
会員のための公演情報紙
ティアラペーパー

03-5624-3333☎

先行
金9/9
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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新発売
土9/10

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
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18：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／3,500円　一般／4,000円全席指定

西島数博プロデュース
TOYOSU DANCE LIVE 2016

19

　バレエ界を代表する西島数博（プリンシパルダンサー）によるプロ
デュース公演。第1部では、様々なダンスジャンルからピックアップし
た注目の若手ダンサーによるエキシビション。第2部では西島数博と
尺八とヴァイオリンの異ジャンルコラボレーションを上演します。フ
レッシュで斬新な企画をお楽しみください！

先行
金9/9

全席指定

山崎ハコ2016新作アルバム
「私の うた」発売記念コンサート

19：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／5,000円　一般／5,500円

ティアラこうとうチケットサービス

66
歳以上対象

13日(火)19：00、14日(水)14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

火

11
29

出演：川端槇二、木村有里、加納健次、弓澤公望、守屋利香

第1部：「特別推薦ダンサーによるエキシビション」丞威（フリースタイル）、木原浩太（コ
ンテンポラリー）、坂口忍＆ソギボム（バレエ＆コレオグラフィ）、藤井創太＆吉川あみ（ボ
ールルームダンス）、水島渓（ジャズダンス）　第2部：「コラボレーションライブ」西島数
博、山内達哉（ヴァイオリン）、大河内淳矢（尺八）、安村圭太（バレエ）、菊地結子（バレエ）

劇団NLT
OH！ マイママ

日

12

15：30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

11

水

12
13

14

　稀代の津軽三味線奏者、久保木脩一朗が贈る
邦楽エンターテイメント！哀愁溢れる津軽の伝統
曲から迫力あるオリジナル曲まで、和の真髄をお
楽しみ下さい。

出演：久保木脩一朗、久保木ユキ子、久保木一如、久保木和一朗（津軽三味線）、
　　　米谷和修（尺八・篠笛）、荻野哲也（和太鼓）

津軽三味線
脩一朗＆大地
和の真髄

土

11

18：０0開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／4,100円　一般／4,600円全席指定

なぎら健壱コンサート2016
～下町情歌 Part.12～5

　人間味溢れるオリジナル曲を歌い続けている「なぎら健
壱」がカメリアホールでは12回を数える、2年振りのコンサ
ートです。今年活動46周年を迎え、歌の合間の絶妙なトーク
も冴えわたります。どうぞご期待下さい。

出演：なぎら健壱

土

12

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／3,420円　一般／3,800円全席指定

10

　伝統の話芸“浪曲”を革新した国本武春。昨年の急逝から一年、演
芸界の仲間が集まった。昇太の落語、二楽の紙切り、紋之助の独楽、
そして国本はる乃の浪曲、武春は映像出演による年末恒例最後の
“大忠臣蔵公演”。三味線の響きに乗せて、ロックとバラードで綴る
“弾き語り”ザ・忠臣蔵が復活！フィナーレは仲間達のトーク、そして
三味線の沢村豊子＆チーム堪忍ブギによる合奏で武春を追悼します。

　２年振りの新作アルバムが出来ました。2012年の「縁～えにし～」、
14年の「歌っ子」。そして16年は「私の うた」です。デビュー 42周年
の「軌跡」と「奇跡」という感じがします。昔の私、違う私、そして今の
私が見えるのです。まぎれもなく一本の道の上を、歩きながら歌って
きた「私の うた」たちです。
　ハコの「うた」を、どうぞ感じて下さい。

映像出演：国本武春
出演：春風亭昇太、三増紋之助、林家二楽、国本はる乃、沢村豊子、東家一太郎　ほか
演目（予定）：忠臣蔵～大石山鹿護送、ザ忠臣蔵　吉良邸討ち入り、フィナーレ

追悼公演
「国本武春の
大忠臣蔵ファイナル」

　この秘密だけは決して人には喋らないでくだ
さい！フランスの国会議員アルベールは、息子の
ルイと同じ日に同時に結婚式を挙げて、選挙に
向けた話題づくりを目論んでいた。そんなとき、
パリでの国際会議に出席するための打合せに、
と現れたアメリカ陸軍大佐フランクは、アルベー
ルに重大な秘密を打ち明けるが……。

曲目（予定）：織江の唄、気分を変えて、縁、歌っ子、私の うた

　青春時代の思い出がよみがえる！朝礼の時間から下校時間まで、校内
放送で流れていた名曲の数々を楽しいトークと共にお届けいたします。

出演：斎藤雅広（構成・演出・ピアノ）、加羽沢美濃（ピアノ）、萩原貴子（フ
ルート）、1966カルテット（ピアノ・カルテット）、フレッシュメン（ピアノ・トリ
オ）、山田姉妹（ソプラノ・デュオ）　ゲスト：江東少年少女合唱団
予定曲目：家路、ペルシャの市場にて、マドンナの宝石、白鳥、タイプライター、
ハンガリー舞曲第５番、仰げば尊し、夕焼け小焼け、シャボン玉、めだかの学校、
あの素晴らしい愛をもう一度、リボンの騎士のテーマ、素敵じゃないか　ほか

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1,800円　一般／2,000円　区民／1,900円

下校時間のクラシック
～校内放送で聴いたあの曲を思い出とともに～18

土
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先行
金9/9

66
歳以上対象

原発を受け入れ。原発とともに生き。
そして原発に故郷を追われた人々。
その故郷を悼む、悲しき挽歌。
　東日本大震災から5年。復興への長い道のりを覚悟しながらも、必死に立
ち上がり、前を向いて力強く歩き出す人々の物語。

　日本を代表するピアニスト仲道郁代が、都内公共施設で唯一のファツィオリのピアノ
を奏でます。今年でデビュー30周年を迎え円熟味が更に増した演奏を、楽しいトークや
聴き馴染みのあるピアノ名曲とともにお楽しみください。

作：古川健　
演出：日澤雄介
出演：安田成美、鳥山昌克、岡本篤、浅井伸治、大鶴美仁音、高橋長英

出演：仲道郁代
曲目（予定）：ドビュッシー /月の光、シューマン/トロイメライ、リスト/愛の夢 第３番、ショパン
/バラード 第１番、ショパン/ワルツ 第１番「華麗なる大円舞曲」、
ショパン/ポロネーズ 第６番「英雄」　ほか

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

挽歌8
木
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先行
金9/9

66
歳以上対象

先行
金9/9

66
歳以上対象

先行
金9/9

先行
金9/9

66
歳以上対象

先行
金9/9

66
歳以上対象

先行
金9/9

66
歳以上対象

先行
金9/9

66
歳以上対象

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／3,000円　一般／3,500円

仲道郁代 ピアノ・リサイタル9
金

12

斎藤雅広 加羽沢美濃 萩原貴子

高橋長英

鳥山昌克

西島数博

丞威（Joey）

木原浩太

水島渓

安村圭太 菊地結子

坂口忍 ソギボム

山内達哉-大河内淳矢

仲道郁代©KiyotakaSaito

岡本篤 浅井伸治 大鶴美仁音

安田成美

なぎら健壱

脩一朗＆大地

　

国本武春

沢村豊子 三増紋之助 林家二楽

春風亭昇太

火

えにし

今月の先行予約公演NEW

木
金
土
日
火
土
土

土

火

水

なぎら健壱コンサート2016 ～下町情歌Part.12～
西島数博プロデュース TOYOSU DANCE LIVE 2016
山崎ハコ2016新作アルバム 「私の うた」発売記念コンサート
挽歌
仲道郁代ピアノ･リサイタル
追悼公演「国本武春の大忠臣蔵ファイナル」
津軽三味線　脩一朗＆大地　和の真髄
　　　劇団NLT　OH! マイママ
高石ともや年忘れコンサート2016
下校時間のクラシック～校内放送で聴いたあの曲を思い出とともに～

▼9/9　先行金

11/5
11/19
11/29
12/8
12/9
12/10
12/11
12/13
12/17
2/18

土

・14

藤井創太＆吉川あみ
（ブルボンＤＳＴ）
藤井創太＆吉川あみ
（ブルボンＤＳＴ）



新発売
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新発売
土9/10

発売再開
土9/10

新発売
土9/10

新発売
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新発売
土9/10

新発売
土9/10

新発売
土9/10
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新発売
土9/10

先行
金9/9
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66
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66
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66
歳以上対象

深川江戸資料館開館３０周年記念
江戸資料館まつり
「深江戸さん喬独演会」

深川江戸資料館開館３０周年記念
江戸資料館まつり
「熊本復興支援　神田陽子の講談まつり」

11
6

11
6

日

18:３0開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会・一般／1,500円　※当日500円増

13日（木）19:00、14日（金）13:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円　

新発売
土9/10

66
歳以上対象

66
歳以上対象

15：00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

菅原洋一コンサート
12

10
土

　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。　
※本公演は6/11の振替公
演です。

古石場文化センター
大研修室会場

江東シネマプラザ第38期
「人生はドラマチックに」

全席自由　友の会・一般　2,000円（全6回分）
江東シネマ倶楽部

10/22（土）～3/25（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10～3月の上映会を予約
なしでご鑑賞いただけます。また上
映会のときには、上映映画に関する
ちょっとした話などを掲載した「江東
シネマ倶楽部だより」をお配りします。

新規会員募集

10/22（土）
11/26（土）
12/17（土）
1/28（土）
2/25（土）
3/25（土）

弥次喜多道中記
女の坂
女が階段を上る時
拝啓天皇陛下様
絶唱
伊豆の踊子★

マキノ正博
吉村公三郎
成瀬巳喜男
野村芳太郎
滝沢英輔
西河克己

片岡千恵蔵、杉狂児、楠木繁夫
佐田啓二、岡田茉莉子、乙羽信子
高峰秀子、森雅之、団令子
渥美清、長門裕之、中村メイ子
浅丘ルリ子、小林旭、安井昌二
吉永小百合、高橋英樹、大坂志郎

上映日 作品名 監督 出演

★音声ガイド付上映会（ＦＭラジオを通してナレーション放送）

全席自由　臨時会員券　
友の会・一般　500円

9/24
（土）

監督：小津安二郎　
出演：原節子、司葉子、岡田茉莉子

江東シネマプラザ9月
秋日和（昭和35年／128分）

午前の部 11：00 午後の部 15：00

南水ひとり語り

「弥次喜多道中記」©日活

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

11：00・13：00開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／900円　一般／1,000円　小学生以下／500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。　※おむつ替え、授乳スペースあり。

12
3
土

　０歳から入場ＯＫ！　クラシックからアニメの曲まで、親子一
緒に楽しめるコンサート。天井が高く生演奏に最適な会場で、
身体いっぱいに音の響きを感じてみませんか。ゲストに東京シ
ティ・バレエ団のバレリーナも登場します。

　「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。飲食（別途有料）をしなが
ら迫力のビッグバンドサウンドをお楽しみください。ゲストに斎
藤ネコさん、原順子さんを迎えます。ボナ植木（ナポレオンズ）
によるマジックショーもあります。

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

　地元・江東区在住、人気の落語
家、柳家さん喬師匠が深川江戸資
料館に登場。30周年を記念して、
その円熟の落語をたっぷり聴かせ
ます。

出演：神田陽子、1部：神田陽子の
社会人弟子、2部：一龍斉貞橘、新内
剛士、室井琴調

　江東区在住の講談師　神田陽子
プロデュースによる「講談まつり」を
開催します。
第1部　11:00開演「神田陽子の講
談教室発表会」
第2部　13:30開演「神田陽子とイ
ケメン芸人たち」

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 10日：友の会／3,600円　一般／4,000円　11日：友の会／5,400円　一般6,000円

※当日各500円増　※2/12は全席自由･入場無料

第7回イーストエンド
国際ギターフェスティバル
10日：リカルド・ガジェン 11日：ヤマンドゥ・コスタ

2
10
金

11
土

10
13
木

14
金

12
日

　第7回目を迎える今回は、衝撃的な演奏で席捲するスペインの
英雄リカルド・ガジェンと、今、全てのギタリストが憧れるヒーロー
・ブラジルの大天才ヤマンドゥ・コスタをゲストに開催いたします。

東京シティ・フィル　ピックアップメンバーによる
親子で楽しむ
ポピュラーコンサート2016

16：０0開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 友の会・一般／3,500円　学生／2,000円　※当日主催者が座席指定します。

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ
第12回定期演奏会

10
23
日

出演：オブサンズ・ジャズ・オーケストラ　司会：ボナ植木（ナポ
レオンズ）　ゲスト：斎藤ネコ（ヴァイオリン）、原順子（ヴォーカル）

出演：熊澤南水（語り）　
演目：第一部　今東光作『お吟さま』より「お吟さまの恋」　
　　　第二部　今東光作『お吟さま』より「お吟さまの死」

夜の部 18：00

深川江戸資料館開館３０周年記念
日本大道芸・大道芸の会設立２０周年記念
江戸資料館まつり「にほんの大道芸」

11
5
土

13:３0開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会・一般／1,000円

出演：日本大道芸・大道芸の会
主な内容：バナナの叩き売り、ヴァイオリン演歌、女霊媒師、一筆
龍・すたすた坊主、絵解き、地獄極楽、神霊術、あさり売り、南京玉
すだれ　など

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

高石ともや年忘れコンサート2016
12

17
土

　「フォーク・ソングの元祖」とも呼ばれ
る高石ともや。シンガーソングライターと
して話題作を発表し続ける一方、マラソ
ン・トライアスロンでも活躍を続けてい
ます。ゲストに、高石ともやと縁のある「か
もめ児童合唱団」を迎えます。ドラマの主
題歌・劇中歌、アーティストのアルバムに
も参加、オリジナルCDも発表している三
浦半島最南端の太陽のこどもたち。伸び
伸びと歌う独特の合唱スタイルの魅力が
全国に感動の輪を広げています。

　今まで、常設展示室で
実施していた、江戸の物
売りと大道芸。今回は、江
戸を飛び出し、現在まで
伝わる「日本の大道芸」を
一挙に披露します。特に
バナナの叩き売りは必見
です。

１9：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／2,700円、一般／3,000円、高校生以下／2,000円

谷川賢作～俊太郎を弾く
－そしてダンス！ダンス！ダンス！－

11
18
金

出演：谷川賢作（ピアノ）、古澤裕治（クラリネット）、本間祥公、川西
凜空、山元美代子（モダンダンス）、雑賀淑子（朗読）、サイガバレエ

出演：高石ともや　ゲスト：かもめ児童合唱団

　詩人・谷川俊太郎を父にもつ谷川賢作。編曲家・ピアニスト
として、ＮＨＫ「その時歴史が動いた」のテーマ曲や日本アカデ
ミー賞優秀音楽賞受賞など、多彩な活動を続けています。
　彼を中心に、俊太郎の詩の世界をさまざまなダンスで表現
します。森下文化センターのステージでしか味わえない、心
暖まる一夜をお楽しみください。

66
歳以上対象

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

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

9
17
土

　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。

　心にしみる「ことば」を伝えたい！
　肉声という楽器が、文学という
楽譜を奏でるコンサートに、ぜひ
足をお運びください。

出演：なぎら健壱、松本典明（ギター）
ゲスト：あさみ ちゆき

16：00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

9
25
日

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） 13：00・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／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

ひなた号の冒険
～時を越えて～

10
30
日

　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）

日

11:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会・一般／1,500円　※当日500円増

※入場料は1・2部、通しの金額です。個別の料金はありません。

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」
　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。

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

なぎら健壱なぎら健壱なぎら健壱

谷川賢作谷川賢作谷川賢作 古澤裕治古澤裕治古澤裕治 本間祥公本間祥公本間祥公 川西凜空川西凜空川西凜空 山元美代子山元美代子山元美代子

あさみ ちゆきあさみ ちゆきあさみ ちゆき

高石ともや高石ともや

ボナ植木ボナ植木 斎藤ネコ斎藤ネコオブサンズ・ジャズ・オーケストラオブサンズ・ジャズ・オーケストラ

「秋日和」©1960松竹株式会社

昼の部 14：00残席わず
か

※最終日は出演者の指導によるマスタークラス、そしてマスタークラス参加者によるコンサー
ト(入場無料)を開催予定。お問い合わせ･お申込みは、EEIGF事務局090-6921-6994（ヒウ
ラ）または tokyo@eastendguitar.jpまで。

※今期より開演時間が変わります。

リカルド・ガジェンリカルド・ガジェン ヤマンドゥ・コスタヤマンドゥ・コスタ
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新発売
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9
17～19

チケット取扱施設
ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
森下文化センター ☎03-5600-8666
古石場文化センター ☎03-5620-0224
東大島文化センター ☎03-3681-6331
砂町文化センター ☎03-3640-1751
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

テ
ィ
ア
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う 
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三遊亭栄楽
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の
他
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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：三遊亭小圓朝（9/14（水））　
　　　　柳家三語楼（10/14（金））　

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
9/14（水） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

10/14（金） 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
歳以上対象

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
演目：乳房榎、錦の袈裟　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

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～

66
歳以上対象

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
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。　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

もんなか・もんじゃ・オーケストラ 21世紀の15th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
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～

44
歳以上対象

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
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）

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

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？～

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
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 弾き語りLIVE2016 JUST GUITAR JUST VOCAL

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 4,300円／一般 4,800円
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。　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・内山理名（11日14:00）、国仲涼子・うじきつよし（11日17:30）

天国のあなたへ、つたえたい 心の手紙

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

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 3,150円／一般 3,500円　※当日各300円増
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。

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

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 4,000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!!
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」

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
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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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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
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）

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

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
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。

第11回カメリア区民演劇祭

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。
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

東京シティ・バレエ団 シティ・バレエ・サロン vol.5

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 2,500円／一般 2,800円　※当日各200円増
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）　ほか
曲目：A列車で行こう、イン・ザ・ムード、キャラバン　ほか、ジャズの名曲をお楽しみください。

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～

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／学生 2,500円
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

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

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：〈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）

花岡詠二 インターナショナル･オーケストラ･コンサート

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
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　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

―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～

66
歳以上対象

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」

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橘ノ圓満橘ノ圓満

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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スタンディングで約3,100名収容可能。音楽ライブコンサートを中心に、
演劇やミュージカル、ライブビューイングなどが行われています。

ミミヨリ情報

ティアラ友の会

　新交通ゆりかもめ・新豊洲駅から徒歩3分のところにある巨大なライブハウ
ス、豊洲PIT。
　このライブハウスの名前の由来は「Power Into Tohoku!」から来ているの
をご存知ですか。東日本大震災後、エンタテインメントによる被災地復興支援
活動を継続するため、2012年10月、東京と東北３県のイベントホールの開設
を目標にかかげて一般社団法人が設立されました。2014年10月にオープンし
た豊洲PITは、その事業によって生み出された収益金全額を、東北地区のPIT
の開設や運営、エンタテインメントを通じた復興支援のための活動に活用して
きました。2015年7月にいわきPIT、2016年1月に釜石PIT、そして3月11日
に仙台PITがオープン。仙台PITについては、東北復興支援のために再結成し
たPRINCESS PRINCESSが収益金3億円を寄付して建設されたことで話題に
もなりました。現在、寄付金の累計は三千万円を超えています。
　豊洲PIT会場管理
スタッフのお話によ
ると、来場者には豊洲
PITがこうした震災
復興のために活動し
ているのを知らない
方も多いとのこと。そ
れでも、エンターテイ
ンメントを楽しむこと
が知らず知らずに活
動につながっていけ
ればとのことでした。

〒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。

03-3531-7888電江東区豊洲6-1-23住
http://toyosu-pit.team-smile.org/HP

2016年9月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号10月号は9月28日頃発送予定です。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新春ティアラ寄席　
　桂文珍・林家たい平
　（2/12ティアラこうとう大ホール公演)　
　サイン入り色紙／①桂文珍、②林家たい平

２春らんまん寄席　
　（3/20ティアラこうとう小ホール公演）
　サイン入り色紙／③林家木久蔵

〈しめきり〉9/30（金）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

10/22 土

豊洲フェスタ
江東区音楽家協会公演

豊洲文化センター　シビックセンターホール
全席自由　入場無料（当日直接お越しください）

12/2 金

東京ブラスソサエティ
第44回クリスマスコンサート

18:30開演　江東区文化センター　ホール
30組60名様をご招待

　豊洲フェスタの一環として、午前はお子
様向けの楽しいコンサート、午後は大人向
けの美しいコンサートを行います。江東区
音楽家協会による本格的な音楽をぜひご
家族でお楽しみください。

　ティアラこうとう（江東公会堂）は、9月16日（金）から12月18日
（日）まで空調設備等の改修工事のため休館いたします。
　ただし、チケットの予約・支払い、施設の利用予約・料金の支払
い等、窓口業務は9:00～17:00まで行います。（窓口業務等休止日：
毎月第1・3月曜日）工事期間中はご不便をおかけいたしますが、ご
理解とご協力をお願いいたします。
問合せ：ティアラこうとう　℡3635-5500

　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」のクリスマス
コンサートに、一般発売に先がけて30組
60名をご招待します。今回は会場がい
つもと違いますのでご注意ください。
指揮：山本武雄　曲目：アンダーソン／クリスマスフェスティバル、
リチャーズ／ヒム オブ プレイズ　ほか
申込み：往復ハガキに①住所②氏名③電話番号④希望人数（1枚に
つき2名まで、未就学児不可）⑤友の会会員番号をご記入の上、お申
込みください。（申込み多数の場合は抽選。）　
〒136-0016　江東区東陽4-11-3　江東区文化センター「東京BS 
TP招待」係　しめきり：9/27（火）必着
問合せ：ティアラこうとう　TEL：5624-3333

　ティアラこうとうでは、江東区芸術提携団体である東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京シティ・バレエ団と
ともに、江東区内の小学校を訪問し、こどもたちと一緒に参加型の体験プログラムを実施しています。平成17年から始まり、
当初は年間6校でしたが、平成21年から㈱日立公共システムの協賛を受け年間12校になりました。平成26年には、国が後
援しNPO法人が実施している「第8回キッズデザイン賞」の『子どもの未来デザイン感性・創造性部門』を受賞しています。

 

75豊洲PIT

いつもの音楽室がコンサートホールに

ダンサーの日常的なレッスンを公開

ダンサーと一緒に体を動かしてみます 華やかな衣裳でバレエを紹介

スライドを使って説明

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　

11:00開演／親子で楽しむコンサート　14:00開演／気軽にクラシック

問合せ：豊洲文化センター　TEL：3536-5061

　東京シティ・フィルハーモニッ
ク管弦楽団によるプログラムは、
楽団員10名によるアンサンブ
ルです。
　弦楽四重奏、木管五重奏で、
どこかで耳にしたことのある曲、
親しみやすい曲をお届けします。
最後はピアノを交えた10人での演奏で、オーケストラ曲をたっぷり味
わってもらいます。曲を聴くだけでなく、楽器紹介、音の出る仕組みの説
明などもあり、こどもたちから元気な質問が飛び出します。

◇出演者の声
　コンサートホールでの演奏会には言うまでもなく素晴らしい特色が
ありますが、アウトリーチ活動における観客との距離の近さによって
生み出されるアットホームな雰囲気には代え難いものがあります。こ
どもたちのまっすぐな表情を間近に感じながら演奏していると、こちら
も楽器を始めた頃の気持ちが蘇り新鮮な気持ちで音楽を奏でること
が出来ます。

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　ファゴット　皆神陽太

●学校の先生から
・演奏者のすぐそばで、息づかいや身体
の動きを身近に感じながら鑑賞できる
なんて、とてもぜいたくな体験でした。

・生の演奏を間近で聴くことができて、こ
どもたちにとってかけがえのない経験
になりました。

●学校の先生から
・本物を見る、肌で感じられることに感謝しています。
・バレエの歴史からレッスン、プログラムへと少しずつ教えていただき、
興味を持って聞いていました。こどもたちのよりよい学びとなりました。

ティアラこうとうのアウトリーチ・コンサートをご存知ですか？

１．オーケストラってなんだろう
２．リズムであそぼう
３．音楽を聴いてみよう
◉ヴィヴァルディ／四季より“春”
◉久石譲／となりのトトロより「さんぽ」
◉アンダーソン／舞踏会の美女
◉チャイコフスキー／くるみ割り人形より「行進曲」「トレパーク」
「花のワルツ」　ほか

平成28年度プログラム

◇出演者の声
　最初はバレエなんて、と興味の無かった男の子たちも、男性のジャ
ンプや回転などダイナミックな動きを見て、最後には目をキラキラさ
せています。バレエを初めて見る子が多いので、その出会いが次につ
ながるように、劇場に行きたいと思ってもらえるようにしなくちゃ、とい
う責任感が芽生えました。

東京シティ・バレエ団　松本佳織

◉「くるみ割り人形」より金平糖の女王のヴァリエーション
◉「ドン・キホーテ」よりバジルのヴァリエーション
◉「眠れる森の美女」よりオーロラ姫のヴァリエーション
◉瀕死の白鳥
◉「コッペリア」よりバラード、人形の踊り、チャルダッシュ

平成28年度プログラム

　東京シティ・バレエ団によるプログラムは、体育館にバレエ用マットと
バレエバーを持ち込み、3人のダンサーと解説者によるチームでバレエを
紹介します。最初はこどもたちと一緒に体を動かしてみます。基礎的な動
きだけでなく、簡単な振りが付き、音楽に合
わせて踊りだすとこどもたちの目はどんど
ん輝いていきます。
　後半は衣裳をつけたダンサーによる、バレ
エの名場面集。バシッとポーズが決まると、
大きな拍手が沸き起こります。

　ティアラこうとうでは、江東区内全ての小学校でアウトリーチ事業を実施することを目指しています。また、このような分かりやすいプログラムをより多くの方
に見ていただくため、「こどもたちのためのオーケストラ＆バレエ体験」を毎年大ホールで実施しています（今年度は7月24日に実施）。オーケストラやバレエが
普段の生活に溶け込み、もっと身近になりますように。ティアラこうとうと東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団と東京シティ・バレエ団の願いです。

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

休館の
お知らせ

2016年 9/16（金）～12/18（日)2016年 9/16（金）～12/18（日)
改修工事ティアラこうとうティアラこうとう

Tiara MembersTiara Members

今ご入会いただくと、
ティアラオリジナルチケットケースをプレゼント！

•チケット割引　•先行予約
•チケットの無料郵送（口座振替会員のみ）
•会員情報紙の送付　•アーティストグッズプレゼント
•指定飲食店での割引　など

どなたでもご入会いただけます。

入会金無料　年会費1,500円

会
員
の
特
典

会員募集中

アンサンブルを楽しもう！
◆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

バレエを楽しもう！♫♪♭ ♫♪♭


