
過去の公演より過去の公演より過去の公演より

飯守泰次郎_
Ⓒ武藤章
飯守泰次郎_
Ⓒ武藤章
飯守泰次郎_
Ⓒ武藤章

▼8/9　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8/9
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／3,600円　一般／4,０00円全席自由

火

新発売
水8/10

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

日

9

16：00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」

25

　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。

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

全席指定

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

13：30開演　ティアラこうとう　大ホール
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
※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。

ティアラこうとうチケットサービス

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ひなたなほこひなたなほこひなたなほこ

本多俊之本多俊之本多俊之

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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／3,150円　一般／3,500円　江東区民／3,300円全席指定

土

8
6

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）、岸義和（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）
※出演者変更のお知らせ　
数原晋（トランペット）体調不良により、岸義
和が出演いたします。

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

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）

木 日9/8 ・11 天国のあなたへ、つたえたい 心の手紙（追加公演）

真夏の第九こうとう2016

木

9

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

1

日

8
21

　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!!

構成・演出：鴨下信一
出演：白石加代子

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」

26
金

8

金

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／4,500円　一般／5,000円　学生／2,500円全席指定

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7

　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。

66
歳以上対象

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

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

白石加代子白石加代子白石加代子

66
歳以上対象

日

10

13：00・17：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
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

全席指定

30

　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？
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）、網岡良亮（ベース）、岩田慶子（ヴァイオリン）、原永里子（チェロ）

ひなた号の冒険
～時を越えて～

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

　ベートーヴェン最高傑作の一つである第九をソリストたちの美しいハーモニーとドイツ語の深い響
きを大切にした合唱、そして東京シティ・フィルの演奏でお届けします。

指揮：佐々木新平　
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
ゲスト：ひなたおさむ、安藤奈保子（なおちゃん）
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　 おさむお兄さんおさむお兄さんおさむお兄さん

おとうさんといっしょに
出演中のなおちゃん
おとうさんといっしょに
出演中のなおちゃん
おとうさんといっしょに
出演中のなおちゃん

　昨年7月から施設の大規模改修工事のため休館していた森下
文化センターが、8/2(火)にリニューアルオープンいたします。
どうぞ新しくなった森下文化センターに足をお運びください。
　会場はすべて多目的ホールです。

森下文化センター
リニューアル
オープン記念イベント

森下文化センター
リニューアル
オープン記念イベント

森下文化センター
リニューアル
オープン記念イベント

19:00開演

友の会／3,150円　一般／3,500円　※当日各300円増全席自由

林家たい平独演会 66
歳以上対象

　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。

16
金

9

19:00開演

友の会 2,300円／一般 2,500円／江東区民 2,300円全席自由

素浄瑠璃の会
復曲浄瑠璃「花魁莟八総 伴作住家の段」 66歳以上対象

　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

22
木

9

14:00開演 友の会／2,500円　一般／2,800円　※当日各200円増全席自由

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～

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（西山健治
／トロンボーン、広津誠
／サックス、数原晋／トラ
ンペット）、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

5
水

10

なぎら健壱なぎら健壱なぎら健壱 あさみ ちゆきあさみ ちゆきあさみ ちゆき

19:00開演

友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増全席自由

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 66

歳以上対象

　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。

出演：なぎら健壱、松本典明（ギター）
ゲスト：あさみ ちゆき

17
土

9

19:00開演

はなのあにつぼみのやつふさ ばんさくすみかのだん

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

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 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



新発売
水8/10

新発売
水8/10

新発売
水8/10

新発売
水8/10

C IN EM AC IN EM A

団体名日時 演目

追加公演
決定！！

先行
火8/9

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

―日佛友交コンサート―
舞踊作家協会第189回特別公演
～パリ、トーキョー、ミュージック・ダンス2016～

10
31
月

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／2,700円　一般／3,000円

出演：エリザベト・グラブ（ヴァイオリン）、シュブリーム（歌）、
安倍圭子（マリンバ）、友吉鶴心（琵琶）、舞踊作家協会会員　ほか
曲目（予定）：二台のヴァイオリンによるダンス、チベットの死者の
書、円錐の機械　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

9
23

新発売
水8/10

66
歳以上対象

66
歳以上対象

13：00開演　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　小学生以下／500円

第11回カメリア区民演劇祭
9

25
日

　江東区内で活動する
劇団のほか、公募団体が
作品を持ち寄って合同
公演を行います。演劇、
朗読等、多彩な内容です。

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　800円（全2回分）

モーニング 10：00

江東シネマ倶楽部

8/27（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8～９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。

　大自然を背景に素朴な太陽のもとの青春を吉永・浜田で詩情豊かに描
く青春文学大作です。

夜の部会員募集

8/27（土）
9/24（土）

潮騒※★

秋日和
森永健次郎
小津安二郎

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

8/27
（土）

監督：森永健次郎　出演：吉永小百合、浜田光夫、菅井一郎

江東シネマプラザ8月
潮騒（昭和39年／82分）

夜の部 18：00昼の部 14：00

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金

「秋日和」©1960松竹株式会社

「潮騒」©日活

完売

66
歳以上対象

16：00開演　古石場文化センター　大研修室
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円　江東区民／1,300円

9
4
日

　江東区の地で2001年
から活動してきた下町ポ
ップス楽団「もんなか・
もんじゃ・オーケストラ」。
今年は15周年記念のコ
ンサートです。第1部は
18番（おはこ）の映画音楽特集とともに、第２部はリカルド・サ
ントス楽団からジェームス・ラスト楽団まで、古今東西のポッ
プスオーケストラの歴史を紐解きます。

　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。

曲目：ピンク・パンサー、シャレード、ゴッド・ファーザー、夏の日の恋、
オリーブの首飾り　ほか

　舞踊作家協会では2016年秋にフランスから音楽家を招い
て、音楽と舞踊による日佛友交コンサートを開催します。
第一部　フランス音楽を踊る
第二部　パスカル・ザバロ（作曲家）の世界

１8：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

花岡詠二 
インターナショナル･オーケストラ･コンサート

10
12
水

出演：〈クラリネット＆サックス〉花岡詠二、 エンゲルベルト･ロウベ
ル(ドイツ)　〈サックス〉アントワーヌ･トロメレン(オランダ)、 後藤
裕二、 白石幸司　〈トランペット〉マロ･マズリエ(フランス)、 鈴木正
晃、 二井田ひとみ　〈トロンボーン〉苅込博之、 橋本佳明、 三塚知
貴　〈ギター〉佐久間和　〈ヴァイブラフォン〉武田将　〈ピアノ〉山本
琢　〈ベース〉小林真人　〈ドラムス〉ブルックス･テグラー（アメリカ）

　江東区在住のジャズ･
クラリネット奏者 花岡詠
二が親しくしている世界
の仲間を向かえて今年も
ゴキゲンなスイング･ジャ
ズをお届けします。

もんなか・もんじゃ・オーケストラ
15thコンサート

昨年度公演「お盆の夕暮れ時」
（芝居仲間いづみ）

昨年度公演「お盆の夕暮れ時」
（芝居仲間いづみ）

19：３0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／3,150円　一般／3,500円

東京シティ・バレエ団　
シティ・バレエ・サロン　vol.5

9
30
金

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

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）

夜の部 18：00昼の部 14：00残席わず
か

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

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

2017/1/21（土）　
第47回　
※9/28新発売

2017/3/4（土）　
第48回　
※9/28新発売

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

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（9/28新発売）
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　

こどもミュージカル　ゆうとぴあ
朗読劇グループ「パロール」

芝居仲間いづみ

演劇ユニットＭＡＣイレブン＆築地夢桟敷

25日（日）
13:00開演

ミュージカル・天使のロールプレイング
花嫁（朗読劇）
芥川龍之介作品にふれる
蜘蛛の糸／白（ドラマリーディング）
長屋に幽霊？仇討ち異聞（演劇）

※内容等変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

藤岡幸夫ⓒ青柳聡藤岡幸夫ⓒ青柳聡藤岡幸夫ⓒ青柳聡 須川展也ⓒYuji Hori須川展也ⓒYuji Hori須川展也ⓒYuji Hori

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

66
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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
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

宇崎竜童宇崎竜童宇崎竜童

44
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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

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）

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

IN
TE

RVIEW

4面インタビュー

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

8
21
日

　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

【音声ガイド（モーニング、昼の部のみ）】目の不
自由な人の映画鑑賞を音声によって手助けする
もので、上映時に小型ＦＭラジオを通してナレー
ションを流します。お手持ちのイヤホン付の小型
ＦＭラジオがお使いいただけます（貸出有・要予
約）。どなたでも聴くことができます。
【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
ア割引もあります（おひとり450円）。お友だちをお誘い合わせの上、ぜひお申し込みください。

9
8・11
木・日

66
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8日18：30、11日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／4,300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：火野正平・島崎和歌子（8日18:30）、
　　　山本陽子（11日14:00）、うじきつよし（11日17:30）

山本陽子山本陽子山本陽子 うじきつよしうじきつよしうじきつよし

火野正平火野正平火野正平 島崎和歌子島崎和歌子島崎和歌子

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

　長年一緒に過ごし
てきた家族や、友人
との“絆”を見直す
機会として、感謝の
気持ちや愛情が綴ら
れた手紙の数々を、
魅力あふれる俳優陣
がリーディングでお
贈りします。
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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（8/2より） ☎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。

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

親子指定席完売

完売御礼

完売情報 ご好評につき次の公演は完売いたしました。ありがとうございます。　●～小野明子＆フレンズ～Vol.2“ちょっと贅沢に、室内楽”　（8/7ティアラこうとう　小ホール）

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

三遊亭栄楽

そ
の
他
の
施
設 

公
演

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：林家たけ平（8/18（木））　三遊亭小圓朝（9/14（水））　

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
8/18（木） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

9/14（水） 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。

66
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66
歳以上対象寄席　都笑亭Vol.108～特別企画～

料金：全席自由　友の会・一般／ 1,000円（当日は500円増）
※チケット取扱いは豊洲文化センターのみ

9/15（木） 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

第124回大島落語会
9/16（金） 19:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

44
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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・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
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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
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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
第一部：東家一太郎さん（浪曲師）と東家美さん（曲師）による新作怪談浪曲「深川七不思議」。
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」
※前売り券ご購入特典：常設展示室にて開催の「お化けの棲家」特別内覧会ご招待（18:00～19:30）公演チケットにてご覧いただけます。

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
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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 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～

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）：METAFIVE、ムーンライダーズ、矢野顕子、電気グルーヴ、スチャダラパー、東京スカパラダイス
オーケストラ、ポカスカジャン、WEAVER、水曜日のカンパネラ、大森靖子、GLIM SPANKY、Ykiki Beat ほか

WORLD HAPPINESS 2016 夢の島 THE LAST

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
※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

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
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
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
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
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
「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。
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、大谷けい子　ほか

舞踊作家協会第188回

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：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

ティアラマンスリーコンサートVol.188 日本歌曲の夕べ

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
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
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：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

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　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
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。

伝統芸能公開「落語」特別版 橘ノ圓満真打昇進記念落語会

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 4,500円／一般 5,000円
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。
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

グラシェラ・スサーナコンサート2016 ～Amor…あの瞬間～

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
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席自由　友の会 3,600円／一般 4,000円
演出：土師雅人　出演：土師雅人、川久保博史、山田精一、山畑晴子、正岡美津子、竹内恵子　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

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」

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
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

都笑亭から飛び立ちプロ入りした
「橘ノ圓満　真打昇進披露の会」
あの多留満が真打になって里帰り！
出演（予定）：橘ノ圓満　ほか
都笑亭レギュラーメンバー

桂九雀桂九雀三遊亭小圓朝三遊亭小圓朝林家たけ平林家たけ平橘ノ圓満橘ノ圓満

残席わずか



ミミヨリ情報

新音楽監督・指揮者
佐々木新平さん インタビューIN
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RV

IEW

8/2(火)～10/2(日)
　「深川生まれの大橋鎭子さん」展
　（NHK朝の連続小説「とと姉ちゃん」のモデル）
8/2(火)～8/21(日)
　「江東絵葉書博覧会」（企画展示）

　門前仲町駅からすぐのところにある
深川東京モダン館。もとは関東大震災
の復興建築として建てられた市営食堂
で、平成20年に国の登録有形文化財と
なりました。平成21年にオープンしてか
らは観光と文化の発信基地として、展示
やイベントなどの事業を行っています。
　１階は常設展示のほか江東区内の各
種地図やパンフレットが置いてあり、絵
はがきや手ぬぐいなどのお土産、百圓
珈琲（100円のコーヒー）を販売してい
ます。多目的スペースとなっている２階では、不定期でフードコーディ
ネーターのしらいのりこさんによる喫茶営業が行われており、近所のサ
ラリーマンに大人気だとか。年に４回、「深川モダン食堂」（昔の食事メ
ニューの再現と講座）、「ふかがわの米講座」（深川と米にまつわる講義
と江戸時代の米レシピ）を行っているそうです。
　取材した日には「ふかにこカフェ～大型デジタル絵本と音楽ライブ
～」と題した親子イベントが行われていました。食べ物をテーマにしたオ
リジナルの物語に合わせて生演奏とともに歌ったり踊ったり。終演後に
は物語にでてきたスイーツ（この日は桃のゼリー）をこどもたちにプレゼ
ント。未就学児と保護者約50名が楽しんでいました。次回は10/2(日)
開催だそうです。
　そのほか毎月、コドモアソビ（ベーゴマと折紙の体験イベント）、三遊

亭圓橘師匠の落語会、おきがる講
座（副館長の龍澤潤さんによる江
東区の歴史講座）などのイベント
があります。また毎日２回、江東区
文化観光ガイドによる周辺のまち
あるきも行われており、行けば何
かを発見できるところです。

〒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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9月4日(日)　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

ジュニアオケの第一印象を教えてください。
下は小学生から上は大学生まで仲が良いなと感じました。いろい
ろな個性があり、それが週に1回集まってみんなで練習する。合奏
だけでなく、パート練習や分奏もあって、シティフィルの先生方
も熱心にご指導下さっている。僕のこどもの頃の音楽体験に比べ
て、なんと羨ましい環境なんだろうと思いました(笑)
今年3月の「オーケストラの日2016　スペシャルコンサート」で
初めてジュニアオケの指揮を振っていただきました。印象に残っ
ていることはありますか。
少しのんびりなオーケストラですが、毎回の練習で成長が見られ
ましたし、新しいことをみんなと勉強するのが楽しかったです。

シティフィルとの共演で
も、プロの演奏家に臆する
ことなくひたむきに演奏
する姿に感心しました！
楽器というのは突然見違
えるように上達すること
があるのですが、それは毎
日コツコツと辛抱強く練
習してきたからこそ為せ
るものなのです。今まで上
手く出来なかったところ
をクリアした瞬間(もちろ
ん本番中も！ )をたくさ
ん見られたことが何より
嬉しかったですね。

今回の定期演奏会の見どころ・聴きどころを教えてください。
何と言ってもジュニアバレエとの共演です。同年代の実力あるバ
レエ団との共演は刺激的ですし、必ずや表現にあふれたステージ
になると思います。またベートーヴェンの交響曲。オーケストラ
の基本ともいえるこの作品を妥協することなく練習しています。
オープニングのスラブ行進曲も色彩豊かな曲。フランス軍とロシ
ア軍の相対する様子が鮮やかに描かれています。力強い金管楽器
にも注目です。キャラクターが異なる3曲をこどもたちがどのよ
うに表現するのか楽しみにしてください。
今後はどのようなジュニアオケにしていきたいですか。
こどもたち自身が考え、工夫、挑戦していくオーケストラにした
いです。今は様々なメディアを通して情報が氾濫し、こどもたち
は与えられる一方の生活を送りがちです。ただ、音楽については
google先生もyahoo知恵袋も答えを与えてくれません。どう
やって上手くなるかは結局自分次第なのです。私たち指導者があ
あしろこうしろというのではなく、その時そのときで必要なヒン
トを与え、こどもたちが自発的に自分なりの答えを見つけ出して
いく。それが実力アップにつながりますし、より高難度の曲に挑
戦する意欲にもなると考えています。オーケストラの実力が上が
ればレパートリーも増え、その結果今まで以上にいろいろな演奏
機会をこどもたちに与えられ、地域のみなさまに私たちの演奏を
提供する機会を増やすことにつながります。
ジュニアオケ歴代音楽監督の大河内雅彦さん、海老原光さんに次
いで三代目の音楽監督となりますが、佐々木新平・新体制には何
を期待して良いでしょうか？
僕は期待されればされるほど(密かに)燃えるタイプ。ジュニアオ

Q

A

ケに今後どんな演奏活動を
してほしいのか、期待して
いるのかをぜひみなさんに
寄せていただきたい。もち
ろん組織で動いているので
全てのご要望にお応えでき
るわけではないですが、応
える努力をしてこその地域
密着のオーケストラ。僕はそのさまざまな期待に応えるべく、
オーケストラのレベルアップにひたすら奉仕するだけです。
2020年には東京オリンピックが開催され、江東区でも文化プロ
グラムが期待されています。ジュニアオケとしてのビジョンがあ
れば教えてください。
江東区にはオーケストラ、バレエ、合唱団と3つのジュニアの芸術
団体があります。これは全国的にみてもほとんどない恵まれた環
境です。この誇るべき3団体合同の大きな舞台を設けたいと考え
ています。くるみ割り人形全幕？　はたまたベートーヴェンの第
9?オリンピックの選手に負けないくらいこどもたちのエネル
ギーが集まった舞台を目指します。また、オーケストラのプラン
として、ベートーヴェンの作品を毎回の演奏会に取り組んでいく
予定です。オーケストラの基本をベートーヴェンから学ぶこと
で、2020年にはどんな曲でも任せて！というレベルに持ってい
きたいです。

03-5639-1776電江東区門前仲町1-19-15住
10:00～18:00（金・土は19:00まで）営
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日）、年末年始休
www.fukagawatokyo.comHP

2016年8月2日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号9月号は8月29日頃発送予定です。

外観外観外観

外観外観外観

のらくろ（ⓒ田河水泡／講談社）のらくろ（ⓒ田河水泡／講談社）のらくろ（ⓒ田河水泡／講談社）
多目的ホール多目的ホール多目的ホール AV・ホールAV・ホールAV・ホール

イベント「ふかにこカフェ」の様子イベント「ふかにこカフェ」の様子イベント「ふかにこカフェ」の様子昨年の様子昨年の様子昨年の様子

1階ギャラリー1階ギャラリー1階ギャラリー ミッチーdeたっちー☆
キラキラLet's自己解放
ミッチーdeたっちー☆
キラキラLet's自己解放
ミッチーdeたっちー☆
キラキラLet's自己解放

とりあえづとりあえづとりあえづ

AnimaAnimaAnima ゼーゼーハーハーゼーゼーハーハーゼーゼーハーハー

アーティストグッズプレゼント

計5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青柳晋ピアノリサイタル
　（1/22豊洲公演）　
　サイン入りクリアファイル／2名
②ザ・ニュースペーパー
　（1/23豊洲公演）　
　サイン入りクリアファイル／2名
③福田こうへいコンサート2016
　（1/28ティアラ公演）　
　サイン色紙／1名

〈しめきり〉8/31（水）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 ③

8/21 日

シビックギャラリーステージ
～夏だ！生だ！生LIVEだ！～

12：00～20：00　豊洲文化センター　ギャラリー

9/25 日
第11回カメリア区民演劇祭　無料ご招待

13：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

全席自由　入場無料　どなたでも※当日直接会場へ

全席自由　5組10名

　豊洲シビックセンターギャラリーにて、一日限りのフリーライブを開催し
ます。アマチュアを中心とした魅力あふれる様々なバンドによるライブス
テージです。どなたでもお聴きいただけるイベントですので、ぜひお越しく
ださい！ タイムテーブルは豊洲文化センターまでお問い合わせください。 

※公演の詳細は本紙2面をご覧ください。
申込み：往復はがきに①会員番号②氏名（フリガナ）③〒・住所④電話番号⑤観
覧希望人数（1枚2人まで）を記入し、亀戸文化センター (〒136-0071東京都江
東区亀戸2-19-1)　区民演劇祭TP係へ郵送
しめきり：8/31（水）必着　※応募者多数の場合は抽選

8/26 金 18：00開演　江東区文化センター　談話ロビー
全席自由　入場無料　どなたでも※当日直接会場へ
　毎夏恒例のイヴニングコンサート。今年はサティ生誕
150年にあたり、「サティの時代～ 19世紀後半から20
世紀のフランス音楽」と題してお贈りします。ピアノ・声
楽・ヴァイオリン・フルートの演奏をお楽しみください。

2015年10月より新たにティアラこうとうジュニアオーケストラ（以下ジュニアオケ）の音楽監督・指揮者に就任した佐々木新平さんに、
初めての定期演奏会への意気込みや、今後のジュニアオケの展望などを伺いました。

 

団員募集

合唱団が目指す響きの特性に合うかを確認するために声を聴かせていた
だきます。
募集パート／全パート（ソプラノ、アルト、テノール、バス）高校生以上　
会場／ティアラこうとう練習室ほか　申込み／練習日に随時受付いたしま
す。電話にてお申し込みください（直接担当者へご連絡ください）。

ティアラこうとう合唱団
「ティアラ・ハルモニア・ヴォカーレ」
　毎年８月に開かれる「真夏の第九」演奏会
に出演している“ティアラこうとう真夏の第
九合唱団”から受け継がれた合唱団です。さ
らに美しい響きを求めて、質の高い合唱団
を目指します。合唱団は、ティアラこうとうが
主催する東京シティ・フィルハーモニック
管弦楽団の演奏会に出演するほか、合唱団
独自の演奏会（3/26）を予定しています。
練習日程：9/13～3/26の火曜日18:30～21:00（全23回）
※9/20～12/13の11回はティアラこうとう改修工事のため練習会場が東大
島文化センターとなります。
参加費：23,000円（別途演奏会費2,000円あり。指定楽譜代金は実費）

＝団員募集のためのヴォイスチェック（無料）を行います＝　

結成11年目を迎えたジュニアオケ。佐々木新平さんのもと、これか
らどのように進化していくのか、本当に楽しみです。この度はお忙
しい中、どうもありがとうございました。

佐々木新平プロフィール
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽
団アソシエイトコンダクター。秋田県出
身。東京学芸大学、桐朋学園大学にて
指揮を学ぶ。2015年、第54回ブザンソ
ン国際指揮者コンクール本選にて最終
の8人に選出された。2015年公開の映
画『マエストロ！』では、撮影前の準備段
階から制作に携わり、西田敏行氏への
指揮指導のほか劇中音楽の指揮も担
当している。

74深川東京モダン館

江東区音楽家協会主催
プロムナードコンサート特別プログラム（第1053回）
2016イヴニングコンサートVol.24
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　8/2(火)にリニューアルオープンする森
下文化センターをご紹介します。
　プロの公演など本格的なコンサートにも
対応する機器を備えた多目的ホール、壁面
全面に鏡を新設したAV・ホールほか、様々
な目的で活用できる施設がそろっていま
す。併設の展示施設「田河水泡・のらくろ
館」も映像コーナーなど新コーナーも加わりリニューアルします。
8/20(土)に開催する館まつり「のらくろまつり」を皮切りに、コン
サート等様々な記念イベント（１面参照）を開催予定です。皆様お誘
いあわせのうえ、お出かけください。

森下文化センター
施 設 紹 介

僕も待ってるよ！

出演団体は
全10バンド！！


