
▼7/9　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
土7/9
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／3,150円　一般／3,500円　※当日各300円増全席自由

土

新発売
日7/10

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

土

9

19:00開演　森下文化センター　多目的ホール
友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増全席自由

森下文化センターリニューアルオープン記念　
第16回帰ってきたなぎら健壱のフォーク夜話
トーク＆ライブ

17
9

30

　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＆ライブ公演が復活
します。今回のゲストは、『井の頭公園の歌姫』あさみちゆ
きさんをお迎えします。
　また、なぎら健壱さんが撮りおろした下町の写真展も同
時開催。併せてお楽しみください。

　東京シティ・バレエ団の現役ダンサーが創作作品を発表する、大
人気の”サロン”シリーズ。記念すべき第5回目は初登場のメンバー
を含む5人の若き振付家が集いました。背景に東京湾を望む特殊な
ホールに、エモーショナルな「感情」が飛び出します。ダンサーの呼
吸を感じる距離で、新たな才能の誕生をどうぞお見逃しなく！

森下文化センターリニューアルオープン記念
林家たい平独演会

19:00開演　森下文化センター　多目的ホール 

25
日

16：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール

9

全席指定

豊洲シビックセンターオープン1周年記念
とよすジャズ倶楽部
「本多俊之スペシャル・カルテットwith渡辺香津美」

友の会／3,600円　一般／4,000円

　今年5月に真打昇進をいたしました橘ノ圓満師匠による記念
落語会です。常設展示室で行っている伝統芸能公開「落語」の特
別版としてお送りします。
　3代続く江戸っ子、また江東区とゆかりのある落語家・圓満
師匠の味のある落語をお楽しみいただきます。どうぞお聴き逃
しなく！

全席自由

伝統芸能公開「落語」特別版
橘ノ圓満真打昇進記念落語会

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
前売 友の会／1,300円　当日 友の会／1,800円
前売 一　般／1,500円　当日 一　般／2,000円

ティアラこうとうチケットサービス

先行
土7/9

66
歳以上対象

66
歳以上対象

7
金

19：０0開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール

10

全席指定

Fazioliピアノフォルティ Presents
ヴァディム・ホロデンコ　ピアノリサイタル

友の会／4,500円　一般／5,000円　学生／2,500円

　2013年ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで優勝し、「新星現る」と世界的に大きな注目を浴
びた。目の眩むような完璧な超絶技巧の持ち主である。知的で想像豊かな解釈と、どこまでもクリーン
で繊細な音色で聴く人を誘う。次世代を担うピアニストの演奏をお聴き逃し無く。

先行
土7/9

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ヴァディム・ホロデンコヴァディム・ホロデンコヴァディム・ホロデンコ

本多俊之本多俊之本多俊之

なきら健壱なきら健壱なきら健壱 あさみ ちゆきあさみ ちゆきあさみ ちゆき

島健島健島健

川村竜川村竜川村竜

渡辺香津美
ⓒ YosukeKomatsu
（ODDJOB）

渡辺香津美
ⓒ YosukeKomatsu
（ODDJOB）

渡辺香津美
ⓒ YosukeKomatsu
（ODDJOB） 奥平真吾奥平真吾奥平真吾

前回公演より　Ⓒ鹿摩隆司前回公演より　Ⓒ鹿摩隆司前回公演より　Ⓒ鹿摩隆司

曲目（予定）：ショパン／ベルスーズ、ノクターンop.15-2,3、op.48-1,2、スケルツォ 1番、4番、リスト／超絶
技巧練習曲より9番「回想」、6番「幻影」、5番「鬼火」、スクリャービン／ソナタ第4番、第5番

金

19：３0開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／3,150円　一般／3,500円全席指定

東京シティ・バレエ団　
シティ・バレエ・サロン　Vol.5

66
歳以上対象

先行
土7/9

66
歳以上対象

土～月祝

9

14:00開演　江東区文化センター　ホール
友の会／3,600円　一般／4,000円全席自由

17～19
土

8
27

　イタリア・シチリア島を舞台にした情熱の二大傑作
オペラ公演です。

出演：林家たい平　ほか

　ご存知人気長寿番組でお馴染みの林家たい平が森下文化セン
ターに登場します。今年は24時間マラソンを走るなど何かと話題の
林家たい平。舞台が近く限定された人数でたい平ワールドと呼ばれ
る落語を存分にお楽しみください。

演出：土師雅人
出演：土師雅人、川久保博史、山田清一、竹内恵子、
　　　正岡美津子、山畑晴子　ほか　
指揮：諸遊耕史　
演奏：江東オペラ管弦楽団
合唱：江東オペラ合唱団、江東少年少女合唱団

出演：なぎら健壱、松本典明（ギター）
ゲスト：あさみ ちゆき

上演作品（上演順未定）
「sinfonia eroica」振付：中弥智博
「大きな樹の下で」振付：浅井永希、「魔王」振付：渡邉優
「La Valse」振付：近土歩、「Inseparable」振付：草間華奈

日
金
金
日

9/25
9/30
10/7
10/30

とよすジャズ倶楽部「本多俊之スペシャル・カルテットwith渡辺香津美」
シティ・バレエ・サロン Vol.5
ヴァディム・ホロデンコ ピアノリサイタル 
ひなた号の冒険～時を越えて～

第31回江東オペラ　
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」「パリアッチ」

新発売
日7/10

新発売
日7/10

新発売
日7/10

千葉友紀千葉友紀千葉友紀 西山健治西山健治西山健治

広津誠広津誠広津誠

前回公演より前回公演より前回公演より

数原晋数原晋数原晋

篠崎秀樹とスウィート・ファンタジア・オーケストラ篠崎秀樹とスウィート・ファンタジア・オーケストラ篠崎秀樹とスウィート・ファンタジア・オーケストラ

水

10

19：00開演　森下文化センター　多目的ホール
友の会／2,500円　一般／2,800円　※当日各200円増全席自由

5

　ジャズからクラシックまで幅広い演奏が人気の篠崎秀樹率い
るスウィート・ファンタジア・オーケストラと今宵一夜限りのN
＝西山健治（トロンボーン）、H＝広津誠（サックス）、K＝数原晋（ト
ランペット）スーパーバンドがジャズの名曲をお届けします。昔懐
かしいダンスホール、ナイトクラブの雰囲気でお楽しみください。

出演：篠崎秀樹とスウィート・ファンタジア・オーケストラ、
　　　N・H・Kスーパーバンド、千葉友紀（ジャズ・ヴォーカル）
曲目：A列車で行こう、酒とバラの日々、キャラバン　ほか

森下文化センターリニューアルオープン記念　
貴方と夜と音楽と 第4弾
～昔懐かしいナイトクラブの再現～

新発売
日7/10

新発売
日7/10

16
金

9

出演：本多俊之（サックス）、島健（ピアノ）、川村竜（ベース）、奥平真吾（ドラムス）
ゲスト：渡辺香津美（ギター）

　日本ジャズシーンを代表する本多俊之（サックス）、島健（ピアノ）、川村竜
（ベース）、奥平真吾（ドラムス）の４名に加え、特別ゲストとして渡辺香津美
（ギター）をお迎えして豊洲シビックセンター１周年記念特別バージョンとし
てお届けします。

30
日

13：00・17：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール

10

全席指定

ひなた号の冒険
～時を越えて～

友の会／S席4,320円　A席3,420円
一　般／S席4,800円　A席3,800円　中学生以下2,500円

先行
土7/9

66
歳以上対象

ひなたなほこひなたなほこひなたなほこ

出演：ひなたなほこ、花田雄一郎、岡林麻未、中村ゆうすけ
サポートメンバー：伊藤辰哉（ピアノ）、notch（パーカッション）、中村俊介（ギター）、綱岡良亮（ベース）、
岩田慶子（ヴァイオリン）、原永里子（チェロ）

　一度聴くと涙があふれてとまらない…。
　シンガーソングライターひなたなほこの曲でつづる、オリジナルミュージカル！！
　いつも楽しく航海を続けるひなた号は、今日はどんな人達と出会い、どんな素敵な景色と出会う
のでしょうか？



新発売
日7/10

新発売
日7/10

新発売
日7/10

新発売
日7/10

18:00
開演

水

7
6

14:０0
開演

日

7
3

19:00
開演

金

7
1

C IN EM AC IN EM A

昼の部 14:０0
夜の部 18：00
開演

土

7
2

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

44
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

第一部：東家一太郎さん（浪曲師）
と東家美さん（曲師）による新作浪
曲「深川七不思議」。夫婦で紡ぐ浪花
節、息の合った掛け合いをたっぷり
ご堪能ください。
第二部：東雅夫さん、加門七海さん
によるトークセッション「げにも怪しき深川界隈」

　「深川」の歴史と魅力を集大成
する史上初のアンソロジー、「あや
かしの深川」（東雅夫編）刊行記念
イベント。執筆陣のトークあり、怪
談浪曲ありのお楽しみ企画です。

舞踊作家協会第188回
9

1
木

9
11
日

19：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 前売 友の会・一般／1,200円　当日 友の会・一般／1,500円

東雅夫編～「あやかしの深川」刊行記念イベント～
お江戸深川「真夏の夜の七不思議」
浪曲＆トークセッション

66
歳以上対象

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／4,300円　一般／4,800円　

天国のあなたへ、
つたえたい 心の手紙

演出：一井久司
出演：山本陽子　ほか

　当たり前の生活のなかで、
普段はなかなか口に出せずに
いた感謝の気持ちや愛情が綴
られた手紙の数々を、リーディ
ングでお贈りします。
　長年一緒に過ごしてきた家
族や、友人との“絆”について
見直す機会として、ぜひ、ご覧
ください。

木

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

出演：アキオキムラ、妻木律子、山名たみえ、猿若海鈴、雑賀淑子、
鈴木恵子、鈴木彩乃、大谷けいこ　ほか

　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。

19：00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

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／3,600円　一般／4,000円

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

7
17

8
26

日

新発売
日7/10

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／800円　一般／1,000円　4歳～高校生／500円

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

9
4

日

66
歳以上対象

66
歳以上対象

出演：明治小学校マーチングバンド＆OB・OG、石井清子バレエ
研究所、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　司会：木村和也（RKK熊本放送アナウンサー）
曲目：チャイコフスキー／序曲1812年、ドヴォルザーク・近衛秀
健編曲／新世界より第4楽章、見上げてごらん夜の星を、明日とい
う日が、上を向いて歩こう、五木の子守歌（熊本民謡）　ほか

16：00開演　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

宇崎竜童　弾き語りLIVE2016
JUST GUITAR JUST VOCAL

9
11

8
18

日

　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。

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

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　1,100円（全3回分）
江東シネマ倶楽部

7/23（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７～９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。

　当時まだ25歳だった気鋭の脚本家・
白坂依志夫のオリジナル脚本を、監督昇
進第1作となる岡本喜八が演出した「東
宝ハイティーン映画No.1」にして「ロカ
ビリー映画第1号」。主演に“三人娘”の
雪村いづみを迎え、ロカビリー歌手で人
気絶頂のミッキー・カーチスが映画初出
演している。ナレーションに小林桂樹、クレジットなしの特別出演で三船敏
郎、田崎潤、司葉子が顔を見せている。

夜の部会員募集

7/23（土）
8/27（土）
9/24（土）

結婚のすべて
潮騒※★

秋日和

岡本喜八
森永健次郎
小津安二郎

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

7/23
（土）

監督：岡本喜八　出演：雪村いづみ、新珠三千代、上原謙

江東シネマプラザ7月
結婚のすべて（昭和33年／84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
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円

ティアラマンスリーコンサートVol.188
日本歌曲の夕べ

9
2
金

出演：田中喜代子（ソプラノ）、佐
藤妙子（ソプラノ）、佐藤心乃介（テ
ノール）、粟飯原雅子（ピアノ）
曲目（予定）：中田喜直／こどもの
ための８つのうた、日本のおもちゃ
歌、佐藤心乃介／どんどやき、風、山を見て育った、道程　ほか

18：30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／4,500円　一般／5,000円

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

9
23
金

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）

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）

田中喜代子田中喜代子

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 雪村いづみ金

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、通り雨、
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

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／「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

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

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～

「結婚のすべて」©1958東宝

「潮騒」©日活

しあわせ

完売

66
歳以上対象

19：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／4,000円　一般／4,500円

9
1

木

　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!!

　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。

構成・演出：鴨下信一
出演：白石加代子

　「私の黒革の手帖」
　色々な女や男の情景を、バレエ、モダンダンス、中国舞踊、
日本舞踊など様々なジャンルの踊りで綴ります。

　日本歌曲の良さをお届けしま
す。中田喜直の作品を中心に佐
藤心乃介の自作自演も行います。
詩と音楽がひとつとなって皆様
の心に響き合えたら幸いです。ど
うぞご期待下さい。

宇崎竜童宇崎竜童宇崎竜童

山本陽子山本陽子山本陽子

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」

白石加代子白石加代子白石加代子

佐々木新平佐々木新平佐々木新平 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 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

66
歳以上対象

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
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

グラシェラ・スサーナコンサート2016 
～Amor…あの瞬間～

9
10
土

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

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。

前田憲男前田憲男前田憲男 雪村いづみ雪村いづみ雪村いづみ 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

※35ミリフィルム上映です。

66
歳以上対象

夜の部 18：00昼の部 14：00残席わず
か

1階席は完売しました



14・15日 19:０0
16・17・18日 13：00

開演

9日 17:０0
10日 15：00
開演

土・日

7
9・10

14:00
開演

土

7
2

15:00
開演

土

7
2

15:00
開演

日

7
3

19:00
開演

水

7
13

14:00
開演

水

8
3

14:00
開演

火

8
9

15:30
開演

土

8
27

15:00
開演

日

9
4

14:00
開演

土

9
17

19:00
開演

水

9
21

14:00
開演

木

9
22

16:00
開演

日

8
21

12:30
開演

土

8
27

12:30
開演

日

8
28

木～月・祝

7
14～18

4・5日 14:０0・18：30
6・7日 11：00・15：00
開演

木～日

8
4～7

5日 19：00
6日 14：00・19：00
7日 14：00 開演

金～日

8
5～7

6日 15:０0、7日 13:０0
8日 13:00／19:00
9日 13:00／18:00
10日 13:00開演

水～日

7
6～10

19:00
開演

金

7
8

17:00
開演

土

7
23

16:00
開演

土

7
23

15:00
開演

日

8
21

18:00
開演

土

8
27

15:00
開演

土

9
3

19:00
開演

木

9
8

15:00
開演

土

9
10

時間未定
水～金

8
24～26

12:00
開演

火

8
9

14:00
開演

日

8
7

13:30
開演

土

8
6

19:00
開演

水

7
6

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

※8/4 親子指定席完売

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

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

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

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！～

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～

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
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、セレソ・ローサ、パトリシア　ほか

宝くじ文化公演 ペレス・プラード楽団

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
「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。
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）

「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」

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 4,500円／一般 5,000円
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

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

66
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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
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！！
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）

和楽器演奏集団 独楽 ～冬来たりなば、春遠からじ～

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
こどものうた、唱歌、合唱曲など懐かしいあの曲、口ずさんでしまう歌等、聴きなじみのある選曲でおおくりします。
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）：ドラキュラのうた、さくら　ほか

江東少年少女合唱団 第26回サマーコンサート

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！

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」

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－」

66
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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
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

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～

66
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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
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。　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

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
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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
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！
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

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

66
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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

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？～

55
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／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。
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。　
お問い合わせ：東京シティ・バレエ団　電話03-5638-2720 http://tokyocityballetcompetition.com/

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

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

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 2,700円／一般 3,000円　※当日各500円増
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。　
出演：玉川奈々福（曲師：沢村豊子）、春野恵子（曲師：一風亭初月）

浪曲タイフーン！ vol.7 ～勝負賭けます がっつり2席ずつ～

66
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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
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！二人の音楽に触れて、"世
界最高"を体感してください！　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／タンゴ組曲、Nカプースチン／トッカティーナ　ほか

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

66
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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
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：太夫　竹本千歳太夫　三味線　野澤錦糸

森下文化センターリニューアルオープン記念 素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃｢花魁莟八総 伴作住家の段」
はなのあにつぼみのやつふさ ばんさくすみかのだん
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4面インタビュー

10日完売 9日残席わずか

残席わずか



66
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33
歳以上対象

ミミヨリ情報

落語公演情報

安藤奈保子さんスペシャルインタビュー

66
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〒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。

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

8月6日(土)　東京シティ・フィル 夏休みファミリーコンサート

第1部はオーケストラでク
ラシックの名曲を、第2部で
は、なおちゃんとひなたおさ
むお兄さんに歌を唄ってい
ただきますが、オーケストラ
の演奏で歌うお気持ちはど
のような感じですか？

お話を頂いた時に、出演した
い！と思った一番の理由は、

オーケストラで歌えることでした。人生に一度あるかないか？
というくらい貴重な経験だと思うので、このような機会をくだ
さり本当に感謝しています。オーケストラのみなさんの演奏を
聴くのも純粋に楽しみですし、自分の新たな歌の表現を発見し
たいです。シティフィルさんとの共演も、ひなたおさむさんと歌
えることにも今からワクワクしています。

なおちゃんは、現在「おとうさんといっしょ」に出演され、たくさ
んの歌を唄われていますが、なかでも大好きな歌、印象に残って
いる歌を教えてください。

難しい質問ですね...(笑)。「おとうさんといっしょ」の歌は、私の
歌で初めて世に出るものばかりなので、その歌が持つ魅力や楽
しさを子どもたちに伝えるにはどういう歌い方がいいのか、い
つも考えています。どの歌にも思い入れがありますが、ひとつあ
げるとしたら「きょうからともだち」かなあと。この歌は、番組の
放送が始まる前にレコーディングをしたんですが、そういうも
のにもまだ慣れていなかったですし、ひとりで歌クリップを撮
るのも初めての経験だったので
いろんな思い出がつまっていま
す。初期の頃からずっと歌い続
けているので、「なおちゃんとい
えば、きょうからともだち！」っ
て思ってくれている人も多く
て、今や私の名刺代わりのよう
な歌になっています。歌の仕事
をしている中で、そういう歌に
巡り会えるというのは本当に幸
せなことです。何歳になっても、
この歌を魅力的に歌い続けるこ
とが私の目標です。

なおちゃんは5歳か
らピアノを始められ
て、小学生ではホル
ン、大学生では声楽を
学び、三味線も始めら
れたそうですね。幅広
い活動をされていま
すが、音楽のどのよう
なところが好きですか？

音楽には勝ち負けやゴールがないところです。音楽には終わりが
ないので、ずっと追求することができる。勿論、音楽で悩むことも
たくさんあります。特に番組の１年目の時は、歌うことが大好き
だったはずなのに、歌うのが怖くなって、楽しく歌えなくて。そう
いうときは、ピアノを弾いて気分転換していました。そのときに
思ったんです。「私、音楽で悩んでるのに、結局音楽に助けられて
るな～」って。音楽に悩んで、助けられて、その繰り返しです。それ
に、音楽って幅広いですよね。私はオーケストラやピアノ曲も大
好きだし、洋楽も聴くし、意外って言われるけどロックバンドも
好きです。音楽には色んなジャンルがあるから、飽きることがな
い。人それぞれ、自分の好きな楽しみ方が出来る。そういう自由さ
も、音楽の魅力だと思います。

ズバリ！コンサートの観どころ、聴きどころを教えてください。
またティアラこうとうのお客様にひと言メッセージをお願いし
ます。

私は小学生の時に、テレビでオーケストラを見て、ホルンに一目
惚れしたんです。それからホルンを始めて、学生時代は吹奏楽を
通して本当に有意義な時間を過ごすことが出来ました。今回のコ
ンサートが、こどもたちが楽器に興味を持つキッカケになるとい
いなと思います。第二部では、普段聴いているおなじみの歌が、
オーケストラで演奏するとどんな風に変わるのか？それが一番
の聴きどころだと思います。ひなたおさむさんと相談しながらプ
ログラムを考えたので、当日まで楽しみに待っていてください。
個人的には、「おとうさんといっしょ」の歌をおさむさんに歌って
もらえるのが嬉しいです。会場で会えるのを楽しみにしていま
す！　いっしょに楽しい夏の思い出を作りましょうね！

★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。

2016年7月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号8月号は7月26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

会場：東京文化会館 大ホール　全席指定
第九特別演奏会

友の会　S席7,560円　A席5,670円　B席3,780円　C席2,880円
一　般　S席8,400円　A席6,300円　B席4,200円　C席3,200円
※プラチナ(60歳以上）PS席7,400円　PA席5,300円
※江東区民は一般料金（S席～C席）各200円割引

スプリング

7/5（火） 第299回
19:00開演

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
合唱：東京シティ・フィル・コーア　児童合唱：江東少年少女合唱団

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

12/28（水）　
14:00開演
※7/27(水)
　新発売

指揮：高関健　ユーフォニアム：佐藤采香
ソプラノ：市原愛　メゾ・ソプラノ：林美智子　
テノール：西村悟　バリトン：堀内康雄
合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：藤丸崇浩）

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

安藤奈保子さん安藤奈保子さん 三味線のおさらい会（右から2番目）三味線のおさらい会（右から2番目）

おさむお兄さん、けいこお姉さんと、
クリスマスコンサート終演後に

おさむお兄さん、けいこお姉さんと、
クリスマスコンサート終演後に

三遊亭栄楽三遊亭栄楽三遊亭栄楽

アーティストグッズプレゼント

計9名様

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。

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新春寄席 好楽・小朝・ナイツ
　（1/9ティアラこうとう大ホール公演）　
　サイン入り色紙／7名
　（三遊亭好楽2、春風亭小朝3、ナイツ2）

②栗コーダー＆ビューティフル
　ハミングバード＠豊洲
　（1/17シビックセンターホール公演）　
　サイン入りクリアファイル／2名

〈しめきり〉7/30（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。

① ②

新発売
日7/10

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･･･。

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
7/12（火） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

8/18（木） 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

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　ほか

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

13：00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

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
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

出演：桂九雀　
ゲスト：三遊亭円丸（7/12（火））
　　　　林家たけ平（8/18（木））

■申込み・問合せ
みんなのミュージカル担当　Tel 03-3536-5061
所定の申込書に記入の上、窓口、または郵送、メールでお送りください。
郵送先：〒135-0061江東区豊洲2-2-18豊洲文化センター　みんなのミュー
ジカル担当宛　e-mail：toyosu_culture@kcf.or.jp　しめきり：8/13（土）
※所定の申込書は江東区内各文化センターに設置。
　または豊洲文化センターHPよりダウンロードしてください。
※オーディション合格後の稽古には費用がかかります。

　「みんなのミュージカル ホンク！」は、「本格ミュージカルに出演しよ
う」をコンセプトに始まった区民参加型ミュージカルです。本公演の出
演者を小学生から大人まで、性別を問わず広く募集します。オーディ
ション合格後は、来年8月の本番に向けて約1年間の稽古を実施。あ
なたも出演してみませんか。

　オーディションの前に、ミュージカル出演に必
要なノウハウを学ぶワークショップを実施します。
日時：8/17（水）～8/21（日）9:30～17:00
※ダンス9:30～、歌唱12:30～、演技15:00～原則、
3コース（ダンス、歌唱、演技）をご受講いただきます。
募集対象：小学生以上大人まで30名
会場：豊洲文化センターレクホール（7F）　受講料：15,000円（全5日間）
申込み・問合せ：豊洲文化センター　03-3536-5061
しめきり：8/9（火）

第一次オーディション（実技） 土

「みんなのミュージカル ホンク！ 2017」
出演者オーディション

「みんなのミュージカル ホンク！」 ワークショップ「みんなのミュージカル ホンク！」 ワークショップ

※第二次オーディションは
　第一次オーディション合格者のみ

参加費
2,000円

公演日：2017年8/11（金）～12日（土）1日2回公演、全4回を予定
会場：豊洲シビックセンターホール

■対象
①小学生～成人
②10月～来年8月までの毎週日曜の稽古、お
よび集中稽古、舞台リハーサル、本番（2017
年8/2（水）～8/12（土））に参加できる方。

8/27
第二次オーディション（面接） 日8/28

■本公演

0歳から入場できるクラシックコンサートとして好評をいただいている「夏休みファミ
リーコンサート」。公演を盛り上げるゲストには、NHK-BSプレミアム「おとうさんといっ
しょ」に出演中の安藤奈保子さん（なおちゃん）がティアラこうとうに初登場します！
8/6（土）の公演を前にお話しを伺いました。

ますます夏休みファミリーコンサートが楽しみになりました！
安藤奈保子さん、どうもありがとうございました。

 

※ティアラペーパー6月号には13:30開演とありますが、正しくは13:00開演となります。


