
▼6/9　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
木6/9
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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P A P E R

友の会／4,500円　一般／5,000円全席指定

木

新発売
金6/10

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

金

8

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

森下文化センターリニューアルオープン記念 下町ライブスペシャル

前田憲男とウィンドブレイカーズ  
スペシャルゲスト 雪村いづみ

26
9

3

　戦後の日本ジャズ界を牽引してきたジャズメンと、世紀の歌姫との
スーパーセッション。このサイズの会場で聴くことは、ほぼ不可能な豪華
共演をご堪能ください。

　今回はゲストに、大好評のサッチモ・トリビュート
バンドのトランペッター・鈴木雄大が登場！　古典か
らジャズ、ポップスで光るトランペットの音色、技法、
楽器を徹底解剖します。

グラシェラ・スサーナコンサート2016
～Amor…あの瞬間～

14:00・18:00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール

4
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

9

全席指定

ティアラこうとうジュニアオーケストラ第11回定期演奏会

友の会／800円　一般／1,000円　4歳～高校生／500円

　第１部では、ベートーヴェン作曲／交響曲第１番をメインに、オーケスト
ラの醍醐味をお楽しみいただきます。第２部では、チャイコフスキー作曲
／「くるみ割り人形」組曲をティアラこうとう・ジュニアバレエ団との共演
で、バレエ付きでお届けいたします。ますます磨きのかかったジュニアオ
ーケストラ、ジュニアバレエ団の華麗なバレエと共にお楽しみください。

金

9

18：30開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／4,500円　一般／5,000円全席指定

豊洲シビックセンターオープン1周年記念
コハーン・イシュトヴァーン＆
金子三勇士デュオリサイタル

23

　最もハッピーで心温まるジャズと言われている「デキシーランド・ジャズ」の大御所・故薗田憲一が
1960年にデキシーキングスを結成。世界の民謡から日本の童謡、唱歌、その他ジャズになる可能性の
ある曲は見事にデキシーに消化し、見る人・聴く人を楽しませるステージは各地で好評を得ています。
　今回はゲストに今春真打に昇進した林家たけ平師匠とヴォーカルFUMIKAを迎えます。

全席指定

薗田憲一とデキシーキングス
～Live In Camellia Part.16～

15：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／4,500円　一般／5,000円

ティアラこうとうチケットサービス

先行
木6/9

先行
木6/9

44
歳以上対象

1
木

19：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

9

全席指定

岩波ホール発　白石加代子「百物語」アンコール
第六話　南條範夫「燈台鬼」／第二十七話　筒井康隆「五郎八航空」

友の会／4,000円　一般／4,500円

　白石加代子「百物語」の第二章が始まります。22年かけて上演してきた99本のベストコレク
ション。今回は抱腹絶倒「五郎八航空」、身の毛もよだつ「燈台鬼」。涙と笑いの豪華2本立て!!

「百物語」について
明治から現代の日本の作家の小説を中心に「恐怖」というキーワードで選び、それを白石加代子が朗読
するという形で出発した。朗読という枠を超えた立体的な語りと動きで人気を博す。2014年、泉鏡花「天
守物語」をもって第99話である最終話を語り終えた。1995年から、実に22年もの歳月を経て完走。

　ダウン・タウン・ブギウギ・バンドでの鮮烈なデビューから40年。竜童組、宇崎竜童＆RUコネクション
WITH井上堯之など精力的な活動で聴衆を魅了し続け、また多数のアーティストや映画・舞台などへ
楽曲を提供する音楽家として目覚ましい活躍を続けてきた宇崎竜童が、ギターの弾き語りと自身の歌
声だけで見せる大人のためのステージ。

先行
木6/9

66
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
木6/9

66
歳以上対象

先行
木6/9

66
歳以上対象

先行
木6/9

66
歳以上対象

先行
木6/9

66
歳以上対象

先行
木6/9

宇崎竜童宇崎竜童宇崎竜童

白石加代子白石加代子白石加代子

第10回定期演奏会より第10回定期演奏会より第10回定期演奏会より佐々木新平佐々木新平佐々木新平

ウインドブレイカーズウインドブレイカーズウインドブレイカーズ

コハーン・イシュトヴァーンコハーン・イシュトヴァーンコハーン・イシュトヴァーン
金子三勇士
ⓒAyaｋo Yamamoto
金子三勇士
ⓒAyaｋo Yamamoto
金子三勇士
ⓒAyaｋo Yamamoto

雪村いづみ雪村いづみ雪村いづみ前田憲男前田憲男前田憲男

加羽沢美濃加羽沢美濃加羽沢美濃 鈴木雄大鈴木雄大鈴木雄大

玉川奈々福（撮影　森幸一）玉川奈々福（撮影　森幸一）玉川奈々福（撮影　森幸一）

春野恵子春野恵子春野恵子

薗田憲一とデキシーキングス薗田憲一とデキシーキングス薗田憲一とデキシーキングス

林家たけ平林家たけ平林家たけ平 FUMIKAFUMIKAFUMIKA

予定曲目：港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ、ロックンロール・ウィドウ、想い出ぼろぼろ、イミテイション・
ゴールド　ほか

構成・演出：鴨下信一　出演：白石加代子

11
日

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール

9

全席指定

宇崎竜童　弾き語りLIVE2016
JUST GUITAR JUST VOCAL

友の会／4,950円　一般／5,500円

出演：コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）、金子三勇士（ピアノ）
曲目（予定）：バルトーク／ 6つのルーマニア民族舞曲（デュ
オ）、ブラームス／コハーン編曲：ハンガリー舞曲第1･5･6
番（デュオ）、リスト／ハンガリー狂詩曲第2番（ピアノ・ソロ）

土

15：０0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

ティアラ・クラシックス2016
加羽沢美濃の寺子屋クラシックス
～トランペット徹底解剖～

66
歳以上対象

土

9

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増全席指定

17
土

8
27

　恒例、いま最もイキのいい女流浪曲師、玉川奈々福+春野恵
子の浪曲イベントも今年で七回目！
　今年はゲストなし、2席ずつでがっつり勝負を賭けます。
　奈々福の「関東節」と恵子の「関西節」。三味線がきらめき、節
が渦巻き、笑い、涙、怒り、喜びがほとばしる……。初めて聞く方
も、眼からウロコ！ 浪曲の魅力満載でお送りします。

　金子三勇士が豊洲シビックセンターホールに再び登場
です。今回は世界でも数少ないクラリネットソリストのコ
ハーン・イシュトヴァーンとの共演です。ハンガリーの音
楽院大学で学んだ若手二人がピアノとクラリネットで、ハ
ンガリーを代表する曲を中心にお届けします。

曲目（予定）：アドロ、サバの女王、忘れな草をあなたに、時計を止めて、
花祭り　ほか

　もの悲しいギターの音色に導かれ、哀愁の低音で歌う「アド
ロ」や「サバの女王」がミリオン・ヒット。スサーナの独特の日本
語は、歌の持つ情感をいっそう深め、私たちの心にまっすぐ響い
てきます。

出演：玉川奈々福（曲師：沢村豊子）、春野恵子（曲師：一風亭初月）

出演：薗田憲一とデキシーキングス／薗田勉慶（リーダー・トロンボーン）、楠堂浩己
（ドラムス・ウォッシュボード）、筒井政明（トランペット）、永生元伸（バンジョー）、白石幸司（ク
ラリネット・ソプラノサックス）、河合勝幸（チューバ）　ゲスト：林家たけ平、FUMIKA
予定曲目：ストライク アップ ザァ バンド、白い渚のブルース、アニー ローリー、
　　　　　浜辺の唄、タイガー ラグ　ほか

出演：前田憲男（ピアノ）、荒川康男（ベース）、ハル斉藤（テナーサックス）、
稲垣次郎（テナーサックス、フルート）、原田忠幸（バリトンサックス）、数原晋
（トランペット）、河東伸夫（トランペット）、西山健治（トロンボーン）、稲垣貴庸
（ドラムス）
スペシャルゲスト：雪村いづみ（ヴォーカル）※出演者は、予告無く変更になる場合がございます。

出演：加羽沢美濃（作曲・ピアノ）
ゲスト：鈴木雄大（トランペット）
予定曲目：E.コーツ／スリーピー・ラグーン、N.ロッソ／星空のト
ランペット、G.ヴェルディ／歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲、M.デ
イビス／死刑台のエレベーター、B.ティモンズ／モーニン　ほか

日
日
土
日
土
水
金

土
木
土

8/27
9/1
9/3
9/4
9/4
9/10
9/11
9/17
9/21
9/23

薗田憲一とデキシーキングス
岩波ホール発 白石加代子「百物語」アンコール
加羽沢美濃の寺子屋クラシックス
ティアラこうとうジュニアオーケストラ第11回定期演奏会
和楽器演奏集団 独楽～冬来たりなば、春遠からじ～
グラシェラ・スサーナコンサート2016 ～Amor…あの瞬間～
宇崎竜童 弾き語りLIVE2016
浪曲タイフーン！ vol.7
デュオ・メリスギターリサイタル
コハーン・イシュトヴァーン＆金子三勇士デュオリサイタル

浪曲タイフーン！ vol.7
～勝負賭けます がっつり2席ずつ～

新発売
金6/10

10
土

9

指揮：佐々木新平　ゲスト：ティアラこうとう・ジュニアバレエ団
曲目：チャイコフスキー／スラブ行進曲、ベートーヴェン／交響曲第１番、
チャイコフスキー／「くるみ割り人形」組曲（バレエ付き）



新発売
金6/10

新発売
金6/10

新発売
金6/10

新発売
金6/10

新発売
金6/10

新発売
金6/10

新発売
金6/10

新発売
金6/10

18日 19:０0
19日 15：00
開演

土・日

6
18・19

18:30
開演

金

6
3

15:00
開演

土

6
4

14:00
開演

土

6
11

16:00
開演

日

6
12

15:00
開演

火

6
21

19:00
開演

金

6
24

金～日

6
17～19

C IN EM AC IN EM A

17日 19:０0
18日 17:０0
19日 15:０0
開演

先行
木6/9

16:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／1,200円　一般／1,500円　高校生以下／600円　※3歳以上は有料

江東少年少女合唱団
第26回サマーコンサート

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

8
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／2,250円　一般／2,500円　※当日各500円増

和楽器演奏集団 独楽
～冬来たりなば、春遠からじ～

9
4

日

出演予定：植木陽史（和太鼓）、京極由加（津軽三味線・唄）、川口真満（箏）、川崎
貴久（尺八）、大升陽一郎（篠笛・獅子舞）、岡本綾香（和太鼓）、寺尾智也（和太鼓）

お問い合わせ：東京シティ・バレエ団　電話03-5638-2720
http://tokyocityballetcompetition.com/

　次代を担う若いダンサーたちの活
躍を見届けてみませんか。今年は「プ
レ・コンペティション」部門を新設し
ました。8/24（水）プレコンペティショ
ン・コンペティション予選、25（木）予
選、26（金）決選を実施します。時間等
の詳細は決定次第、東京シティ・バレ
エ団全国バレエコンペティションホー
ムページにて発表いたします。

　和太鼓を中心に津軽三味線・箏・尺八・唄などを加え、今
までにない独自の世界観を創りあげてきた「和楽器演奏集団 
独楽」。今年で11回目を迎える亀戸公演。2016年も力強く賑
やかに、皆様を魅了するステージをお届け致します！！

Viva la Musica 2016
宮本史利コンサート
イタリア音楽の調べ～イタリアン・コメディはお好き？～

9
10
土

時間未定　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般／予選・決選通し券2,000円　

※プレコンペティション部門は入場券無しでご入場いただけます。

第3回東京シティ・バレエ団
全国バレエコンペティション

8
24～26
水～金

15:00開演　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：宮本史利（バリトン）、大嶋千暁（ピアノ）
予定曲目：ロッシーニ／セヴィリヤの理髪師より「私は町の何でも屋」、シンデレラより「お
前たちのどちらかが」、プッチーニ／ジャンニ・スキッキより「声は瓜二つだったか」　ほか

　「むかしの暮ら
し～懐かしの昭
和～」展に関連し
て、古き良き昭
和初期の流行歌
にこだわる髙島
3兄弟によるユ
ニット「東京大衆
歌謡楽団」によ
る古賀メロディなど、数々の名曲をお送りします。

14：00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

「むかしの暮らし～懐かしの昭和～」展　関連イベント　
東京大衆歌謡楽団「昭和歌謡を唄う」

8
9
火

新発売
金6/10

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／2,300円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

素浄瑠璃の会　復曲浄瑠璃
｢花魁莟八総　伴作住家の段」

9
22
木

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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）

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

カタヤマケイジ・コンサート2016
“あの夏へ”～数々の名曲たちと共に～

8
27
土

　中国・香港・台湾での
大ヒット曲「リンダ」「一路
上有你」等のオリジナル曲
と、世代・時代・ジャンル
を越え皆さんの心に生き
続ける名曲たちを、カタヤ
マケイジの歌と楽しいお
喋りでお贈りします！

出演：カタヤマケイジ
曲目：君といつまでも、真夏の果実、シーズン・イン・ザ・サン、何
も言えなくて…夏、ギャランドゥ、いちご白書をもう一度、ひとり咲き、
星のフラメンコ、シーサイドバウンド、空に太陽がある限り　ほか

古石場文化センター
大研修室会場

江東シネマプラザ第37期
「銀幕に華咲く女優たち」

全席自由　友の会・一般　1,400円（全4回分）

夜の部 18：00モーニング 10：00 昼の部 14：00

江東シネマ倶楽部

6/25（土）～9/24（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入会
いただくと6～９月の上映会を予約
なしでご鑑賞いただけます。今期は
スクリーンを華やかに彩る女優特
集！どうぞお楽しみください。

　平穏な家庭で過ごしていると信じきってきた女子
大生・桑原ゆみ子は友人から父に若い愛人とこどもま
でいることを聞かされ愕然とする。愛人の家を訪ねた
ゆみ子は、愛人の弟の宗雄に出会い、父と愛人が本当
に愛し合っていることを知るのだった。
【モーニング上映会】
この日に限り「昼の部」「夜の部」どちらの会員もモーニング上映会に
参加することができます。2枚以上のご予約でお得なペア割引（おひ
とり450円）があります。この機会にお友だちをお誘い合わせの上、ぜひお申し込みください。

夜の部会員募集

6/25（土）
7/23（土）
8/27（土）
9/24（土）

乳母車※

結婚のすべて
潮騒※★

秋日和

田坂具隆
岡本喜八
森永健次郎
小津安二郎

芦川いづみ、石原裕次郎、新珠三千代
雪村いづみ、新珠三千代、上原謙
吉永小百合、浜田光夫、菅井一郎
原節子、司葉子、岡田茉莉子

上映日 作品名 監督 出演

※モーニング上映あり（１日３回上映）　★音声ガイド付上映会（モーニング、昼の部のみ）

全席自由　臨時会員券　友の会・一般　500円

6/25
（土）

監督：田坂具隆　出演：芦川いづみ、石原裕次郎、新珠三千代

江東シネマプラザ6月
乳母車（昭和31年／110分）

夜の部 18：00昼の部 14：00

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

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 2016
後藤雅広　白石幸司　
スインギン・クラリネット・デュオPart.20

9
8
木

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）
予定曲目：恋人よ我に帰れ、小さな花　ほか

　こどものうた、唱歌、合唱曲など懐かしいあの曲、口ずさんでし
まう曲等、聴きなじみのある選曲でおおくりします。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。

　20世紀最高のソプラノ歌手の一人、ミレッラ・フレーニの
下で歌の研鑽を積み、2015年には61回の歴史を持つ｢フェス
ティバル・プッチーニ｣の歌劇「ジャンニ・ステッキ」にタイト
ルロールで出演。イタ
リアでも各地のコンサ
ートに出演するバリトン
歌手によるコンサート
です。

　毎回のお客様のご声援で無事Part.20を迎えることできまし
た。さらに進化していきます！
　2本のクラリネットがハモったり、からんだり、時にやさしく、
時にはげしく、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：江東少年少女合唱団
指揮：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　出演協力：Koto Youth Choir
曲目（予定）：気球にのってどこまでも、おてもやん　ほか

19：０0開演　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

第7回イーストエンド国際ギターフェスティバルプレコンサート
デュオ・メリスギターリサイタル

9
21
水

　世界最高と評されるギターデュオ、あの「デュオ・メリス」が
再び豊洲に舞い降ります！
　スサナとアレクシスの"あうんの呼吸"で紡がれる演奏は、そ
れがギターであることを忘
れてしまうほど上品で美し
く、そして力強くも繊細で
切れ味鋭い演奏です。二人
の音楽に触れて、"世界最
高"を体感してください！

　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
瑠璃が94年ぶりに甦る!　犬塚伴作(番作)、信乃親子の壮絶な別
れを描く一段を、解説、対談付きで分かりやすく聴かせます。

出演：「デュオ・メリス」スサナ・プリエト（スペイン）＆アレクシス・
ムズラキス（ギリシャ）
曲目（予定）：A.ピアソラ／ブエノスアイレスの冬、M.DE.ファリャ／はかなき人生より出演：太夫　竹本千歳太夫　三味線　野澤錦糸

宮本史利宮本史利

和楽器演奏集団　独楽和楽器演奏集団　独楽

太夫　竹本千歳太夫太夫　竹本千歳太夫 三味線　野澤錦糸三味線　野澤錦糸

前回の舞台より前回の舞台より

大嶋千暁大嶋千暁

　「おまえの命は明日まで
だ」死神に言われた女中おす
わ。さあ、どうする！？
　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」の第42
回目公演は「おすわどん」。温
かく、懐かしいパワフルな舞台をぜひご覧ください。

※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。
6月19日（日）　11:00～、13:00～（各40分程）　要入館料

5日19:00、6日14:00・19:00、7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（友の会・一般当日500円増）　中・高校生／1,500円

小学生以下／1,000円　※開演１時間前から入場整理券を配布します。

深川とっくり座公演42回目
「おすわどん」

8
5～7
金～日

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 3,600円／一般 4,000円
おなじみの春風亭小朝とバラエティの清水ミチコという他では見られない組み合わせが実現！　前半は小朝が
たっぷりと巧みな語り口で落語を聴かせ、後半は清水ミチコがモノマネを含めた楽しいピアノの弾き語りで大
爆笑のステージを繰り広げます。

春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会 ～落語とピアノバラエティ～

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
ゲストにピアニスト近藤嘉宏さんをお招きし、ピアノの歴史、奏法、性格診断など、ピアノを徹底解剖します！
出演：加羽沢美濃（作曲･ピアノ）　ゲスト：近藤嘉宏（ピアノ）
曲目（予定）：ショパン／ポロネーズ第6番変イ長調「英雄」、ノクターン第20番嬰ハ短調「遺作」　ほか

ティアラ・クラシックス2016 加羽沢美濃の寺子屋クラシックス ～ピアノ徹底解剖～

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会 1,000円／一般 2,000円／小中学生 1,000円
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」が贈る名曲ぞろいのコンサート。
指揮：山本武雄　曲目：ショスタコーヴィッチ／祝典序曲作品96、エルガー／威風堂々　第1番、ビゼー／カ
ルメンファンタジー　ほか

東京ブラスソサエティ 創立44周年 第40回記念定期演奏会

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5,400円、A席4,500円／一般 S席6,000円、A席5,000円
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30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 5,850円／一般 6,500円
曲目（予定）：ROSE、愛のままで…、忘れもの、あまり突然だから、月のしづく　ほか

人生いくつになっても、いつも青春… 秋元順子バースデーコンサート

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 4,950円／一般 5,500円
曲目（予定）：Love Story (映画「ある愛の詩」より)、Besame mucho、抑え難い欲望(ミュージカル「ダンス・オブ・ヴァンパイア」
より)、Man of La Mancha（ミュージカル「ラ・マンチャの男」より）、Bui-Doi（ミュージカル「ミス・サイゴン」より）　ほか

ミュージカル界の革命児 上原理生コンサート2016

44
歳以上対象

ティアラこうとう　大会議室　全席自由　友の会 1,300円／一般 1,500円
表現豊かなコンテンポラリーダンスを一緒に楽しみましょう。※トークあり
出演：真島恵理バレエスタジオ生徒　ゲスト：水島渓（ウメダヒサコ　ジャズダンスミックスファクトリー）、
塙睦美（石井清子バレエ研究所）、熊谷拓明（踊る『熊谷拓明』カンパニー）

ダンス・エマージ Kotos VOL.3

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／学生（小中高） 3,000円　※当日各500円増
伝説の2003年初ライブ以来、’０9・’12年に続き、四度目の開催となる。今回は何が飛び出すのか？あなたを
不思議な太鼓世界へと導くコンサート。どうぞお見逃しなく！　出演：富田和明（打組）、齊藤栄一（鼓童）

富田和明太鼓芸能生活39周年記念公演 和太鼓トーク齊富2016

「乳母車」©日活

「潮騒」©日活

さいと

エルネスト

完売

はなのあにつぼみのやつふさ ばんさくすみかのだん

森下文化センターリニューアルオープン記念

先行
木6/9

完売御礼

完売御礼
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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
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

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。

そ
の
他
の
施
設 

公
演

66
歳以上対象

IN
TE

RVIEW

4面インタビュー

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 1,800円／一般 2,000円
出演：林晶子（ソプラノ）、阿部真弓（ヴァイオリン）、齋藤初美（ピアノ）
曲目：山田耕筰／中国地方の子守唄、鐘が鳴ります、R.シューマン／「ミルテの花」より献呈、くるみの木、「リー
ダークライス」より異郷にて、G.プッチーニ／「トゥーランドット」より　お聞きください王子様　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.186 林晶子ソプラノリサイタル

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
第一部～それぞれの手帳～　花柳面作品『海を、空を、大地を』、ペ・ジオン作品『いにしえの恋文』、ケイ・タ
ケイ作品『宮沢賢治／手帳より｢つめ草の踊り」』　
第二部『失われた手帳』構成・振付：石川須姝子　振付：田中いづみ

舞踊作家協会第187回

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
指揮：土田政昭　
曲目：チャイコフスキー／交響曲第5番、メンデルスゾーン／真夏の夜の夢より、シベリウス／カレリア序曲 

江東フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会

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
出演：FUMIKA（ヴォーカル）、佐久間和（ギター）、山本琢（ピアノ）、加藤人（ベース）、薗田勉慶（トロンボーン）　
曲目：スマイルは合言葉、笑顔でいよう、Fly Me To The Moon、Love　ほか

ティアラ JAZZ LIVE 2016 FUMIKA スマイルコンサート Parｔ.9 ～笑顔が一番！～

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 1,８00円／一般 2,000円
出演：梅原佐妃子（ソプラノ）、相田久美子（ピアノ）　
曲目：成田為三／浜辺の歌、大中寅二／椰子の実、ロッシーニ／約束、プッチーニ／歌劇「つばめ」より　ドレッ
タの美しい夢　ほか（予定）

ティアラマンスリーコンサートVol.187 梅原佐妃子ソプラノリサイタル

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 4,320円／一般 4,800円
BIG MAMA YUKAと呼ばれる日本のゴスペルシンガーの第一人者、亀渕友香を中心に1993年に結成され
たゴスペルを主とするクワイヤー「VOJA」による、パワフルかつソウルフルなコンサート。

亀渕友香＆VOJA VOJA FESTIVAL 2016

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会・一般 500円
江東区立明治小学校マーチングバンドが中心となり、地震災害で苦しむ九州熊本を支援するためチャリティーコンサートを開催します。このコンサートの
入場料は全て義援金にあてられます。 出演：明治小学校マーチングバンド＆OB・OG、江東青少年吹奏楽団（1日だけの再結成）、アンドレ・アンリ氏（特
別ゲスト）　指揮：戸村明徳　曲目：序曲1812年、新世界より第4楽章、明日があるさ、五木の子守歌（熊本民謡）、黒田節、あんたがたどこさ　ほか

明治小学校マーチングバンド 熊本地震災害支援チャリティーコンサート

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 1,400円／一般 1,600円
今年で12回目になる「スーパーセッション」。プロ・アマ入り乱れ即席8バンドを構成し、様々なジャンルの曲で
熱いライブを繰り広げます！
出演：カタヤマスピリッツ！、Pin's Bar、谷川シローほか、ステキなセミプロ＆アマチュアミュージシャン達　

カタヤマスピリッツ！＆Pin's Bar主催 第12回 if スーパーセッション in ティアラ

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 3,150円／一般 3,500円／江東区民 3,300円
指揮：飯守泰次郎　演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　ソプラノ：平井香織　
メゾソプラノ：谷口睦美　テノール：又吉秀樹　バス：斉木健詞　合唱：ティアラこうとう真夏の第九合唱団　
曲目：ベートーヴェン／交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱付き」　ほか　合唱指揮：四野見和敏

真夏の第九こうとう2016

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 2,700円／一般 3,000円／江東区民 2,800円
出演：小野明子（ヴァイオリン）、弦楽クインテット【野田明斗子（1stヴァイオリン）、浮村恵梨子（2ndヴァイオリ
ン）、長田健志（ヴィオラ）、山根風仁（チェロ）、井上大貴（コントラバス）】、碓井俊樹（チェンバロ）　
曲目(予定)：ヴィヴァルディ／四季　ほか

～小野明子&フレンズ～Vol.2 “ちょっと贅沢に、室内楽”

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　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　※3歳以上は有料です。3歳未満のお子様でもお席が必要な場合はチケットをお買い求めください。※当日は授乳室、ベビーカー置き場のご用意があります。
第1部：フンパーディンク／歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲、J.シュトラウス2世／ポルカ「狩り」　ほか
第2部：E7系っていいな、パンダうさぎコアラ、キッチンオーケストラ　ほか　

０歳から入場OK! 東京シティ・フィルのクラシックコンサート 夏休みファミリーコンサート

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 1階席5,400円、2階席4,500円／一般 1階席6,000円、2階席5,000円
出演：佳山明生　ゲスト：マジッシャン一文字、星星（しんしん）、瀬尾ひろ菜　スペシャルゲスト：斉藤功（ギ
ター）　司会：中尾美穂　曲目：氷雨、通い雨、男の水割り、わすれ傘、弾き語り、思惑、わがまま、片割れ月、泣
きながら夢を見て、こんな女のブルース、ひざかけ、歌一生、想い出たずね人　ほか

佳山明生44thコンサート

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5,850円、S席4,950円／一般 SS席6,500円、S席5,500円
「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！
曲目（予定）：鳥取砂丘、松島紀行、島根恋旅、大和路の恋　ほか

水森かおりコンサート ～歌謡紀行～

66
歳以上対象

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
「トゥーランドット」・「蝶々夫人」の作曲家プッチーニが書いた秀作二作品、悲劇と喜劇を一度に楽しめます。
出演：星野由香里・細沼初美・木村聡・山口邦明　ほか　
ピアノ：中田桂・河合良一　演出：土師雅人　主催・制作：NPO法人江東オペラ

第17回江東オペラハイライト プッチーニ作曲 歌劇「修道女アンジェリカ」・歌劇「ジャンニスキッキ」

55
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、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：一般料金から各200円引
演出・振付：石田種生（プティパ、イワノフ版による）　再演演出：金井利久　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：オデット・オディール／志賀育恵（９日）、中森理恵（１０日）　ジークフリード王子／黄凱（９日）、キム・セジョン（１０日）

東京シティ・バレエ団 「白鳥の湖」全4幕 ～大いなる愛の讃歌～

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会 4,000円／一般 4,500円
脚気の特効薬オリザニン（現在のビタミンB1）の発見は、ノーベル賞も夢ではない、と言われた。
研究ひとすじの鈴木梅太郎と妻・須磨子の人間ドラマ。
出演：加藤剛、加藤頼、有馬理恵　ほか

劇団俳優座公演 「先生のオリザニン」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 3,240円／一般 3,600円
三者三様の魅力で笑わせます！泣かせます！
いつの時代も変わらぬ噺家の心意気、話芸にご期待ください。

特撰落語名人会 柳家さん喬・三遊亭白鳥・春風亭一之輔 66
歳以上対象

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(3歳～小
学生) 1,000円　※ひざ上鑑賞に限り、満2歳までのお子様は無料です。
第一部はプロコフィエフ作曲、音楽劇「ピーターとオオカミ」。一昨年好評だった演目を新しい演出・台本により、ミュージカル仕
立てでお送りします。 第二部は誰もが知っている名曲や、ジブリ等アニメソングのほか、一緒に唄って踊れる曲をお届けします。

コンサート・バンビーニVol.11 東京シティ・フィルPRESENTS 音楽とダンスで贈る こどものための音楽劇「ピーターとオオカミ」

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 4,500円／一般 5,000円
生涯現役。年齢を重ねますます円熟味を増す菅原洋一。「今日でお別れ」「知りたくないの」「誰もいない」など心
に残る名曲、ヒット曲の数々…!抜群の歌唱力、歌声で魅了するステージをお楽しみください！
出演：菅原洋一　ピアノ：大貫祐一郎

菅原洋一コンサート

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　※当日各500円増
宝塚歌劇団OGによる、宝塚の名曲からジャズ、ラテン、シャンソンなど。耳馴染みのある名曲を華麗なレビュー
ショー仕立てでお楽しみください。　構成・演出：月城奈美　出演：夢輝のあ、鳴海じゅん、羽純るい、梅園紗
千　曲目（予定）：愛あればこそ、小雨降る径、夜のタンゴ、ベサメムーチョ、アマポーラ　ほか

ブルーモーメント〈BLUE MOMENT〉 ～宝塚との出逢い～

66
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席自由　友の会 2,700円／一般 3,000円／中学生以下 2,000円
「魅惑（JAZZ）と疑惑（Magic）の下町娯楽バンド」をキャッチフレーズに地元・森下で活動中。迫力のビッグバンドサウ
ンドをお楽しみください。
出演：オブサンズ・ジャズ・オーケストラ　司会・マジック：ボナ植木（ナポレオンズ）　ゲスト：クミコ

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ 定期演奏会

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席自由　友の会・一般 500円
結成30年を迎えた江東マンドリンクラブは、江東区を拠点に意欲的に演奏活動を続けています。優しく味わい
深いマンドリンアンサンブルの響きをお楽しみください。
曲目：詩人と農夫、ラ・クンパルシータ、オリーブの首飾り　ほか

江東マンドリンクラブ 第23回定期演奏会

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　※当日各500円増
白くて、甘い香り、ジャスミンの花をお母さんに捧げる。ジャスミン花の歌を始め、江南地方の歌、蘇州評弾を唄
う。爽やかな音楽の中で、ご来場の皆さんと共に過ごしたい。
出演：陽二蓮（歌）、劉錦程（揚琴）、王明君（笛）、姜小青（古筝）、汪成（二胡）

陽二蓮 歌の世界vol.23「茉莉花」 余韻漂う歌声

しあわせ

ヤンアーレン

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　※小学生以上対象の内容となります。
童謡、唱歌、世界の優れたこどもの名曲は、時を経ても、それぞれの世代の心の中に刻まれています。それら名曲の数々を長
年にわたって、歌い継いでいる「眞理ヨシコ」が皆様に贈るコンサートです。　出演：眞理ヨシコ（歌）、篠崎仁美（ピアノ）　
ゲスト：坂下忠弘（歌）　曲目（予定）：美しい日本語・みんなのうた、御伽歌劇「創作・竹取物語」、みんなで唱おう　ほか

童謡唱歌コンサート Part.3 ～眞理ヨシコと音楽仲間たち～

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 3,200円／一般 3,500円　※当日各500円増
ジャズの本場ニューヨークから横綱級サックス奏者２人が来日。正統派モダンジャズの名曲を強力なサックスバ
トルで演奏します。　出演：ビンセント・ハーリング（アルトサックス）、エリック・アレキサンダー（テナーサッ
クス）、小林陽一（ドラムス）、田窪寛之（ピアノ）、金森もとい（ベース）

グッドフェローズ フィーチャリング ビンセント・ハーリング エリック・アレキサンダー ジャズコンサート

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会・一般 3,000円
マンボの王様「ペレス・プラード」の残した数々の名曲を引っさげて来日する、本家本元「ペレス・プラード楽団」
の生誕100年、来日60年記念コンサート。
曲目：エル・マンボ、マンボNo.5、マンボNo.8、ベサメ・ムーチョ、闘牛士のマンボ、タブー　ほか

宝くじ文化公演 ペレス・プラード楽団

夢の島公園陸上競技場　ブロック指定　友の会 8,000円／一般 8,800円／小学生 1,200円／江東区民 
8,300円　※雨天決行・荒天中止・レジャーシート付。未就学児入場無料・小学生のみでの入場不可
出演：葉加瀬太郎、藤井フミヤ、清木場俊介、押尾コータロー、May.J、Kalafina、カサリンチュ、クリス・ハート、LE VELVETS、新山詩織　ほか

情熱大陸SPECIAL LIVE SUMMER TIME BONANZA’16

夢の島公園陸上競技場　ブロック指定　友の会 8,000円／一般 9,500円／小学生 1,200円／親子チケット10,000円（一般1名・
小学生1名）／江東区民 8,300円　※雨天決行・荒天中止・レジャーシート付。未就学児入場無料・小学生のみでの入場不可
出演（予定）：ムーンライダーズ、東京スカパラダイスオーケストラ、Ykiki Beat、METAFIVE、電気グルーヴ、
大森靖子、GLIM SPANKY、スチャダラパー、ポカスカジャン　ほか

WORLD HAPPINESS 2016 夢の島 THE LAST

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 S席5,400円、A席3,600円／一般 S席6,000円、A席4,000円
様々な恋物語が交錯するラブコメディ。一夜の祭りをキャスト一同が巻起し、気がつけば観客も参加していた、
といった楽しい作品創りを目指します。ぜひご期待ください。　
演出：倉本朋幸　出演：山本一慶、章平、伊崎龍次郎、康喜弼　ほか

ウィリアム・シェイクスピア 夏の夜の夢

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 4,400円／一般 4,800円　※8/4,5のみ親子指定席（大人3,800円、こども
（高校生まで）2,700円）あり。　※2歳以下は保護者ひざ上可（ただし、ひざ上に座って保護者より頭が上に出る場合は別席を予約してください。）
オーディションで選ばれた小学生から大人までが、プロのミュージカル俳優と共演し、本格ミュージカルを上演しま
す。本番までの約10ヶ月間、毎週日曜日に稽古を重ねた未来のスター達の、ミュージカルステージデビューです！　

みんなのミュージカル ホンク！

66
歳以上対象

66
歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 4,000円／一般 4,500円　
※当日各500円増、夜の部は友の会・一般4,000円
脚本：横澤祐一　演出：丸山博一　出演：劇団東宝現代劇75人の会

劇団東宝現代劇75人の会 第30回公演 「坂のない町－深川釣船橋スケッチ－」

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：サッチモ・トリビュート・バンド／鈴木雄大（トランペット）、木村ともか（ピアノ）、平原慎士（ギター）、吉
峯勇二郎（ベース）、會川直樹（ドラム）　
曲目（予定）：ハロー・ドーリー、明るい表通りで、久しぶりね、この素晴らしき世界、ムーン・リヴァー　ほか

ティアラ ワンコイン･コンサート2016 サッチモ・トリビュート・バンド ～ジャズの王様ルイ・アームストロングに捧げるコンサート！～

15th Anniversary
アサヒビール presents

残席わずか



66
歳以上対象

66
歳以上対象

33
歳以上対象

ミミヨリ情報

落語公演情報

勢いあふれる注目ダンサー 中森理恵さん

66
歳以上対象
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アーティストグッズプレゼント

計4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。
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7月9日(土)10日(日)　東京シティ・バレエ団「白鳥の湖」全幕

オデット／オディールは初役と伺いました。まずは役が決まった際の率
直なお気持ちをお聞かせください。

何十年も愛されている｢白鳥の湖｣を主演できるということに、素直に
嬉しいと同時に光栄に思いました。

中森さんはこれまで、「ロミオとジュリエット」、「ジゼル」など数々のタ
イトルロールを演じてきましたが、不朽の名作と知られる「白鳥の湖」
の主役を演じるにあたり、これまでとの違いはありますか。

｢ロミオとジュリエット｣や｢ジゼル｣では実在する人間らしさを求めて
きましたが、今回は白鳥らしい仕草が特殊なので、その動きの中で、
気持ちを表現できるように挑戦していきたいと思います。

オデットとオディールという二役を演じる際の気持ちの違いや、見せ
方などを教えてください。

真の姿を見抜いてくれた王子への心の高鳴り、白鳥と人間という壁へ
の切なさと白鳥たちの想いも背負うオデットに対し、オディールは内
面からくる魔力の強さ
と媚びない美しさで王
子を翻弄します。オデッ
トは王子と仲間たちを
広い目で見るのに対し、
オディールは王子を見
つめる時など、首を素早
く動かし目線を集中さ
せ、力強さを表現しま
す。こういった違いにも
注目して観ていただけ
ると嬉しいです。

「白鳥の湖」には多くの版がありま
すが、東京シティ・バレエ団では
石田種生氏の演出・振付で40年
以上上演しています。中森さんが
考える“石田種生版「白鳥の湖」”
の魅力を教えてください。

やはりハッピーエンドで終わるとこ
ろが1番の魅力で、愛が魔力に勝
ち白鳥たちの呪いも解かれて皆が
幸せになる結末は観ていても踊っ
ていても素敵な気持ちになります。
特に４幕のコール・ド・バレエ（群
舞）は、種生先生が石庭をイメージ
したとてもめずらしいアシンメト
リー（左右非対称）なフォーメー
ションになっています。本当に美し
いので、是非注目してください。

最後に友の会会員の皆様にメッセージをお願いいたします。

40年以上愛され上演されて来た、東京シティ・バレエ団の｢白鳥の湖｣
を伝統を大切にしながら、私の気持ちも込めて演じられるように頑張り
ますので、応援よろしくお願いします。

本紙5月号に掲載した、深川江戸資料館小劇場7/6～10開催の劇団東宝現代劇75人の会 第30回公演「坂のない町」について開演時間に一部誤りがございました。
今月号3面に正しい情報を掲載しております。ここに訂正し、お詫び申し上げます。
誤　8・9日 13:00／19:00開演　→　正　8日 13:00／19:00、9日 13:00／18:00開演

★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。

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脩一郎＆大地「和の真髄」
　（11/28カメリアホール公演）　
　CD／1名

②広瀬香美
　（12/22公演）　
　サイン入り色紙／3名

〈しめきり〉6/30（木）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6月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号7月号は6月28日頃発送予定です。

66
歳以上対象チケット発売のご案内

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

会場：ティアラこうとう　大ホール　14：00開演　全席指定

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
※江東区民は一般料金（S席～C席）各200円割引

スプリング
6/9（木） 第298回
19:00開演

7/5（火） 第299回
19:00開演

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

オータム

9/10（土） 第300回
14:00開演
※第300回記念演奏会

11/6（日） 第301回
14:00開演

12/10（土） 第302回
14:00開演

ベルリオーズ：劇的物語「ファウストの劫罰」作品24（字幕付）
指揮：高関健　ファウスト：西村悟　
メフィストフェレス：福島明也　
マルグリット：林美智子　ブランデル：北川辰彦

モーツァルト：ピアノ協奏曲第25番
ベルリオーズ： 幻想交響曲
指揮：下野竜也　ピアノ：菊池洋子

ベルリオーズ：序曲「海賊」、プーランク： 組曲「牝鹿」、
ベルリオーズ：交響曲「イタリアのハロルド」
指揮：広上淳一、ヴィオラ：川本 嘉子

7/16（土）　
第46回　
※発売中

2017/1/21（土）　
第47回　
※9/28新発売

2017/3/4（土）　
第48回　
※9/28新発売

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

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
※江東区民は一般料金（S席～B席）各200円割引　

桂九雀桂九雀桂九雀

三遊亭栄楽三遊亭栄楽三遊亭栄楽

① ②

新発売
金6/10

新発売
金6/10

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：立川雲水（6/15（水））
　　　　三遊亭円丸（7/12（火））

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

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

7/12（火） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

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。

RAKUGOもんすたぁず

料金：全席自由　友の会・一般1,500円（当日300円増）　
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭朝也

7/10（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　第1和室

寄席　都笑亭　Vol.107　学生落語選手権

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、関東落語研究会選抜メンバー　ほか
※チケット取扱いは豊洲文化センターのみ

6/29（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　
演目：紺屋高尾、千早振る

第123回大島落語会
7/15（金） 19:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

7/24 日

こどもたちのための
オーケストラ＆バレエ体験

13：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料　※要事前申込み
ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の3歳～中学生とその保護者400名（先着順）

　江東区と芸術提携を結ぶ東京シティ・フィル／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・お問合せ：
　ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333（6/10から）

7/30 土

日本のこころ　親子の絆プロジェクト
～子守唄・童謡・唱歌の調べにのせて～

14：00開始　ティアラこうとう　大ホール

6/29 水 17:30～19:00（予定）　17:00開場

全席自由　入場無料　※要事前申込み

　親子の絆が希薄になった現代、家族が一緒になって歌をきき、一緒に声をそ
ろえて歌いましょう。ロックで一世を風靡した宇崎さんも家族への愛を、未来へ
の夢を唄に託して披露してくれます。
第1部／こどもたちのリトミックダンスと童謡・唱歌の世界　

出演：パティオ・イアウイイ、ワイルドキッズ
第2部／日本の子守唄紀行　

出演：稲村なおこ、西山琴恵、雨宮知子（うた）、岸本あかね（ピアノ）、
杉田美紀（フルート）、北村亜弥子（ヴァイオリン）、藤井秀亮（ギター )

第3部／未来にはばたけこどもたち　宇崎竜童の世界　
出演：宇崎竜童

申込み・問合せ：NPO法人日本子守唄協会　☎03-3861-9417（6/14から）

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（中学生以上の部は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（12/21（水）・22（木））に参加できる方。

オーディション参加費：1,000円

申込み･問合せ　ティアラこうとう くるみ割り人形担当　☎03-3635-5500
往復ハガキに①氏名（フリガナ）②性別③年齢④学年⑤経験年数⑥身長⑦所属バレ
エスタジオ⑧保護者名⑨住所⑩電話番号を記入の上、〒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」オーディション係へ郵送。　　
しめきり：7/1（金）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（ティアラ
こうとう改修工事中は、東京シティ・バレエ団のスタジオもしくは総合区民センターで行います）。

東京シティ・バレエ団/ティアラ“くるみ”の会
「第31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

　12/23（金・祝）、24（土）、25（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。未来のバレリー
ナを目指す皆さん、プロダンサーと一緒にこの
舞台に出演してみませんか。

8/7（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。

8/17（水）※第一次オーディション合格者のみ

前回の公演より
©鹿摩隆司

前回の公演より
©鹿摩隆司

ティアラこうとうでは6年ぶりの再演となる「白鳥の湖」。10日（日）にオデット／オディールを演じる中森理恵さんにお話を伺いました。

「白鳥の湖」練習見学会

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　入場無料
申込み・問合せ：ティアラこうとうチケットサービス　
☎03-5624-3333（先着順300名様）

申込み･問合せ　ティアラこうとう　☎03-3635-5500
•入団オーディションは8月中に別途行います。（無料）
•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　ほか
　（ティアラこうとう改修工事中は総合区民センター）です。
•入団後のジュニアオーケストラ受講料27,000円（半期15回分、教材費別途）

　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、秋の新
団員を募集します。つき
ましては、入団説明会を
開催しますので、お気軽
にご参加ください。年２
回のステージで、一緒に
演奏を楽しみましょう。

7/23（土）18:00～　ティアラこうとう大会議室　ほか
合奏レッスンを見学していただいた後、休憩中に音楽監督から
のお話しと、担当より概要説明を行います。休憩後も見学可能
です。
小学4年生～大学2年生。原則的に参加希望楽器の演奏経験があ
り、かつ楽器を持参できる方。説明会は保護者同伴。（高校生以上
は本人のみ可）※江東区外からの参加も可能です。
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、チューバ

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～

内　　容

募集楽器

対　　象

日時・会場
練習風景（合奏）練習風景（合奏）


