
東京シティ・バレエ団「TOKYO CITY BALLET LIVE 2017」

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12/9
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。
●ティアラこうとうは12/18まで17：00に受付を終了します。
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新発売
土12/10

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

4

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会・一般／7,000円全席指定

KAN Concerto col Quartetto da Muroia
コンチェルト・コル・クヮルテット・ダ・ムローヤ

よしもとお笑いまつり
in江東2017!!

人情喜劇　亀戸駅裏旅館感謝篇
～さようなら番頭さん～

2
日

3
26

 芸能生活29周年記念・特別感謝活動年の後半は、ＫＡＮが自身
の編曲で、弦楽四重奏とともにお送りする、たぶんとっても上
品で、ものすごく音楽的な全国ツアー。

全席自由
12：00開演　豊洲文化センター　レクホール

友の会／ 1,800円　一般／ 2,000円　こども（0歳～小学生）／ 1,000円

ティアラこうとうチケットサービス

19：00開演　砂町文化センター　3階研修室
友の会／3,500円　一般／3,800円　シニア／3,600円　※当日各200円増全席指定

土

3
4

火

2

17:０0・19:30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　
当日／友の会／3,600円 　一般／4,000円
※5歳以上有料。4歳以下はひざ上のみ無料、
　ただしお席が必要な場合は有料

全席指定

21

2
15

　よしもと人気芸人が笑いをお届け！テレビとは一味違う
「生」のお笑いをどうぞお楽しみに！

15:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／3,400円　一般／3,800円　こども（小学生以下）／2,000円全席指定

　歌あり・コントあり・喜劇ありの
120分!!山口弘和（コント山口君と竹
田君）の特別書き下ろしシリーズ第６
弾。「亀戸駅裏旅館」で起きる大騒動！
笑って、泣いて、下町人情にあふれる
喜劇をたっぷりお楽しみください。
　公募で選ばれた区民の方の出演
もお見逃しなく！

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会・一般／500円全席指定

　東京シティ・フィルによる年に一度のスペシ
ャルコンサート。 ジュニアオーケストラとの合
同演奏もお楽しみください。

　親子で楽しめる「0歳からのコンサート」が今年も豊洲にや
ってきます！赤ちゃんから大人までご家族みんなが大好きな
ジブリの名曲から童謡までをジャズピアノアレンジでお贈り
します。安心のフルフラット・フロアでお待ちしています。

　人気実力ともに当代随一の小三治師匠、その芸はまさに円熟の
域にあります。重要無形文化財保持者（人間国宝）である小三治師
匠の古典落語の妙味と、柳派の滑稽落語の世界を大事にし、廓噺
に造詣が深く当代一の名手と称される小里ん師匠との二人会を
お楽しみください。

66
歳以上対象

44
歳以上対象

水

今月の先行予約公演NEW
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よしもとお笑いまつりin江東2017！！
癒しの打弦楽器 ハンマーダルシマーコンサート
人情喜劇 亀戸駅裏旅館感謝篇～さようなら番頭さん～
東京シティ・バレエ団 バレエとバリ舞踊の饗宴～バリ版：真夏の夜の夢
オーケストラの日2017　スペシャルコンサート

KAN Concerto col Quartetto da Muroia

東京シティ･フィル＆ティアラこうとうジュニアオーケストラ
オーケストラの日2017　スペシャルコンサート

砂町文化亭　
柳家小三治・柳家小里ん二人会

出演：コント山口君と竹田君、テツａｎｄトモ、カンカラ、俵山栄子、押田佐代子　ほか　

出演：中川家・ウーマンラッシュアワー・トータルテンボス・
レイザーラモン・フルーツポンチ・バンビーノ・ピスタチオ

出演：KAN（ピアノ・ヴォーカル） 、室屋光一郎（ヴァイオリン）、
徳永友美（ヴァイオリン）、島岡智子（ヴィオラ）、奥泉貴圭（チェロ）

指揮：佐々木新平　
予定曲目：ベートーヴェン／「フィデリオ」より序曲、
バルトーク／ハンガリアン・スケッチ（以上ジュニ
アオケ）、ボロディン／「イーゴリ公」より“ダッタン
人の踊り”（合同演奏）、ブラームス／ハンガリー舞曲第5番(指揮体験コーナーあ
り)、チャイコフスキー／｢エフゲニー・オネーギン｣よりポロネーズ　ほか

立石一海トリオ（JAZZピアノトリオ）0歳からのコンサート
親子でジャズ！アニメから童謡まで

30・31
木・金

19：00開演　ティアラこうとう　大ホール

3

全席指定

東京シティ･バレエ団
「TOKYO CITY BALLET LIVE 2017」

友の会／S席4500円、A席3,600円　一般／S席5,000円、A席4,000円　
学生／2,000円（高校生以上25歳以下の学生　※要学生証提示　当日受付にて座席指定券と交換）

66
歳以上対象

26
日

14：０0開演　ティアラこうとう　小ホール

2

全席指定

癒しの打弦楽器
ハンマーダルシマーコンサート
～アイリッシュ音楽を中心に～

友の会／2,250円　一般／2,500円　

　ハンマーダルシマーは台形の木の箱に約70本の鉄の弦が張ってあり、木製のスティック
（ハンマー）で弦を叩いて音を出す楽器のことです。金属製の弦を打って音を出す点や音色
の類似性から「ピアノの先祖」と呼ばれます。
　耳に懐かしい音色で、クラシックからジャズ、アイリッシュ音楽まで幅広いジャンルの音楽
をお届けします。この機会にハンマーダルシマーの優しい響きを聴いてみませんか。

出演：MIMI（ハンマーダルシマー）、Blacko Muiri（ギター）、竹村夕子（ピアノ）

演目：ウヴェ・ショルツ振付「Octet」（日本初演）、アレッシオ・シルヴェストリン振付「譜と風景」、
安達悦子再振付「パキータ」第2幕　
出演：志賀育恵、佐合萌香、岡博美、中森理恵、清水愛恵、黄凱、キム・セジョン、玉浦誠、沖田貴士、中弥智博　ほか

　「ベートーヴェン 交響曲第7番」で熱狂的な支持を受けた奇才ウヴェ・ショルツによる日本初演作「Octet」、
アレッシオ・シルヴェストリンが雅楽を用いて振付けた意欲作「譜と風景」、古典バレエの真髄が凝縮された
「パキータ」を一挙上演。バレエの新たな潮流となっている振付家の傑作を一度に楽しめるこの舞台。どうぞ
ご期待ください！

12
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

3

全席指定

東京シティ･バレエ団
バレエとバリ舞踊の饗宴～バリ版：真夏の夜の夢

友の会／3,600円　一般／4,000円

先行
金12/9

先行
金12/9

44
歳以上対象

先行
金12/9

先行
金12/9

66
歳以上対象

先行
金12/9

先行
金12/9

先行
金12/9

55
歳以上対象

構成・振付：石井清子・中島伸欣　バリ舞踊監修：イ・クトゥット・スアンダ
バレエ：東京シティ・バレエ団　バリ舞踊：アナッ・アグン・グデ・アグン・ラーマ・プトラ、ニ・
ニョマン・チプタ・ウィリアワティほか　ガムラン演奏：Terang Bulang（トゥラン･ブーラン）

　バリ島より著名なバリ舞踊家を招いてのバレエとバリ舞踊による“異色のコラボ
レーション”です。第1部はバレエ団による古典バレエの最高傑作「白鳥の湖」より第2
幕、バリ人舞踊家によるバリ舞踊の人気演目「レゴンラッサム」ほか、第2部は人気バ
レエ作品「真夏の夜の夢」をバリ舞踊と融合させた完全オリジナル版でお楽しみくだ
さい。(後援：インドネシア共和国大使館)

佐々木新平

昨年の公演より

新発売
土12/10

新発売
土12/10

11
土

3

出演：立石一海トリオ〈立石一海（ピアノ）、佐藤忍（ベース）、
鈴木麻緒（ドラム）〉
曲目（予定）：となりのトトロ、アンパンマンのマーチ、
どんぐりころころ　ほか

コント山口君と竹田君

中川家中川家 ウーマンラッシュアワーウーマンラッシュアワー

バンビーノバンビーノ

レイザーラモンレイザーラモントータルテンボストータルテンボス

ピスタチオピスタチオフルーツポンチフルーツポンチ

立石一海トリオ立石一海トリオ

テツａｎｄトモ カンカラ

2000円お得！ 公演セット券 「バレエとバリ舞踊の饗宴」と「TOKYO CITY BALLET LIVE 2017」公演S席セット券です。
一般価格9,000円をセット券価格7,000円でお買い求めいただけます。

バリ舞踊 白鳥の湖ⓒ鹿摩隆司

OctetⓒMarlies Kross（Staatstheater Cottbus）

パキータⓒ寺田真希
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新発売
土12/10
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日

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

親子ペア／2,900円　ママ友割（大人2人以上）／1,900円
14:00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円　小学生以下／500円

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

※0歳よりご入場いただけます。　※動きやすい服装でご参加ください。

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

ティアラマンスリーコンサートVol.190
Trio Concert～Violin Flute Piano～

2
3

金

　ヴァイオリン、フルート、ピアノによるトリオコンサート。プロ
グラムの前半はドイツの作曲家によるデュオとソロの作品、後
半はすべてトリオでキュイ、イベール、ニーノ・ロータの作品を
お贈りします。３つの楽器の溶け合うサウンドをお楽しみ下さい。

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　1,400円（全4回分）
江東シネマ倶楽部

12/17（土）～3/25（土）

古石場文化センター
大研修室会場1/7（土）～9（月・祝）

　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12～3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。

会員募集

12/17（土）
1/28（土）
2/25（土）
3/25（土）

女が階段を上る時※

拝啓天皇陛下様
絶唱
伊豆の踊子★

成瀬巳喜男
野村芳太郎
滝沢英輔
西河克己

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）　※35mmフィルム上映

全席自由　臨時会員券　友の会・一般　500円

12/17
（土）

監督：成瀬巳喜男
出演：高峰秀子、森雅之、団令子、
　　　仲代達矢　ほか

江東シネマプラザ12月
「女が階段を上る時」（昭和35年／111分）

午前の部 11：00 午後の部 15：00

東京シティ・バレエ団Presents
親子で楽しむバレエ＆バレエ･エクササイズ

「拝啓天皇陛下様」©1963松竹株式会社

司葉子 「殿様ホテル」

66
歳以上対象
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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
全席指定

2
12
日

　「お米」とは桂米朝一門、「お豆腐」は茂山家。上方の「笑い」
の文化が薫るお得な舞台の東京公演です。今回のテーマは
「戦」。落語「花見の仇討」の上方落語版「桜の宮」、山賊同士の
喧嘩と仲直りを描いた狂言「文山立」。そして落語と狂言による
落言の新作「鳩の糞」を上演します。

　予選を勝ち抜いた15組のバンドが演奏とパフォーマンスを
競う江東バンドFESTIVAL。第10回記念大会のグランプリはど
のバンドの手に？

　ラテン音楽界の超一流ミュージシ
ャンが結集！おなじみの歌が大人もこ
どもも大興奮のスペシャルな熱いラ
テンサウンドに生まれ変わります。お
子様の本格的コンサートデビューは
Kids meet Music!で決まり！　
※授乳室をご用意しています。

渡辺真知子コンサート2017
～ときの華～

1
6
金

2
25
土

　「かもめが翔んだ日」「迷
い道」「ブルー」「唇よ、熱く
君を語れ」など数々のヒット
曲を世に送り出し、現在で
も精力的に活動を続ける渡
辺真知子。
熱く、パワフルな歌声で人
々を魅了するステージをお
楽しみください！

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円　※当日一律4,500円

19：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,300円　一般／4,800円

1
22
日

午後の部 15：00

出演：江川ゲンタ（パーカッション）、仲田美穂（ピアノ）、城間里佳（ボ
ーカル）、五反田靖（トランペット）、佐野聡（トロンボーン）、澁谷和利
（ベース）、MUTSUMI（ダンサー）、宮本仁（パーカッション）　ほか
曲目（予定）：アンパンマンのマーチ、サザエさん、ドラえもんのう
た、ディズニーメドレー、となりのトトロ　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

2
18
土

　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。

　わかりやすい解説付きでバレエの名場面を鑑賞し、こどもと
一緒に簡単エクササイズでリフレッシュしましょう。素敵なバレ
エの魅力をご家族でお楽しみください。

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

日

「女が階段を上る時」©1960東宝

午前の部 11：00

※今期より開演時間が変わりました。

親子で楽しむ Kids meet Music!
～マンボで踊ろう！チャチャチャで歌おう！～

第10回江東バンドFESTIVAL
粋でイナセないいバンド！

出場バンド（予定、50音順）：Eazyfly、Camino Blanco、GEARD、紅のトロッコ、Samaru 
band、The ムーディーズ、Team桃屋、てんしバンド、House & Fish、Fourskitz、４９、Blood 
less the war、ポケット バスターズ、YUYAKE COMPANY from B、RADICALS
ゲスト出演：Maypipas（第9回グランプリ）

出演：杉浦菜々子（ピアノ）、堀口洋子（ヴァイオリン）、川口暁子（フルート）
曲目：バッハ／フルートとヴァイオリンのためのデュエット ト長調 作品598、モー
ツァルト／ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第28番 ホ短調 作品304　ほか

フレッシュ名曲コンサート
オーケストラwithバレエ　
ダッタン人の踊り

友の会／S席3,600円、A席2,700円　一般／S席4,000円、A席3,000円
※江東区民･こども（5歳以上小学生以下）一般料金から各200円引
※公演終了後（17:30～18:30予定）、両団との交流会あり
　定員：100名程度（ティアラこうとうへ要申込み、先着順）　

お米とお豆腐
落語「桜の宮」、狂言「文山立」、落言「鳩の糞」

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～

夫に死なれ、生活のために銀座の高
級バーで雇われマダムとして働いて
いる圭子の哀歓と人間模様を描い
たドラマ。高峰秀子、仲代達矢が好
演している。※35ｍｍフィルム上映

2
1
水

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

66
歳以上対象

手帳に記されたそれぞれの時の記録　
　　　　それはそれぞれの心の記憶へ誘う栞
　森嘉子（モダンダンス）、ユキスガヌマ（ジャズ・コンテンポラリ）の
二人が独自の舞踊感でおりなす舞台の共振をお楽しみください。

出演：森嘉子、ユキスガヌマ　ほか

舞踊作家協会第190回
「時の花～心の記憶」
2016年度年間テーマ「手帳」　

森嘉子森嘉子 ユキスガヌマユキスガヌマ

MaypipasMaypipas イメージイメージ イメージイメージ

香川京子香川京子

第10回江東シネマフェスティバル　
10周年記念・1月の連休は昭和の名作を！

66
歳以上対象

小津安二郎監督にちなんで開催する映画の祭典です。小津監督の映画上映は
もちろん、弁士付映画上映、豪華ゲストトークなど、
昭和の名作映画にたっぷり浸れる３日間です。
■初期から晩年までの小津映画作品を揃えました。
■女優・司葉子、香川京子の豪華ゲストトーク回も
あります。
■「活弁」第一人者・澤登翠による無声映画上映が
あります。
■小津監督と同時期の名監督・成瀬巳喜男の作品
や、原節子幻の出演作まで一挙上映します。

全席自由　友の会／一般　3日間通し券3,000円、
1回券500円（表中☆印は1,000円。当日各200円増）
学生・障がい者1回券 各200円引

★：視覚障がい者のためのFM放送による音声ガイド付き上映。貸出ラジオは要予約
◆：フィルム上映　※｢殿様ホテル｣は13：20より日本映画研究家・下村健の解説あり

中村鴈治郎、原節子、司葉子

河津清三郎、井川邦子、原節子

中村錦之助、池内淳子、渥美清
原節子、笠智衆、淡島千景  

斎藤達雄、吉川満子、突貫小僧 

ジーン・ケリー、ドナルド・オコナー、デビー・レイノルズ

司葉子、加山雄三、森光子  

笠智衆、原節子、香川京子

小早川家の秋◆★
（ゲストトーク：女優　司葉子）
殿様ホテル◆（※）
自主制作短編映画上映（入場無料）
沓掛時次郎遊侠一匹◆
麦秋
生れてはみたけれど
（弁士：澤登翠）◆☆

雨に唄えば

乱れ雲◆
東京物語◆★
（ゲストトーク：女優　香川京子）

10:20

13:30
15:10
16:20
10:20

13:50

17:00

10:20

13:30

小津安二郎

クラタ・フミンド

加藤泰
小津安二郎

小津安二郎

ジーン・ケリー
スタンリー・ドーネン
成瀬巳喜男

小津安二郎

1/7
（土）

1/8
（日）

1/9
（月・祝）

上映日 開演 監督 出演作品名＆ゲスト

指揮：飯守泰次郎　
構成・振付：石井清子
チェロ：上野通明
演奏：東京シティ･フィル
ハーモニック管弦楽団　
バレエ：東京シティ･バレ
エ団
曲目：ドヴォルザーク／
チェロ協奏曲ロ短調（オー
ケストラのみ）、ボロディン／歌劇「イーゴリ公」より“ダッタン人の
踊り”（オーケストラwithバレエ特別版）　ほか

らくげん

茂山七五三茂山七五三茂山七五三 茂山あきら茂山あきら茂山あきら 桂文之助桂文之助桂文之助 小佐田定雄小佐田定雄小佐田定雄
解説：安達悦子　出演：東京シティ･バレエ団

イメージイメージイメージ 過去の公演より過去の公演より過去の公演より

加羽沢美濃斎藤雅広 萩原貴子

66
歳以上対象

16：０0開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

2
4
土

　「ドラマティック・レイ
ン」「クリスマスキャロル
の頃には」など数々のヒッ
ト曲を、透明感あふれる歌
声に乗せてたっぷりとお
届けします。

稲垣潤一コンサート2017

友の会／5,400円　一般／6,000円

66
歳以上対象

川中美幸 
４０周年記念コンサート

2
25
土

　時代が移り変わっても色
あせない名曲の数々。夫婦
演歌、人情演歌、耳なじみ
のある川中美幸の世界を
たっぷりと。

13：30、17：０0開演　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

予定曲目：二輪草、ふたり酒、人生ごよみ　ほか
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落語公演情報

新発売
土12/10 新発売

土12/10

新発売
土12/10

13:30
開演

土

12
3

午前の部11:00
午後の部15:00

火

12
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
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）
※ティアラこうとうも9/16（金）～12/18（日）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
ラ
こ
う
と
う 

公
演

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：古今亭文菊（12/2（金））
　　　　三遊亭萬橘（1/12（木））

今一番ホットな豊洲で、笑いを届ける「都笑亭」。毎年2月は、我
らイチ押しのプロの噺を聴いて頂くスペシャル公演。今回は、
大阪より「笑福亭福笑」来演、豊洲に笑いの嵐が吹き荒れます。
出演（予定）：三崎家桜の輔、久寿里菊之助、河内家るぱん
ゲスト：笑福亭福笑 

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
12/2（金） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

1/12（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。

66
歳以上対象

66
歳以上対象

東北弁落語　六華亭遊花の会

第２回魅知国（みちのく）東京寄席

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,200円 （当日各300円増）
出演：六華亭遊花、えり奈、ブラボー中谷　

12/10（土） 18:45開演 会場　深川江戸資料館　小劇場

66
歳以上対象寄席都笑亭 Vol.109

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）：久寿里菊之助、河内家るぱん　ほか
※チケット取扱いは豊洲文化センターのみ　

12/2（金） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

66
歳以上対象都笑亭 Vol.110 スペシャル

料金：全席自由　友の会／ 900円　一般／ 1,000円　※当日一律1,500円
2/17（金） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

66
歳以上対象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（予定）：出演／古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭朝也　

12/4（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

第126回大島落語会
1/20（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

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：山口裕之（第1ヴァイオリン）、丹羽道子（第2ヴァイオリン）、臼木麻弥（ヴィオラ）、銅銀久弥（チェロ）　
曲目：ブラームス／弦楽四重奏曲　第2番イ短調 op.51-2、ベートーヴェン／弦楽四重奏曲　第16番ヘ長調　
op.135、ブラームス／弦楽四重奏曲　第1番ハ短調　op.51-1

さくら弦楽四重奏団

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 S席4,500円、A席4,000円、B席3,500円／
一般 S席5,000円、A席4,500円、B席4,000円　※友の会割引制限6枚まで
出演：東京シティ・バレエ団、ティアラ“くるみ”の会　指揮：福田一雄　構成・演出・振付：（イワーノフの
原型による）石井清子　演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　合唱：江東少年少女合唱団

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

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会 1,300円／一般 1,500円
指揮：土田政昭　合唱：江東区民合唱団　演奏：江東フィルハーモニー管弦楽団　出演：鳥海仁子（ソプラノ）、
池端歩（アルト）、高柳圭（テノール）、狩野賢一（バス）　曲目：ドヴォルザーク／レクイエム　変ロ短調　作品
89、ボロディン／歌劇「イーゴリ公」序曲

ふるさとこうとう音楽のつどいVol.23 ドヴォルザーク「レクイエム」

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／学生 2,000円　※当日一律3,500円
曲目：ルビーラ／禁じられた遊び～トレモロ、ケニア民謡／ジャンボブワナ、リョベート／聖母の御子、タレガ／
マリエータ、バリオス／最後のトレモロ、國松竜次／８つの京都民謡　ほか

國松竜次ギターリサイタル

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 4,050円（当日4,500円）／一般 4,500円（当日5,000円）
出演：木村大（ギター）、榊原大（ピアノ）　
曲目（予定）：ヴィヴァルディ／四季「夏」より第3楽章、ホアキン・ロドリーゴ／アランフェス協奏曲、チック・コリ
ア／スペイン、レッド・ツェッペリン／天国への階段、アンドリュー・ヨーク／サンバースト、さくらさくら　ほか

木村大 ギター･コンサート“ECHO” ～美しく情熱的なピアニスト榊原大を迎えて～

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：加羽沢美濃（ピアノ）、藤崎美乃（ヴァイオリン）　曲目（予定）：マスネ／タイスの瞑想曲、モンティ／チ
ャルダーシュ、サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン、加羽沢美濃／２４のプレリュードより　ほか

ティアラ・クラシックス2017 加羽沢美濃の寺子屋クラシックス ～ヴァイオリン徹底解剖～

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 3,420円／一般 3,800円
毎年恒例の正月落語会。来年は「笑点」でお馴染みの三遊亭小遊三と話芸の名手の春風亭小朝、そして漫才界
の人気者ナイツという豪華な顔ぶれでお楽しみいただきます。

春風亭小朝プロデュース 新春寄席 小遊三・小朝・ナイツ

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：杉山茂（ヴァイオリン）、戸張勢津子（ピアノ）、木村麻衣子（フルート）
曲目：イベール／ 2つの間奏曲（フルート・ヴァイオリン・ピアノ）、サン=サーンス／ヴァイオリン・ピアノの
ための3部作 作品136、フランク／ヴァイオリン ソナタ イ長調　ほか

ティアラマンスリーコンサート Vol.189　フランス音楽のエスプリ

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：花岡詠二スヰング・ショッツ　花岡詠二（クラリネット＆サックス）、武田将（ヴァイブラフォン）、佐久間和
（ギター）、山本琢（ピアノ）、加藤人（ベース）、竹内武（ドラムス）、アンサンブル・ダ・コーエ　
曲目：花、春の小川、浜辺の歌、ス・ワンダフル、クラリネットポルカ、ラデツキー行進曲　ほか

花岡詠二プレゼンツ 新春室内楽＆スイングコンサート

44
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会 ・一般 500円
出演：藤崎美乃（ヴァイオリン）、鈴木孝彦（ピアノ）　曲目（予定）：エルガー／愛のあいさつ、マスネ／タイス
の瞑想曲、モンティ／チャルダーシュ、サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン

ティアラワンコイン・コンサート2017 藤崎美乃 ヴァイオリン・コンサート

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
劇団ＮＬＴがお贈りする、現代ブールヴァールコメディの自信作です。フランス国会議員のアルベール一家に起
こる大騒動！ 迫力ある舞台をぜひお楽しみください。　
出演：川端槇二、木村有里、加納健次、弓澤公望、守屋利香　 ※無料招待は締め切りました。

劇団NLT OH！ マイママ

豊洲文化センター　シビックセンターホール　全席自由　友の会 3,600円／一般 4,000円
原語・字幕・テロップ付き公演　指揮：伊藤薫　演出：土師雅人　
出演：草刈伸明、赤木克行、沖山周子、沖藍子、菅原千恵、細沼初美 ほか

江東オペラ公演「フィガロの結婚」

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 1,000円／一般 2,000円／小中学生 1,000円
第Ⅰ部では原進の指揮でブラスバンドのオリジナル作品を、第Ⅱ部では山本武雄の指揮によるクリスマス音楽を
お届けします。

東京ブラスソサエティ 第44回クリスマスコンサート

66
歳以上対象

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会 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。
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

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

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
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。
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

挽歌

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円　※当日各200円増
出演：西田幹＆ラテンオールスターズ、ドリームスクェアジャズオーケストラ、千葉友紀（ジャズヴォーカル）、
西山健治（トロンボーン）　
曲目：北の国から、ジングルベル、ホワイトクリスマス、与作、ウィンターワンダーランド　ほか

西山健治プロデュース ラテン・サルサ・ジャズ クリスマスコンサート

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 4,500円／一般 5,000円
「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：かもめ児童合唱団

高石ともや年忘れコンサート2016

66
歳以上対象

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 3,150円／一般 3,500円　※当日各500円増
若き実力派太鼓奏者の二人による新年の幕開け公演。
出演：上田秀一郎、山部泰嗣（和太鼓）、浅野祥（津軽三味線）、鳳聲晴桜（笛）　ナビゲーター：立川志の春

新春邦楽「和っしょい」 Vol.6 和太鼓対結

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 2,700円／一般 3,000円
出演：小松みゆき、北川アキ、堀北やこ(ヴォーカル)、佐脇武則・岩城修・寺原美智恵（アルトサックス）、出口
誠（ピアノ）、大表秀具（ベース）、山下暢彦（ドラム）　特別ゲスト：西村協（ヴォーカル）　
曲目：赤鼻のトナカイ、サンタが街にやってくる、クリスマスイブ（山下達郎）　ほか　

佐脇武則ｐｒｅｓｅｎｔｓ クリスマスにJAZZを

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 4,320円／一般 4,800円
世間を騒がせるリアルタイムな話題。役者が演じる人物やコントの中にニュースの裏に隠された社会の本質が
見えてくる！時代の流れに連動する ザ・ニュースペーパーのコントをお見逃しなく！

社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパー ＬＩＶＥ 2017

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　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　※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。

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

66
歳以上対象

東大島文化センター　レクホール　全席自由　友の会 1,600円／一般 1,800円／シニア（60歳
以上） 1,600円／中学生以下 800円　※当日各300円増
出演：玉川カルテット（歌謡浪曲）、コント山口君と竹田君（コント）、ぴろき（ギタレレ漫談）【芸能生活30周年記
念】、ビックボーイズ（漫才）、ばっくパック（若手コンビ）、松田洋子（司会）

年忘れお笑いらいぶ

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 5,220円／一般 5,800円
今年8月に還暦を、2017年4月にデビュー 45周年を迎える谷山浩子のコンサート。高い音楽性と詩の世界は
根強いファンに長く支持され続けています。今年もピアノの弾き語りでたっぷりお届けします。

谷山浩子コンサート2016

66
歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 ６00円／一般 1,000円
深川は様々な江戸文化を生み出した歌舞伎の舞台となりました。今回は歌舞伎を彩る役者の話や、衣装、化粧、さ
らに殺陣の実演など、多角的に歌舞伎の魅力と楽しみを味わっていただきます。※公演チケットで当日、企画展
「歌舞伎と深川」と特別展「歌舞伎の世界」を団体料金でご覧いただけます。　出演：大谷友彦、長谷一美　ほか

「歌舞伎展」関連イベント 歌舞伎まつり

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 ・一般 500円
監督：田中絹代　脚本：小津安二郎、斎藤良輔　
出演：笠智衆、佐野周二、山根寿子、田中絹代　ほか

江東シネマフェスティバル出前上映会 「月は上りぬ」
のぼ

●仲道郁代 ピアノ・リサイタル（12/9豊洲文化センター　シビックセンターホール）
●菅原洋一コンサート（12/10豊洲文化センター　シビックセンターホール）
●国本武春の大忠臣蔵ファイナル（12/10亀戸文化センター　カメリアホール）
●津軽三味線　脩一朗＆大地　和の真髄（12/11亀戸文化センター　カメリアホール）

残席わずか

残席わずか

完
売
情
報

桂九雀桂九雀

三遊亭栄楽

完売御礼
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ホールボランティア募集

〒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。

★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12月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号1月号は12月26日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計6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.春風亭小朝・清水ミチコの
　大演芸会
（6/3　ティアラこうとう公演)　
 サイン入り色紙　
①小朝／3名②清水ミチコ／1名

2.国立能楽堂　
③一筆箋／2名

〈しめきり〉12/28（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

12/9・10 金 土
手廻しオルガン クリスマスチャリティコンサート

森下文化センター　１階ロビー
全席自由　入場無料　どなたでも（当日直接お越しください）

全席自由　入場無料　どなたでも（当日直接お越しください）

全席自由　入場無料　どなたでも

　江東区音楽家協会会員の浅草慶子さんとKOTO街かどアーティス
トとしても活躍している淺草十一寸（しばらく）さんによる手廻しオル
ガンのクリスマスコンサートです。

日本の伝統芸能である歌舞伎・能楽に親しみませんか。
ティアラ友の会会員を対象に特別にチケットを斡旋いたします。

　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しておりましたが、12月
20日（火）より再オープンいたします。
　12月18日までは窓口業務を9：00～17：00までと短縮して行っ
ております。19日は定期休館日です。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。
　※12月29日（木）～1月3日（火）は年末年始休館となります。
問合せ：ティアラこうとう　☎03-3635-5500

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

2017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）より各200円割引

年間シリーズ券（全4公演：12/14（水）新発売）
会員・一般　Ｓ席10,640円　Ａ席8,400円　Ｂ席6,800円

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）より各200円割引

オータム

12/10（土） 第302回
14:00開演

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

ウィンター
2017/1/13（金）
第303回
19:00開演

2017/2/18（土）
第304回
14:00開演

2017/3/18（土）
第305回
14:00開演

武満徹：オリオンとプレアデス
ベートーヴェン：交響曲第3番変ホ長調　作品55「英雄」
指揮：高関健　チェロ：宮田大

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番　変ホ長調　作品73「皇帝」
ブラームス：ピアノ四重奏曲第１番　ト短調　作品25
指揮：高関健　ピアノ：牛田智大

ウェーベルン：パッサカリア作品１
ベートーヴェン：交響曲第４番　変ロ長調作品60
バルトーク：管弦楽のための協奏曲
指揮：鈴木雅明

2017/1/21（土）　
第47回　

2017/6/3(土)　
第49回　
2017/9/30(土)　
第50回　

2017/11/25(土)　
第51回　
2018/2/3(土)　
第52回　

2017/3/4（土）　
第48回　

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 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）より各200円割引　

開演12:00、14:00、16:00（各45分）

2016年 12/20（火)2016年 12/20（火)
再オープンティアラこうとうティアラこうとう

12/16 金

日立ソレイユ室内合奏団 
「クリスマスファミリーコンサート」

18:15開演　江東区文化センター　ホール

　日立グループ社員によるクリスマス演奏会。指揮者体験やオーケ
ストラ楽器のワークショップもあります。美しい音色とともに、素敵な
クリスマスの夜をご家族でお楽しみください。
演奏：日立ソレイユ室内合奏団、成田しのぶ（ハープ）　
曲目：スターウォーズのテーマ、クリスマス曲　ほか
※当日整理券を16：30より配布します。（事前受付はありません）

12/18 日
江東少年少女合唱団 クリスマスコンサート

15:00開演　江東区文化センター　レクホール

全席自由　入場無料　ティアラ友の会会員限定

1/11 水
東京シティ･フィルプレミアム公開リハーサル

15:00～17：10　ティアラこうとう　大ホール

　江東区文化センターで活動している江東少年少女合唱団のコン
サートです。5歳から高校生のこどもたちがクリスマスソングをはじ
め冬にぴったりの歌をお贈りします。入団をお考えの方もお気軽にお
越しください。天使の歌声で楽しいクリスマスを！
指揮：笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ：奥田和、金井美雪
曲目：クリスマスメドレー、トライ・エヴリシング　ほか

　指揮者飯守泰次郎氏のもと、プロのオーケストラと一
緒にステージに立つ感動を味わってみませんか。来年8
月20日（日）ティアラこうとうで開催される「真夏のレクイ
エムこうとう2017」に出演する合唱団員160名を募集し
ます。今年は三大レクイエムのひとつモーツァルトのレク
イエムを合唱します。ヴォイストレーニングから指導しま
すので初心者の方も安心してご参加いただけます。1/24
（火）には体験レッスン（無料）を開催します。 　次の大ホールイベントについて、お手伝いいただける方を募集いた

します。
募　集：全パート（ソプラノ、アルト、テノール、バス）160名　

※年齢・合唱経験は問いません。オケ合わせ、ゲネプロに参加し、練
習回数の2/3以上出席出来る方。

講　師：四野見和敏（合唱指導）、荒井香織（ヴォイストレーナー）ほか
日　時：1/24（火）～8/20（日）18:30～21:00　全28回（原則毎週火曜日）
会　場：ティアラこうとう大会議室　ほか
参加費：1月～3月まで月額3,000円、4月～8月まで月額6,000円（公演チ

ケット5枚分を含む）※楽譜は指定のものになります。（実費負担）
申込み：ティアラこうとう「真夏のレクイエム」係　☎03-3635-5500

　東京シティ・フィル常任指揮者高関健の直前リハー
サルです。今回は友の会の会員限定のプレミアム公開
リハーサルです。クラシックの名曲が作られていく過
程を、どうぞお楽しみください。
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

　くるみ割り人形上演20周年を記念して始まった「まち★くるみフェステ
ィバル」を今年も行います。期間中にくるみ割り人形公演チケット、もしく
はクーポンをご掲示いただくと住吉地区のお店でお得な特典がご利用
いただけます。（　表記のあるお店）
　公演当日には地域のお店の協力をいただき、ティアラこうとうに「まち
★くるみショップ」がオープンします！今年もバレエ団員が作るまち★くる
みのための限定ショップも参加しますので、ぜひご来館ください。

期間 12/1（木）～25（日）第31回くるみ割り人形
臨時休業する店舗もありますのでお問合せください。

●HAPPY CAFE & BAL ★★★三ツ星村
TEL 03-6659-9748　住吉2-24-15　月曜定休
クーポン／ソフトドリンク1杯目無料　　販売／サンドイッチ　ほか

●お好み焼き　杏の里
TEL 03-3846-6191　住吉2-23-5　月曜定休
クーポン／お食事された方は最初の1杯目ドリンク全品半額

●珈琲館　住吉店
TEL 03-3633-0805　住吉2-22-2　定休日なし
クーポン／1杯目ドリンク50円引き

●船橋屋　菓子司
TEL 03-3633-3018　住吉1-19-1-118　水曜定休
クーポン／おだんご1本10円引き（各日先着50本）

●カフェ＆レストラン　レッドウッドカフェ
TEL 03-5848-2018　住吉2-27-10　月曜定休
クーポン／1杯目ソフトドリンクは50円引き、アルコールは100円引き　
販売／ブラウニー、パウンドケーキ、パウンドBOX、ケーキセット

●福どら
TEL 03-3634-5731　住吉2-3-18　第2・4月曜定休
クーポン／1,000円以上のご購入でどら焼き1個プレゼント　
販売／生どら、生ちょこもち、ほほえみ苺　ほか

●ケーキと喫茶　いちご亭
TEL 03-3633-8888　猿江2-8-5　
12月は毎週月曜のみ定休（販売のみの営業日があります）
クーポン／お買い物をされた方は5%引き、1杯目ドリンクまたはお食事50円引き
販売／コーヒークッキー

まち★くるみフェスティバル２０16開催！
★

★

まち★くるみショップ出店 クー
ポン

クー
ポン

★ クー
ポン

★ クー
ポン

クー
ポン

★

●あびこ生花店
TEL 03-3633-2801　住吉1-19-1-101　木曜定休
クーポン／1,000円以上のご購入でお花の延命剤プレゼント　販売／生花

★ クー
ポン

クー
ポン

●バレエショップ　グリシコ
TEL 03-3630-8380 白河2-1-12 水木曜定休
販売／レオタード、タイツほか

●パン工房　さくらこんとね　
TEL 03-6458-7840　江東区役所2階「るーくる」にて販売
販売／カツサンド、くるみパン　ほか

クー
ポン

クー
ポン

●中村豆腐店
TEL 03-3634-7757　住吉2-13-2　日曜定休
クーポン／土曜日割引

クー
ポン

★

●バレエ団団員が作るアクセサリーのbrand ANNA×Petit Etoile

　

街のライトアップに輝くピアスやバレリーナのシュシュなどをご用意してお待ち
しています。

★

★

クー
ポン

クーポンあり

※まち★くるみフェスティバル 参加店受付中です。申込み／ティアラこうとう ☎03-3635-5500

まち★くるみフェスティバル店舗情報まち★くるみフェスティバル店舗情報

brand ANNA×Petit Etoile brand ANNA×Petit Etoile 

伊賀越道中双六より（中村吉右衛門）伊賀越道中双六より（中村吉右衛門） 野村萬野村萬

飯守泰次郎ⓒ武藤章飯守泰次郎ⓒ武藤章

新企画

1

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333（12/10～1/31）
※お座席確定後に（1/18予定）お支払い方法のご案内をいたします。

募集枚数：各20枚（先着順）

国立劇場開場50周年記念　3月歌舞伎公演

通し狂言 伊賀越道中双六
2 国立能楽堂3月定例公演

狂言「八句連歌」・能「邯鄲」

ティアラ友の会会員対象

国立劇場・国立能楽堂 3月公演チケット斡旋

出演
日時
料金

中村吉右衛門ほか
2017年3月9日（木）12:00開演
1等A席　
9,000円（一般料金10,000円）

出演

日時
料金

野村萬（和泉流・人間国宝）、
大槻文藏（観世流・人間国宝）
2017年3月1日（水）13:00開演
正面4,410円（一般4,900円）、
脇正面2,880円（一般3,200円）

い が ごえ どうちゅうすご ろく はち く れん かん たんが

真夏のレクイエム2017出演者（合唱団員）募集

指揮／高関健

指揮／高関健

指揮／栗田博文

指揮／飯守泰次郎

※各公演の詳細はティアラこうとうまでお問合せください。1公演券の発売日は次号で発表します。

受付開始
土12/10

受付開始
土12/10

受付開始
土12/10

新発売
水12/14

内容 チラシ配布及び会場案内（開場・休憩・終演時）

条件
問合せ・申込み

上記日程のうち２回以上参加できる18歳以上の方5名（先着順）

日程 1/11(水)15：00～17：40　公開リハーサル（集合14：00）
1/18(水)12：00～13：30　ワンコインコンサート（集合11：00)
2/16(木)11：00～12：30　公開リハーサル（集合10：00）

ティアラこうとう　☎03-3635-5500まで

ティアラこうとう


