVE 2016 後藤雅広・白石幸司
スインギン・クラリネット・デュオ Part.19木

4
28

19:０0開演　ティアラこうとう　小ホール

44
歳以上対象

14
土

19：00開演　江東区文化センター中庭特設会場

5

指定・立見

茂山千五郎家
第17回江東狂言の会　薪狂言

1階指定　友の会／4,500円　一般／5,000円　シニア（60歳以上）／4,700円　ペア券／9,400円　学生／3,000円　小中学生（保護者同伴）／2,000円
※雨天時はホールで開催。（当日15:00決定）　※2階立見券1,000円は中庭開催決定時のみ当日発売。

出演（予定）：茂山千五郎、七五三、千三郎、正邦、宗彦、茂、童司、区民参加者（首引のみ）　ほか
演目：昆布売、腹不立、首引

バレエ：東京シティ・バレエ団　
演出・ナビゲーター：宮本益光（オペラ歌手）
振付：安達悦子（東京シティ・バレエ団　芸術監督）

　東京シティ・バレエ団がお贈りする、ご家
族でお楽しみいただけるバレエコンサート
第二弾。クラシックバレエの名作と共に、オ
ペラ歌手宮本益光さんのナビゲートでお届
けいたします。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。

　風情のあるかがり火のもとで繰り広げられる笑いの世界をお楽しみくだ
さい。ホテルイースト21のパックプランや狂言師と舞台に立つワークショッ
プもあります。
【区民参加狂言】
　あなたも狂言を演じてみませんか？詳細は４面をご覧ください。

22
日

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

5

全席指定

0歳から入場OK!　家族で楽しめる
東京シティ・バレエ団のバレエコンサートVol.2
～バレエの名作と共におくるパパと娘の素敵な物語～

先行
火2/9

先行
火2/9

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

　時にやさしく…　時にはげしく…
　2本のクラリネットがハモったり、からんだり、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する
大人のJAZZ NIGHT。

曲目（予定）：ショパン／バラード　第1番 ト短調 作品23、ノクターン 
第20番 嬰ハ短調（遺作）、ドビュッシー／月の光、ラヴェル／水の戯れ、
リスト／ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調　ほか

曲目（予定）：スクリャービン／ 24の前奏曲Op.11、
ショパン／ 24の前奏曲Op.28

土

4

11：00、14：00開演　ティアラこうとう　大会議室
友の会／1,350円　一般／1,500円　こども（0歳～小学生まで）／500円
※ひざ上鑑賞に限り、満2歳までのお子様は無料です。

全席自由

毎年恒例！　親子で楽しむ歌と楽器のコンサート　０歳から入場OK！
こどもオペラ番外編
「ゆうちゃんのクッキング・エブリディ」

2

　歌とピアノ、たくさんの打楽器が登場！
　音楽とあまいお菓子がだいすきなゆうちゃんとお友達になって、
おっはよーからおやすみなさいまで、皆の一日をお歌で教えてね！

　江東オペラ30回記念公演はプッチーニの最後で最高の
オペラ作品。「誰も寝てはならぬ」のメロディーは誰もが一度
は耳にしたはずです。最高のキャストでお贈りしますので、是
非この機会にグランドオペラの醍醐味をご満喫ください。

全席自由

第30回江東オペラ歌劇 ｢トゥーランドット｣
土

4
9

日
10

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

出演：トゥーランドット／日隈典子・津山恵、カラフ／山田精一・
土師雅人、リュー／羽山弘子・菅原千恵　ほか
指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人　
演奏：江東オペラ管弦楽団・合唱団

出演：後藤雅広（クラリネット）、白石幸司（クラリネット）、
楠堂浩巳（ドラム）、小林真人（ベース）、後藤千香（ピアノ）
曲目（予定）：すてきなあなた、ハイソサエティ、ムーンリバー　ほか

ティアラこうとうチケットサービス

66
歳以上対象

先行
火2/9

先行
火2/9

66
歳以上対象

新発売
水2/10

66
歳以上対象

66
歳以上対象

新発売
水2/10

新発売
水2/10

新発売
水2/10

66
歳以上対象

前回公演より前回公演より

ラ・バヤデールよりラ・バヤデールより

くるみ割り人形よりくるみ割り人形より

（左）竹添みどり（ヴァイオリン）、
（中）明和史佳（ピアノ） 
（右）村原実穂子（ヴァイオリン）

（左）竹添みどり（ヴァイオリン）、
（中）明和史佳（ピアノ） 
（右）村原実穂子（ヴァイオリン）

ⒸYoshinobu FukayaⒸYoshinobu FukayaⒸYoshinobu Fukaya

曲目（予定）：鳥取砂丘、松島紀行、島根恋旅、大和路の恋　ほか

　「ご当地ソングの女王」水森かおりの歌で日本を一緒に旅しよう！

2
土

昼の部14:00／夜の部18:00開演　ティアラこうとう　大ホール

7

全席指定

水森かおりコンサート２０１６　
～歌謡紀行～

友の会／SS席5,850円、S席4,950円　一般／SS席6,500円、S席5,500円

出演：池羽由（歌のお姉さん）、大家一将（パーカッション）、
月野佳奈（ピアノ）
曲目：「朝だ　おはよう♪」、「お菓子、だーいすき♪」、「道化師のギャ
ロップ」　ほか

日

4

11：00、13：30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
※ひざ上鑑賞に限り、満2歳までのお子様は無料です。

全席自由

～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17

　昨年に引き続き、トリオベールが、クラシックの名曲からアニメ、
映画音楽などお聴き馴染みのある作品を演奏します。
　赤ちゃんからおとなまで、みんなが一緒に楽しめるコンサートで
す。ご家族でぜひご来場ください。
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）：ドヴォルザーク／ユモレスク、ヘンデル／オンブラマイフ、
ラテン音楽　ほか

4/26
5/14
5/22
7/2 土

日
土
火 Dina Joffe（ディーナ・ヨッフェ） ピアノリサイタル

茂山千五郎家 第17回江東狂言の会 薪狂言
東京シティ・バレエ団のバレエコンサートVol.2
水森かおりコンサート2016 ～歌謡紀行～

【ホテルイースト21東京　宿泊プラン】
公演と宿泊がセットになった
便利なプランです。詳しくは
財団ホームページ、公演チラ
シをご覧ください。

過去の公演より

こぶうり はらたてず くびびき



新発売
水2/10

新発売
水2/10

14:00／18：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／2,800円　一般／3,000円　高校生以下／2,000円　

※当日各500円増。友の会会員の小学生以下は入場無料。（要事前申込み）

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．22

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

44
歳以上対象

5
5

木・祝

　地元、江東区にあるダンススタジオの公演です。世界的なダ
ンス大会で入賞する実力者達がハイレベルな熱いステージを
繰り広げます。友の
会限定【こどもの日
スペシャル企画】と
して小学生以下は
入場無料（要事前申
込み）です。

　講師による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（常磐津節）、③声楽の3コースに分
かれて体験講座を行います。（高校生以上対象）

13：30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 鑑賞会のみ：友の会・一般／500円

体験講座含：友の会／900円　一般1,000円

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

2
25
木

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、深川富岡八幡葵太
鼓、ＮＡ２スタジオ、江東区文化センター講座「ジュニア・ダンスミックス」

出演：日本舞踊／花柳翫一、三味線音楽（常磐津）／常磐津紫緒、
声楽／大貫裕子　ほか
曲目：日本舞踊＋常磐津節「其姿花図絵」、声楽「からたちの花」　ほか

出演：木村麻衣子（フルート）、御法川雄矢（ヴィオラ）、平島さより
（ハープ）
曲目：J.S.バッハ／フルートソナタ ト短調BWV1020、ドビュッシ
ー／フルート・ヴィオラ・ハープのためのソナタ、武満徹／そして、
それが風であることを知った　ほか

19:00開演　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　※当日一律3,000円

ティアラマンスリーコンサートVol.184
風の対話―フルート・ヴィオラ・ハープによる

4
8

金

　意外かもしれませんが、ドビ
ュッシーはバッハの音楽をこよ
なく愛していました。そのドビ
ュッシーを敬愛し、彼のソナタ
と同じ編成でオマージュとも
いえる曲を遺したのが武満徹
です。フルートとハープを巡る
様々な作曲家の「風の対話」を聴きにいらっしゃいませんか。

17日残席わずか

親子で楽しむ
Kids meet Jazz!

3
6

日

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 2016
神谷満実子 Spring Concert Part.9
sing sang sung

4
9

土

出演：鈴木雄大（トランペット）、吉峯勇次郎（ベース）、木村ともか
（ピアノ）、平原慎士（ギター）、會川直樹（ドラム）
曲目（予定）：この素晴らしい世界、聖者の行進、明るい表通りで、
バラ色の人生、ムーン・リヴァー　ほか

　ワンコインで楽しめる東
京シティ･フィルによる年に
一度の「スペシャルコンサ
ート」。今年は‶踊り”をテー
マでお贈りいたします。各
国のワルツ、舞曲のリズム
をご堪能ください。

14:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／1,800円　一般／2,000円　こども（中学生以下）／1,000円

ママ友割（大人2人以上）／1,900円
※0歳から入場できます。3歳以下のひざ上鑑賞無料。授乳コーナーあり。

出演：マヤ・ハッチ（ボーカル）、紗理（ボーカル）、宇川彩子（タッ
プダンス）、木幡光邦（トランペット）、田中邦和（サックス）、竹田麻
里絵（ピアノ）、高瀬裕（ベース）、小山太郎（ドラム）
曲目（予定）：ドレミの歌、聖者の行進、線路は続くよどこまでも、さんぽ　ほか

　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。素敵な
バレエの魅力をご家族でお楽しみください。

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

2
13
土

11：00開演　ティアラこうとう　大会議室
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）500円

※0歳よりご入場いただけます。動きやすい服装でご参加ください。

解説：安達悦子　出演：東京シティ･バレエ団

　わからない！逃げられない！
この窮地、どう切り抜ける？
てんやわんやのドタバタ人
間模様。
　温かく、懐かしいパワフル
な舞台をぜひご覧ください。

25日19：00、26日14：00、19：00、27日14：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 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・一般は当日各500円増

深川とっくり座公演41回目
丹青の「金明竹は風呂敷の紙入れ」

3
25
金

26
土
27
日

出演：神谷満実子（ソプラノ）、
鳥井俊之（ピアノ）、青木研（バン
ジョー）、白石幸司（クラリネット＆
サックス）
スペシャルゲスト：島田歌穂（女
優・歌手）＆島健（ピアニスト／
作・編曲家）
曲目（予定）：夢路より、Hard 
T imes  Come Aga in  No  
More（フォスター作曲）、Deep 
River（黒人霊歌）、世界は日の出
を待っている（アーネスト・セイ
ツ作曲）

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2016
ルイ･アームストロングの素晴らしき世界

3
30
水

　全米で最古のジャズ学部を有するノーステキサス大学を卒
業したメンバーがお
贈りする、ルイアー
ムストロングに捧げ
るコンサート！ 
　最高のエンターテ
イナーが現在のジャ
ズと融合します！

44
歳以上対象

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2016スペシャルコンサート

3
20
日

脚本・演出：ひぐち丹青　
出演：西由紀美、境田真理子　ほか

指揮：佐々木新平
曲目：ベートーヴェン／序曲「レオノーレ」第3番【ジュニア】、グリ
ーグ／ホルベルク組曲より【ジュニア】、チャイコフスキー／くるみ
割り人形組曲より【シティ・フィル／ジュニア合同】、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）、第１番、第６番【シ
ティ・フィル】

岩崎宏美 国府弘子（16日公演のみ）

　タンゴオーケストラと
100名編成の管弦楽が奏
でる映画音楽やクラシック、
ムード音楽などバラエティ
ーに富んだプログラムは日
本唯一、ティアラ公演のみ
で実施。好評企画の大編成タンゴ第2弾に加え、春の陽気にぴ
ったり聴きたいムード音楽の新作をＹＫＯが皆さんの心へお届
けします。

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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2,700円、A席2,250円　一般／S席3,000円、A席2,500円

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
26
土

指揮とトーク：大沢可直
曲目：懐かしのS盤アワー／「テネシーワルツ」　ほか、クラシック
の名曲／「交響組曲シェヘラザード」より　ほか、哀愁の𠮷田メロ
ディーより／「有楽町で逢いましょう」「東京午前三時」　ほか

15：３0開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1日券5,400円、2日通し券9,900円　

一　般／1日券6,000円、2日通し券11,000円

岩崎宏美 40周年感謝祭 FINAL 2days 
16日：ピアノ・ソングス with 国府弘子 ～40周年感謝祭スペシャル～ 
17日：40周年感謝祭 光の軌跡 

4
16
土

17
日

　16日は、ジャズピアニ
スト国府弘子との共演で
おくるアコースティックコ
ンサートを、17日は、40
周年記念のコンサートと
して昨年のコンサート各
会場で募集した、聴きた
い曲リクエストにお応え
する形でお届けします。

曲目（予定）：聖母たちのララバイ、思秋期、万華鏡、すみれ色の涙、
ロマンス、シンデレラ・ハネムーン　ほか

昨年の公演より昨年の公演より

18:30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　

※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。

落語 新春ティアラ寄席
桂文珍・林家たい平

66
歳以上対象

2
12
金

　上方落語をリードする桂文珍と師匠譲りの明るく元気な林
家たい平の落語をおたのしみください！！

前回の公演より前回の公演より イメージイメージ

　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
は山本周五郎原作の
朗読劇に挑戦します。

かめいどらぼ2016
朗読劇　山本周五郎原作
「金五十両」「おもかげ」「おれの女房」

2
21
日

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・一般／500円

演出：菅原道則　
出演：オーディション合格者14名（50音順）　荒井文子、宇野淑子、
太田道子、柿崎園子、川村忠由、斎藤紀子、下東久美子、鈴木美弥子、
ちびすけ、三蔵由美子、三田村久子、夢香、芳尾孝子、米倉美智子
ボランティアスタッフ：伊藤啓子、望月清香

　おなじみの曲が一流のミュージシャンの演奏で本格的な
ジャズに生まれ変わります！英語のうたやタップダンスなど
一緒に参加す
るコーナーも
あります。

マヤ･ハッチマヤ･ハッチ 紗理紗理 宇川彩子宇川彩子

　泉鏡花の幻想戯曲
三部作のうち、最高傑
作と言われながら上演
困難と言われた「海神
別荘」を、能楽を軸に、
狂言、浪曲、等身大人
形などのコラボレーシ
ョンで上演します。

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／4,500円　一般／5,000円　※当日各500円増

泉鏡花原作「海神別荘」
3

5
土

出演：安田登（能楽師ワキ方下掛宝生流）、槻宅聡（能楽師笛方森
田流）、奥津健太郎（能楽師狂言方和泉流）、百鬼ゆめひな（人形
師）、玉川奈々福（浪曲師）　ほか
原作：泉鏡花　脚色：安田登

安田登・百鬼ゆめひな安田登・百鬼ゆめひな 玉川奈々福玉川奈々福

立石一海トリオ立石一海トリオ

12：０0開演　豊洲文化センター　レクホール
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(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
5

土

　「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
サートが豊洲シビックセンターに
やってきます！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贈りします。

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、
どんぐりころころ、茶摘　ほか

江戸庶民パフォーマンス
　出演者が江戸庶民の姿で、常設展示室に登場します。
　2/28（日）11:00～、13:00～（各40分程） ※要入館料

深川とっくり座
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3
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金
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新発売
水2/10

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
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。

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

豊洲の宵（とわいらいと）に笑いを届ける、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。今回は古今亭菊之丞をゲ
ストに迎えて開催いたします。
ゲスト：古今亭菊之丞　
出演：河内家るぱん、南亭八つ頭、三崎家桜の輔

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.105 66
歳以上対象

2/19（金） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

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

66
歳以上対象

第121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　

3/18（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、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭朝也

3/13（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　第1和室

料金：全席自由　友の会2,000円　一般2,500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に･･･。
出演：桂九雀　ゲスト：柳家東三楼

森下文化センターは改修工事のため、2016年8月1日（月）まで休館します。

66
歳以上対象

豊洲文化センター　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　※当日各500円増※2/14は全席自由・入場無料
出演：セルソ・マシャド《2/11（木・祝）、ラテン》、マルコ・メローニ《2/12（金）、バロック》、パブロ・マルケス《2/13（土）、クラシック》、フェスティバル参
加者《2/14（日）》

第6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　小ホール　全席自由　友の会 2,700円／一般 3,000円
2015年度のテーマ：「私と本」　芸術監督：執行伸宜　作品「あめが ふるとき ちょうちょうは どこへ」（振付：小林洋壱、出演：草間華奈・名越真夕）、作品「一滴」（振付・出演：浅野つかさ）、
作品「えっちな本」（振付：三浦太紀、出演：櫻井マリ・沼田晃平・佐々木健）、作品「詩によせる三つの情景」（振付：執行伸宜、出演：鷹栖千香・登坂太頼・武井久美子　ほか）

舞踊作家協会公演 第184回 4人の振付家による作品展

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 3,150円／一般 3,500円
出演：穂積磨矢子(ソプラノ)、山村晴子(ソプラノ）、宮川雅衣(ソプラノ)、木川翔(テノール)、佐藤圭(テノール)、平尾弘之(バリトン)、川井順一(バリトン)、
川井彩子(ピアノ)　曲目：蝶々夫人よりある晴れた日、ボエーム抜粋、情熱のカンツォーネをあなたに　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.182 穂積磨矢子～未来の星と共に～あったかいんだからコンサート

そ
の
他
の
施
設 

公
演

新発売
水2/10

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、柳家小里ん

砂町文化亭 柳家小三治一門会 66
歳以上対象

豊洲文化センター　シビックセンターホール　全席指定　友の会 3,150円／一般 3,500円
世代を超えて火花を散らす才能たちとのゴージャスな時間。Vol.4となる今回は、第1部をショーケース形式、第2部はトリプル・ビルとして上演。
振付：中島伸欣、小林洋壱、堤淳、浅井永希、長澤風海、草間華奈、石井初美 

東京シティ・バレエ団公演 シティ・バレエ・サロン Vol.4 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 2,250円／一般 2,500円　
※当日各300円増。対象年齢は3歳～大人。3歳以上は要チケット。
とびきり愉快な、知恵と勇気と友情の物語！　脚色：くすのき燕、大沢愛　演出：くすのき燕　出演：水野沙織、山根禄里、川野芽久美　ほか

ふれあいこどもまつり・人形劇団ポポロ ルドルフとイッパイアッテナ

豊洲文化センター　シビックセンターホール　全席自由　友の会・一般 500円　
J-POPから合唱曲まで幅広い曲を演奏します。見て、聴いて楽しいコンサートをお届けします。　
指揮：笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ：奥田和　出演協力：江東少年少女合唱団　曲目：春よ来い、雨に唄えば、サッカーによせて　ほか 

Koto Youth Choir 5th Concert

亀戸文化センター　カメリアホール　全席自由　友の会 2,250円／一般 2,500円　※当日各300円増。対象年齢は3歳～大人。3歳以上は要チケット。
黙劇を目撃！それがモクゲキ！ ノンバーバルコメディーパフォーマンスの祭典！ 国境と世代を越えたエンターテイナーが大集合！！雄弁なのに無口。言葉を使わ
ないのに面白い。それが「黙劇」　出演：ヘルシー松田、YEN TOWN FOOLs 、MUTE（from Thailand)、OSKa! 、toRmansion 、静岡市民クラウン

ふれあいこどもまつり・蒼い企画 シアタークラウンフェスティバルin亀戸「黙劇」

亀戸文化センター　カメリアホール　全席自由　友の会 900円／一般 1,000円　※当日各200円増
和太鼓奏者・富田和明が主宰する太鼓アイランド江東『弾！打から団』をはじめ、各地の太鼓アイランド有志が集い発表会を開催します。

太鼓アイランドフェスティバル 打一好祭2016

66
歳以上対象

66
歳以上対象

古石場文化センター
大研修室会場

江東シネマプラザ第36期
「我が青春のベストセレクション」

全席自由　友の会･一般　800円（全2回分）
夜の部 18：00昼の部 14：00

江東シネマ倶楽部

2/27（土）～3/26（土）

　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2～3月の上映会を予約なし
でご鑑賞いただけます。今期は、みな
さんの青春時代に活躍したスターた
ちの作品をセレクトしました。どうぞお
楽しみください。

　一見野暮だが誰からも愛さ
れる男のコミカルな人生を栗
山富夫監督が人情見豊かに綴
ったサラリーマン讃歌。ご存じ
ハマちゃん＆スーさんのコンビ
が贈るドタバタコメディ。

【モーニング上映会】
　会員の方はこの日に限り「昼の部」「夜の部」どちらの会員でもモーニ
ング上映会で映画を見ることができます。二名様以上のお申込みは、
ペア割引（一人450円）となります。この機会にお友だちとお誘い合わ
せの上、ぜひお申し込みください。

「釣りバカ日誌」©1988 松竹株式会社「釣りバカ日誌」©1988 松竹株式会社

「愛の讃歌」©1967 松竹株式会社「愛の讃歌」©1967 松竹株式会社

会員募集

2/27（土）
3/26（土）

釣りバカ日誌●

愛の讃歌★
栗山富夫
山田洋次

西田敏行、三國連太郎、石田えり
倍賞千恵子、中山仁、小沢昭一

上映日 作品名 監督 出演

※★音声ガイド付上映会　※●モーニング上映あり（1日3回上映）

全席自由　臨時会員券　友の会・一般　500円

2/27
（土）

監督：栗山富夫　
出演：西田敏行、三國連太郎、石田えり

江東シネマプラザ2月
釣りバカ日誌（昭和63年/93分）

夜の部 18：00昼の部 14：00モーニング 10：00

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 3,150円／一般 3,500円
出演：加羽沢美濃（ピアノ）、上野耕平（サクソフォン）
曲目（予定）：バッハ／Ｇ線上のアリア、ヴィードフ／サクソフォビア、リード／バラード、ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー 

ティアラ･クラシックス2016 加羽沢美濃 寺子屋クラシックスVol.2

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
出演：山田華麗（ソプラノ･デュオ）、川崎龍（ピアノ）
曲目（予定）：私のお父さん、私を泣かせて下さい、メモリー、ありのままで、サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 

ティアラ ワンコイン・コンサート2016 山田華麗 華麗なるソプラノ

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
2015年度のテーマ：「私と本」　
芸術監督・作舞：花柳面、萩谷京子　演奏：塩高和之　音楽：福原徹　美術協力：藤原ゆみこ

舞踊作家協会公演 第185回 ただ在りて＜白道の章＞

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　※当日一律3,500円
出演：ジュゼッペ・シリアーノ（アコーディオン）、下川れいこ（ピアノ）、斎藤寛子（ゲスト・ヴァイオリン）
曲目：ピアソラ、ガルデル、イタリア現代作曲家エンリコ・ブラッティのタンゴ

ティアラマンスリーコンサートVol.183 “Il Vento di Tango タンゴの風 ～イタリア・アコーディオン奏者を迎えて～”

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
予選を勝ち抜いた15組のバンドが演奏とパフォーマンスを競う江東バンドFESTIVAL。さてグランプリはどのバンドの手に？
ゲスト審査員：ROLLY（ギタリスト）　ゲスト出演：THE親父☆魂（第8回グランプリ）

第9回江東バンドFESTIVAL 粋でイナセないいバンド！

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
出演：佐脇武則（アルトサックス）、小谷教夫（ピアノ）、大表秀具（ベース）、山下暢彦（ドラム）、岩城修＆寺原美智恵（アルトサックス）、西村協（ボーカル）、小
松美夕祈（ボーカル）、北川アキ（ボーカル）　曲目：ニューヨーク・ニューヨーク、枯葉、素敵なあなた、ブラジル、上を向いて歩こう　ほか

佐脇武則presents 音楽（Jazz）で世界一周 “ジャズの楽しさと美しさを” 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 1,300円／一般 1,500円／こども（小学生以下） 500円　※2歳以下で大人のひざ上は無料。おむつ替え・授乳コーナーあり
歌・クラリネット・ピアノによる「らららトリオ」がお届けする、0歳から入場できるコンサート。こどもたちはもちろん、大人も一緒に「音楽って楽しい！」と感じ
る時間をお贈りします。　出演：江原陽子(ソプラノ)、森田由子(ピアノ)、伊藤裕悦(クラリネット)

らららトリオ ～ママといっしょに楽しいコンサート～

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 2,250円／一般 2,500円　
※当日各300円増。対象年齢は3歳～小学生。3歳以上は要チケット。
シャルル・ペロー原作の「シンデレラ」が美しい音楽とバレエで演出されこどもたちの心に広がる素敵なミュージカルになりました。

ふれあいこどもまつり・劇団東少 ミュージカル「シンデレラ」 美しい音楽とバレエで綴る幸せの物語

上方落語・九雀亭
2/23（火） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

だいすき まつり

三遊亭栄楽
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ミミヨリ情報

アーティストグッズプレゼント

計3名様

〒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。

応
募
方
法

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。

★今月号は「ティアラのすむまち」をお休みさせていただきます。

3/16 水

ティアラ友の会限定
東京シティ・フィルによる
プレミアム公開リハーサル

15：30～16：30（予定）　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料

※ティアラ友の会限定。要事前申込。未就学児は入場できません。

　東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
演奏会のリハーサルの模様をご見学いただき
ます。今回はティアラ友の会会員様限定の鑑
賞会です。東京シティ・フィル常任指揮者高
関健による名曲が作られていく過程を、どうぞ
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
（2/2（火）10：00から受付）　電話03-5624-3333

3/19 土

明治小学校マーチングバンド（金管バンド）
平成27年度ファイナルコンサート

13：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料　※要入場整理券

　小学生バンドと初共演！今年度のファ
イナルコンサートは世界を舞台に活躍
するトランペット奏者、アンドレ・アンリ
氏を迎えてお贈りいたします。
演奏 ： 明治小学校金管バンド＆OB,OG
（指揮／寺内理紗子）
特別演奏：アンドレ・アンリ氏ととも
に（指揮／戸村明徳）
曲目（予定）：福島弘和／梁塵秘抄～
熊野古道の幻想、ラヴェル／ボレロ、近衛秀健／行進曲 江戸　ほか　あらゆる
ジャンルの曲を演奏予定。
申込み：ティアラこうとう、江東区内各文化センター、総合区民センター窓口で
配布する入場整理券を持参のうえ、当日直接会場へ。（2/10から配布開始）
問合せ：ティアラこうとう　電話3635-5500

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

①陽二蓮
　（カメリアホール7/4公演）　
　ＣＤ／1名

②海援隊（7/5公演）
　サイン入り色紙／2名

〈しめきり〉2/29（月）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。

2016年2月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号3月号は2月26日頃発送予定です。
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江東区芸術提携団体

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2016年度ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）

ティアラこうとう定期演奏会（2015年度）

2/11（木・祝）
第44回

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

会場：ティアラこうとう　大ホール　14：00開演　全席指定

会場：ティアラこうとう　大ホール　14：00開演　全席指定

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　

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
オペラシティ定期演奏会

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
※第297回から江東区民は一般料金（S席～C席）各200円割引

ウィンター
2/19（金） 第295回
19：00開演

3/18（金） 第296回
19：00開演

ブラームス／交響曲第3番ヘ長調　ほか
指揮：秋山和慶　　ピアノ：江口玲

ドヴォルジャーク／レクイエム　指揮：高関健　
ソプラノ：中江早希　メゾ・ソプラノ：相田麻純　
テノール：山本耕平　バリトン：大沼徹　ほか

スプリング

5/14（土） 第297回
14:00開演

6/9（木） 第298回
19:00開演

7/5（火） 第299回
19:00開演

シベリウス／交響曲第7番、マーラー／大地の歌
指揮：高関健　メゾ・ソプラノ：小山由美　
テノール：小原啓楼

チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲　ほか
指揮：イジ ・̶シュトルンツ　ヴァイオリン：三浦 文彰

ブルックナー／テ・デウム、交響曲第9番
指揮：飯守泰次郎　
合唱：東京シティ・フィル・コーア　ほか

5/28(土)　
第45回　
※発売中

7/16（土）　
第46回　
※2/17新発売

2017/1/21（土）　
第47回　
※9/28新発売

2017/3/4（土）　
第48回　
※9/28新発売

モーツァルト／交響曲第 1番、ヴァイオリン協奏曲第 5番
「トルコ風」、交響曲第 41番「ジュピター」
指揮：高関健　ヴァイオリン：松田理奈

ショスタコーヴィチ／タヒチ・トロット(二人でお茶を）、
交響曲第 5番、チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第 1番
指揮：高関健　ピアノ：仲道郁代

ワーグナー／歌劇「タンホイザー」序曲、ラフマニノフ／ピ
アノ協奏曲第 1番〈改訂版〉、ベートーヴェン／交響曲第 7番
指揮 : 飯守泰次郎　ピアノ：篠永紗也子

吉松隆／サイバーバード協奏曲、ブラームス／交響曲第 2番
指揮：藤岡幸夫　サクソフォン：須川展也　
ピアノ：小柳美奈子　パーカッション：山口多嘉子

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（発売日は下表参照）
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
※第45回から江東区民は一般料金（S席～B席）各200円割引　

飯守泰次郎飯守泰次郎

高関健高関健

二代目林家木久蔵二代目林家木久蔵 佐々木新平佐々木新平

藤岡幸夫藤岡幸夫

① ②

ジュニアバレエ公演情報（3月号掲載予定）
ティアラこうとう・ジュニアバレエ団　第11回発表会　バレエ・コンサート
5/4（水・祝）15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
料金：友の会／ 1,800円　一般／ 2,000円

3/27 日 10:00～（予定）　ティアラこうとう　大会議室

前期オーディション

対象：小学校4年生～高校生
（バレエ経験：小学生は3年
以上、中学・高校生は5年以
上）。所属バレエ教室に通い、
先生の許可を得た方。
申込み：往復ハガキに①氏名
（ふりがな）②年齢③学年（平
成28年4月現在）④性別⑤身
長⑥経験年数⑦保護者名⑧住所⑨電話番号⑩所属バレエ教室を記入の上、ティアラ・
ジュニアバレエ教室係までご郵送ください。
〒135-0002　江東区住吉2-28-36　ティアラこうとう　ジュニアバレエ教室係　
電話03-3635-5500
しめきり：3/1（火）必着　※次回のオーディションは、平成29年3月を予定しています。

ティアラ・ジュニアバレエ教室

※申込状況により、
　詳細時間を決定いたします。

　東京シティ・バレエ団の団員が指導するティ
アラこうとう主催のバレエ教室です。様々な教
室に通っているこどもたちが刺激しあいなが
ら、バレエ技術の向上のためレッスンに励んで
います（4クラス制、レッスンは日曜日）。

「江東狂言の会」薪狂言　
区民参加狂言

～あなたも舞台に立ちませんか？～

　茂山家の狂言師と共演してみませ
んか。狂言師茂山正邦さんの直接指
導のもと、実際に狂言の装束などを
つけて出演できます。演目は『首引』
です。
募集人数：6名
参加資格：①～③すべてを満たす方
①区内在住または在学、在勤で16
歳～70歳の男女
②3回の練習および当日リハーサル、本番のすべてに参加できる方
　※練習：5/11（水）、12（木）、13（金）の19:00～20:15、
　当日リハーサル：5/14（土）16:00～
③裸眼もしくはコンタクトレンズ着用（めがね不可）
参加費：一般 8,000円　学生 6,000円
※狂言足袋代金（6,000円程度）別途がかかります。
申込み：江東区文化センターで受付　電話03-3644-8111　※応募多数の場合は抽選
しめきり：2/29（月）必着　※公演情報は1面をご覧ください。

　オーケストラの日2016スペシ
ャルコンサートや春らんまん寄席、
スタンプラリー等ご家族で楽しめ
るイベントを開催いたします。春
休みの一日、どうぞご家族皆さん
でお出かけください。

ティアラこうとう地域感謝祭

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2016 スペシャルコンサート」
3/20 開催日

出演：林家木久蔵　林家けい木
申込：ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333
※要事前申込み、先着順　（2/10（水）10：00から受付開始）

出演：木村林太郎
曲目（予定）：ロッホ・ローモンド、フラワーオブ・マハラリィ　ほか
※直接会場へ
※茶菓子付　先着100名様、直接会場へ
協力：江東区茶華道会
ジュニアオーケストラによるアンサンブルコンサートです。　
※先着順、直接会場へ

出演：ティアラ・ハルモニア・ヴォカーレ
曲目（予定）：春のうたメドレー　ほか　※先着順、直接会場へ

オリジナル千社札の作成。※先着100名様

春らんまん寄席

春のうた♪
ファミリーコンサート

アイリッシュハープ
ロビーコンサート

お抹茶を味わおう！

ティアラこうとうジュニアオーケストラ　
スプリングコンサート

スタンプラリー

千社札コーナー

イベント名（予定） 時　間 内　容

各コーナーに設置されたスタンプを3個以上集めた方に、ティアラこう
とうで開催するコンサート招待券を抽選でプレゼント。

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演
奏をお楽しみください。
※公演詳細は3面をご覧ください。

＝イベント一覧・申込み方法＝

14:00～

12:00～13：00

15:30～16：30

12:00～12：30

12:00～14：30

17:00～18:00

10:00～15：30

10:00～15：30

オーケストラの日2016
スペシャルコンサート（全席指定）５００円

1００円

1００円

入場無料

入場無料

入場無料

無料

大ホール

小ホール

地下1階
ロビー

その他

大会議室

♪その他にもケータリングカーでのクレープ・タコライス等の軽食販売を行います。ご家族で楽しみください。

参加者募集
　ティアラこうとうジュニアオーケストラは、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劇場主宰の
オーケストラとして2006年に設立されました。指揮・監督に佐々木新
平氏、スーパーバイザーにシティ・フィル桂冠名誉指揮者の飯守泰次
郎氏を迎え、次世代のこどもたちに音楽の素晴らしさを教えます。今
年9月の定期演奏会を目指して、一緒に演奏してみませんか。

小学4年生から大学2年生(春からの新学年)。江東区外からの参
加も可能。楽器を持参出来る方（一部有償楽器貸与あり）。
ヴァイオリン、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（★は貸出楽器あり。）

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

東京シティ・フィル楽団員の
指導で合奏を楽しみましょう！

対　　象

ティアラこうとう　音楽練習室　ほか練習会場

原則土曜日。月3回程度。練 習 日

半期（5～9月）27,000円　※別途教材費、楽器消耗品が必要受 講 料
ティアラこうとうジュニアオーケストラ担当　
電話03-3635-5500　※お気軽にお問い合わせください。

申込み･問合せ

募集楽器

団員
募集


