
国立競技場の木が奏でるコカリナ（木の笛）コンサート
薗田憲一とデキシーキングス Live in Camellia Part19
神田将・米津真浩 恋するラフマニノフ
ティアラ・クラシックス2019 小野弘晴テノールリサイタル
永遠のポップスコンサート
芸能山城組「交響組曲ＡＫＩＲＡ」× 劇場アニメ「ＡＫＩＲＡ」
和楽器演奏集団 独楽 －けやぐ－
Beyond Cinema「笑う男（1928年公開）」
風間杜夫ひとり芝居 平和三部作 一挙上演!!
アートシネマ上映会 オペラ映画「ばらの騎士」
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1960年／イギリス映画／ドイツ語／カラー／モノラル／ビスタ／
186分／途中休憩あり

1988マッシュルーム／アキラ製作委員会Ⓒ1988マッシュルーム／アキラ製作委員会
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新発売
水

03-5624-3333☎

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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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ティアラこうとうチケットサービス

30
水

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

10

13
日

10

全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

芸能山城組「交響組曲AKIRA」×劇場アニメ「AKIRA」
演奏会×上映会

友の会／ 2,300円　一般／ 2,500円

3
木

12：00開演　ティアラこうとう　大ホール

10

全席自由 友の会・一般／500円

21年間で計7作品を手がけ、毎年日本全国、世界各国を巡演してきた、風間杜夫ひとり芝居。
2003年の三部作一挙上演では、文化庁芸術祭大賞と読売演劇大賞優秀男優賞などを受賞。
そして今年、古稀を記念して「正義の味方」「ピース」と新作「あの時代」の平和三部作を一挙

に上演!
風間杜夫が舞台狭しと縦横無尽に駆け巡り、演じます！ 歌います!! ハジケます!!
2019年、演劇界に新たな伝説が刻まれる――。

予言された東京2020オリンピック!
1988年、破格の制作費をかけ壮大なスケールで描かれた劇場ア
ニメ「AKIRA」（監督:大友克洋）は、世界中に衝撃を与えました。舞
台は第三次世界大戦を経た2019年“ネオ東京”。翌2020年にオリ
ンピック開催を控えた混沌とする街で、謎の存在“アキラ”をめぐり、
少年たちが未来を模索するSFアクション作品です。30年以上前に
描かれたストーリーが現実世界とリンクする事実は東京2020の開
催決定直後から大きな話題に! 民族音楽、声明、能、シンセサイザー
などが融合する劇中音楽の演奏会とともにお楽しみください。

新発売
水7/10

新発売
水7/10

新発売
水7/10

ティアラ ワンコイン・コンサート2019
東京シティ・フィル Presents

弦楽四重奏コンサート

風間杜夫ひとり芝居 平和三部作 一挙上演！！
「正義の味方」「ピース」 新作「あの時代」 

出演：白鳥英美子（歌）、中村由利子（ピアノ）、桑山哲也（アコーディオン）、植草ひろみ（チェロ）、笠間洋平（ギター）
ゲスト：江東少年少女合唱団 

フルート：小島のり子
ピアノ：大橋祐子
ベース：カイドーユタカ

指揮：ヘルベルト・フォン・カラヤン　演奏：ウィーン・フィ
ルハーモニー管弦楽団　出演：エリーザベト・シュヴァル
ツコップ、セナ・ユリナッチ、オットー・エーデルマン　ほか

出演：黒坂黒太郎（コカリナ）、矢口周美（うた）、FUKUZAWA　
Tatsuro（ピアノ）、ザ・コカリナアンサンブル、こどもコカリナアンサンブル、
江東区立第四大島小学校こども有志、江東区千人鼓の会こども有志、新
宿区・渋谷区こども有志　ほか
曲目（予定）：チャルダーシュ、ひばり、歓びの歌（交響曲第9番より）、雷鳴と稲妻　ほか

出演：小野弘晴（テノール）、青木智哉（ピアノ）
曲目（予定）：星は光りぬ、誰も寝てはならぬ、清きアイーダ、
オ・ソレ・ミーオ、カタリ・カタリ、帰れソレントへ　ほか

カラヤン指揮、シュヴァルツコップ主演の伝説のオペラ映画。1960年、ザルツブルク祝祭大劇場の
こけら落し公演が、デジタル・リマスター版でスクリーンに蘇る!
あなたの愛が残酷なのではありません。時の流れが残酷なのです。

11：00、15：30開演　ティアラこうとう　小ホール

11
9
土

ティアラこうとう アートシネマ上映会2019
オペラ映画「ばらの騎士」

14:00開演　砂町文化センター　第1研修室

友の会／2,300円　一般／2,500円
※当日各400円増、入替制

全席自由

友の会・一般／1,200円全席自由

9
8

俳句×JAZZ異色コラボ!
第一部は、投句された中から選んだ句にあ

った曲の演奏。第二部はオリジナルなどの楽
曲の披露。小島のり子さんのジャズフルート
を中心としたフレキシブルなトリオの演奏を
お楽しみください。

日

俳句ジャズライブ
小島のり子トリオ

14：00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　こども（小学生以下）／ 1,500円　※当日各500円増全席指定

9
8
日

国立競技場の木が奏でる
コカリナ（木の笛）
コンサート

東京シティ・フィルの弦楽四重奏が、ワンコイン・コンサートに初登場。名曲「アメリカ」
を中心に、多様性に富んだ弦楽四重奏ならではの幅広いジャンルを楽しみください。

1部　芸能山城組「交響組曲AKIRA」
 曲目：金田、クラウンとの闘い、ケイと金田の脱出 ほか
2部　トークショー
 出演：氷川竜介（明治大学大学院特任教授）、岩田光央（声優） ほか
3部　劇場アニメ「AKIRA」上映会（124分）

出演：粟津惇、吉武由夏（ヴァイオリン）、佐藤良輔（ヴィオラ）、香月圭佑（チェロ）
曲目（予定）：ドヴォルザーク／弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」より　ほか

14：00開演　ティアラこうとう　小ホール

10
12

「ずばり!! クラシック名曲コンサート」で圧倒的なテノールの魅力を聴か
せた小野弘晴は、久々に登場のドラマティコ・テノールです。これからの
オペラ界をリードする逸材として、万人が期待するところです。
コンサートでは、テノールの名曲は勿論、人気ナポリ民謡も歌い上げま
す。さらに、ピアノの青木智哉が自身のアレンジでソプラノの名曲を演奏
します。

土

ティアラ・クラシックス2019
小野弘晴テノールリサイタル

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

16:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

10
12

シンガーソングライター白鳥英美子とピアニス
ト、中村由利子が仲間たちと共に贈る秋のスペシャ
ルコンサート! 映画音楽からポップス、抒情歌等々、
珠玉の名曲の数々をオリジナルアレンジにてお届
けします。また、多方面で活躍する「江東少年少女
合唱団」も出演。大人からお子様まで、ご家族皆さ
までお楽しみ頂けるコンサートです。

土
永遠のポップスコンサート

友の会 ／3,700円　一般／4,000円  中学生以下／2,000円　※3歳以下ひざ上無料、当日各500円増全席指定

14：00開演　東大島文化センター　第1和室

9
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隔月に開かれる東大島亭の「番外編」として、
日本の伝統芸能である寄席芸をお届けします。
独楽を扇子に乗せたり、綱渡りをしたりといろ
いろな演目を見せてくれる「曲独楽」。そして、
お題をいただいたら即興で紙を切り、どんな
形でも作り上げる「紙切り」をご覧いただきま
す。東大島亭ならではの企画があるかも？ 乞う
ご期待!

土

東大島亭「番外編」
三増紋之助 & 林家二楽
「曲独楽・紙切り／寄席芸の魅力」

友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　高校生／ 800円　小・中学生／ 500円
親子ペア（一般1枚＋小・中学生1枚）／ 1,800円　※当日各500円増、全席椅子席

全席自由

国立競技場建替えのために伐採された木からできたコカリナ
（木の笛）。今、たくさんの子ども達や大人がこのコカリナを吹い
て東京2020大会を盛り上げようとしています。多くの競技会場
のある江東区でも澄んだ木の音色を響かせます。

（左から）正義の味方、あの時代、ピース（左から）正義の味方、あの時代、ピース

青木智哉 小野弘晴

カイドーユタカ小島のり子

大橋祐子
舞台演奏

黒坂黒太郎 コカリナ

白鳥英美子 中村由利子 桑山哲也
三増紋之助 林家二楽

芸能山城組芸能山城組

出演：風間杜夫　作・演出：水谷龍二
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出演：薗田憲一とデキシーキングス　ゲスト：立川晴の輔、FUMIKA
曲目（予定）：サウスランパートストリート・パレード、私の青空、
花嫁人形、夢のお船がやってくる時、ハイソサエティ　ほか

指揮：諸遊耕史  演出  土師雅人
出演：小貫岩夫、土師雅人、日比野幸、藪田瑞穂　ほか

ジャズの中で最もハッピーで心暖まる「デキシーランド・ジャ
ズ」の大御所、故薗田憲一が1960年にデキシーキングスを結
成。世界の民謡や日本の童謡・唱歌等を見事にデキシーに消化
し、楽しいステージをお届けします。

第40回江東オペラ
歌劇「ラ ボエーム」

15：30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
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14:00開演　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

9
3
火

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

舞踊作家協会 連続公演第206回
「折田克子・花柳寿南海 追悼」
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水

55
歳以上対象

8

開演時間未定　ティアラこうとう　大ホール
友の会・一般／2,000円
※プレコンペティション部門は入場券無しでご入場いただけます。

第6回東京シティ・バレエ団
全国バレエコンペティション

19世紀のパリが舞台。
芸術家を夢見る4人の貧
乏な男性達の青春活劇を
プッチーニが作曲したオペ
ラの傑作です。
江東オペラでは第一回

に公演し今回が4回目とな
る人気の高い演目です。
公演回数40回目を記念して二期会で活躍中のプリマ・プリ
モ達を迎えての公演です、乞うご期待。

出演：カタヤマスピリッツ!、Pin's Bar、谷川シローほか
素敵なセミプロ&アマチュアミュージシャンたち

第一部
「折田克子の思い出を語る」
出演：山野博大、尾上墨雪、
手柴孝子、仲野ケイ子、木
許恵介　ほか
第二部
「花柳寿南海の俳句を踊る」
日舞：花柳面、現代舞踊：
森嘉子、バレエ：雑賀淑子
制作：舞踊作家協会

16:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由

全席自由
友の会／1,800円　一般／2,000円

8
31
土

カタヤマスピリッツ！ &Pin's Bar主催
第15回 スーパーセッション
in ティアラ

今年で15回目となる「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、さまざまなジャ
ンルの曲で熱いライブを繰り広げます！

次世代を担う若いダンサーたちの活
躍を見届けてみませんか。8/22（木）
プレコンペティション、コンペティション
予選、8/23（金）コンペティション予選、
8/24（土）決選を実施します。時間等の
詳細は東京シティ・バレエ団全国バレ
エコンペティションホームページをご
覧ください。
お問い合わせ：東京シティ・バレエ団
03-5638-2720（平日10：00～18：00） 
http：//tokyocityballetcompetition.com/

7
30
火

18：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／1,000円　一般／1,500円

※当日各500円増、当日学生1,600円

第732回 無声映画鑑賞会
無声映画鑑賞会還暦記念上映会

弁士：澤登翠、坂本頼光、山内菜々子
演奏：カラード・モノトーン・デュオ

二人の偉大な舞踊家を偲んで…。
プロローグは協会員が踊ります!

全席自由 友の会／4,000円　一般／4,500円　※当日各500円増

9
4

4日13:00、5日13:00、18:30、6日13：00、7日13：00、18：30、
8日13:00開演　深川江戸資料館　小劇場

敗戦で焦土と化した深川の地にある仮普請同様のアパート。
部屋ごとの壁が薄く、隣の音が筒抜けのため住人が込み入っ
た話ができるようにと作られた玄関先の喫茶店。そこにはほん
の少しの幸運に喜び、ほ
んの少しの災難に不幸を
感じる人々が集う。そして
戦後10年余。あまりに早
い老朽化のため立ち退き
を余儀なくされる住人達
の哀歓を描く人情劇。

おかげさまで1959（昭和34）年7月に第1回無声映画鑑賞
会がスタートしてから本公演で丁度60年（還暦）を迎えました。
今回は、還暦記念上映
会と題しエルンスト・ル
ビッチ監督の「ウィンダ
ミア夫人の扇」と稲垣浩
監督・片岡千恵蔵主演の
「一心太助」を弁士・生演
奏付きで上映します。

10
5
土

15：00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール
全席指定 友の会／4,000円　一般／4,500円 

［1×1＝∞］
神田将・米津真浩
恋するラフマニノフ
限りない愛に満ち溢れたラフマニノフの世界。
クラシック界のダークホースと称され、聞き

手の心をギュッと掴む魔法のような感性を持つ
米津真浩のピアノを、ひとりが奏でてるとは思
えない圧倒的なオーケストラで
包み込む神田将のエレクトーン。
10年の共演歴を持つふたりが
ブレのない呼吸で紡ぎ出す至
高のコンチェルトを、ダブルで
愉しむ午後。
出演：神田将（エレクトーン）、米津真浩（ピアノ）
曲目：ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第 2番 ハ短調 作品 18、第
3番 ニ短調 作品 30

10
13
日

出演：植木陽史（和太鼓）、川口真満（箏）、京極由加（津軽三味線・
唄）ほか

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／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増

結成59周年 薗田憲一とデキシーキングス
Live in Camellia Part19

9
28
土

「義太夫節？ 難しいな、解りにくいな! 」
いえいえご心配なく。演奏の途中にわかりやすい解説を
交え、楽しく浄瑠璃に浸れます。
その為に「帰ってきた」のです。

18：30開演　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

素浄瑠璃の会
帰ってきた「浄瑠璃解体新書」
一谷嫰軍記 熊谷陣屋の段

10
23
水

19：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円

Beyond Cinema
̶無声映画の名作と室内楽のマリアージュ
『笑う男（1928年公開）』

1212
歳以上対象

和太鼓を中心に津
軽三味線・箏・笛・
唄などを加え、今まで
にない独自の世界観
を築き上げてきた「和
楽器演奏集団 独楽」。
皆さまのご支援によ
り、恒例の亀戸公演も
今年で15年目を迎える事ができました。力強く軽妙に、カメリ
アホールにて和楽器演奏集団 独楽のステージをお届けします。
是非ご体感ください!

全席指定 友の会／2,250円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

9
15
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

ずばり！！
クラシック名曲コンサートVol.2

ティアラこうとうがお贈りする企画、シリーズ第２弾! 題名の通りクラ
シック音楽の名曲の数々を集めた、ありそうでなかった公演! ＮＨＫテレ
ビ「ららら♪クラシック」で長
年司会を務めた、作曲家・ピ
アニスト加羽沢美濃が楽し
いトークと共にご案内します。
※14:30より1966カルテット
によるロビーコンサート

9
1
日

指揮：佐々木新平　ヘンゼル：杉山由紀(メゾソプラノ)
グレーテル：松原典子(ソプラノ)　ほか
児童合唱：江東少年少女合唱団
曲目：芥川也寸志／交響管弦楽のための音楽、フンパーディンク
／歌劇「ヘンゼルとグレーテル」（演奏会形式、日本語上演）

66
歳以上対象

今年は日本人作曲家 芥川也寸志の躍動感あふれる作品と、
おなじみのグリム童話の名作から生まれたオペラ「ヘンゼルと
グレーテル」に挑戦します。

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　こども（4歳～高校生）／500円

劇団東宝現代劇75人の会 第32回公演
「離ればなれに・深川 2幕」
THE FUKAGAWA Vol.6

和楽器演奏集団 独楽
－けやぐ－

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
第14回定期演奏会

10
6
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 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

フレッシュ名曲コンサート
オーケストラwithバレエ
「アルルの女」

55
歳以上対象

指揮：飯守泰次郎　ピアノ：西村翔太郎　演出・振付：石井清子　台本・振付：中島伸欣
管弦楽：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：【第１部】チャイコフスキー／祝典序曲「1812 年」、ピアノ協奏曲第 1番 変ロ短調
 【第２部】ビゼー／「アルルの女」第１組曲・第２組曲　※14:30よりロビーコンサート（予定）

原作：ヴィクトル・ユゴー
作曲・指揮：ガブリエル・ティボドー
出演：フランス八重奏団
後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本

66
歳以上対象

66
歳以上対象

44
歳以上対象

66
歳以上対象

　オーケストラとバレエダンサーが同じ舞台で共演するティアラこうとうならではのオリ
ジナル公演。今回は「アルルの女」（新作）と、第１部はピアニストの西村翔太郎さんをゲ
ストに迎え、名曲中の名曲、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第１番をお贈りいたします。

10
16
水

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・コンサート

出演：花岡詠二　ほかインターナショナル・メンバー

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
ているインターナショナル・メンバーによる毎年恒例のスイン
グ・コンサートです。
音楽的にもステージングでも楽しい事この上なし! アメリカ、

オランダ、ドイツ、フランスからの仲間を迎えて今年もゴキゲ
ンなスイング・ジャズをお届けします。

常に作り笑いを浮かべる顔にされてしまった男の波瀾の半
生を描いた無声映
画を、オリジナル
楽曲のフランス八
重奏団による生演
奏とともに上映。
贅沢なシネコン
サートです。

佐々木新平 松原典子杉山由紀

加羽沢美濃
奥村愛
ⒸWataru Nishida

新倉瞳
ⒸHollywoodbeauty

日野真奈美

1966カルテット 山田姉妹

小野弘晴 米津真浩

米津真浩

曲目（予定）：エルガー／愛の
あいさつ、ショパン／英雄ポロ
ネーズ、サン＝サーンス／白
鳥、モーツァルト／歌劇「魔笛」
より“夜の女王のアリア” ほか

飯守泰次郎
Ⓒ武藤章 西村翔太郎 石井清子

花柳寿南海

折田克子

一心太助一心太助
劇団東宝現代劇75人の会劇団東宝現代劇75人の会

第39回江東オペラ「ドン・カルロ」公演より
（4月ティアラこうとうにて）

出演：野澤錦糸（三味線）、豊竹靖太夫（太夫）
野澤錦糸野澤錦糸 豊竹靖太夫豊竹靖太夫

神田将

脚本・演出:横澤祐一
出演:劇団東宝現代劇75人の会

いちのたにふたばぐんき

薗田憲一とデキシーキングス薗田憲一とデキシーキングス 立川晴の輔立川晴の輔 FUMIKAFUMIKA
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新発売
水7/10

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

月

第
2・4
　  

休
館

月

第
1・3
　  

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　☎ 0120-500-315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
https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/

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。

7
月

11
月

12
月

8
月

9
月

10
月

スマートフォンURL

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

9/27（金） 19:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場
料金：全席自由　友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　※当日各500円増
出演：橘ノ圓満、山口良一　ほか

伝統芸能公開「落語」特別版
第2回 深川de圓満会

66
歳以上対象

66
歳以上対象

7/20（土） 14:00開演 会場　東大島文化センター第1和室
料金：全席自由　友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　※当日各300円増

第6回東大島亭　柳亭市弥・入船亭小辰二人会

66
歳以上対象

66
歳以上対象 66

歳以上対象

8/4（日） 13:00開演 会場　豊洲シビックセンターホール
料金：全席自由　友の会・一般／ 500円
25周年のご贔屓に感謝、感激、雨アラレ！いつもと違う、昼でもTwilight亭！
出演（予定）：河内家るぱん　ほか

寄席　都笑亭Vol.1239/28（土） 14:00開演 会場　江東区文化センター　ホール
料金：全席指定　友の会／ 3,150円一般／ 3,500円
出演：柳家さん喬、柳家やなぎ

特撰落語会　柳家さん喬独演会

9/29（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室
料金：全席自由　友の会・一般／ 1,800円
※当日各200円増 
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、
柳家燕弥、春風亭三朝

RAKUGOもんすたぁず

10/4（金） 19:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場
料金：全席指定　友の会／3,100円　
一般／3,500円
寄席の爆笑王・大看板の柳家権太楼、爆笑に次ぐ
爆笑の滑稽噺や、ほろりと涙させる人情噺など円
熟の名人芸で魅了します。落語
の魅力をたっぷりとお楽しみく
ださい。
出演：柳家権太楼、柳家さん光

深川江戸資料館「THE 伝統芸能」

柳家権太楼独演会

8/20（火） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室
料金：全席自由　友の会／ 2,200円
一般／ 2,500円　※当日各500円増
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：林家あんこ

上方落語　九雀亭

残席わずか

残席わずか

残席わずか

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

林家あんこ桂九雀

66
歳以上対象

66
歳以上対象

10:30開演　東大島文化センター　第6研修室
全席自由　友の会／450円　一般／500円　高校生まで無料

ラテン・キューバ音楽のファミリーライブとダンス

14：00開演　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

江東フィルハーモニー管弦楽団 第20回定期演奏会

15：00開演　総合区民センター　レクホール
全席自由　友の会／1,300円　一般（中学生以上）／1,500円（当日500円増）　こども（小学生）／500円
未就学児／無料　※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり。

ぴたりんがくだん 親子で楽しむ0才からのリトミックコンサート

12：30、15：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定　友の会／2,500円　一般／2,800円　※2歳以下ひざ上無料

サンクトペテルブルグ 国立舞台サーカス

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／3,500円　一般／3,800円　学生／2,000円　※当日各500円増

J MESSENGERS feat.フィリップ・ハーパー＆ヴィンセント・ハーリング

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／1,200円　一般／1,500円　※当日各500円増

歌って健康！ 歌声コンサート

15：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定　友の会／4,500円　一般／5,000円

竜馬四重奏LIVE2019～夢の島～

19:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定　友の会／3,600円　一般／4,000円

Viva la Musica 2019
助川太郎Group Hall Concert in ティアラ～歓びの人生～

【昼の部】13：30【夜の部】18：30開演　ティアラこうとう　小ホール　全席自由　
【昼の部】友の会／900円　一般／1,000円　小学生以下／500円　【夜の部】友の会／1,800円　一般／2,000円　中学生以下／1,000円　※2歳以下ひざ上無料

ティアラマンスリーコンサートVol.211 「フェドゥムジク第2回公演」
【昼の部】親子で楽しむコンサート　【夜の部】夏の夜に過ごす音楽の世界

14：00開演　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3,600円、B席2,700円　
一般／S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円　小・中学生／S席2,500円、A席2,000円、B席1,500円 

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト　ティアラこうとう公演
交響組曲「ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ」

19:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／3,600円　一般／4,000円　※当日：友の会／4,050円　一般／4,500円
※5歳以上有料、4歳以下ひざ上無料、ただし席が必要な場合は有料。

よしもとお笑いまつりin江東2019 ～週末スペシャル～

17:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／5,000円　一般／5,500円　高校生以下／3,000円　※当日各500円増

熱帯JAZZ楽団 LIVE ～2019夏の会～ SpecialGuest：国府弘子

33
歳以上対象10日11:00（海組）、15:00（月組）、11日11:00（月組）、15:00（海組）12日11:00（海組）、15:00（月組）開演

江東区文化センター　ホール
全席指定　友の会／4,050円　一般／4,500円

ミュージカル「冒険者たち～この海の彼方へ～」

15：00開演　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

真夏のレクイエム こうとう２０１９（ヴェルディのレクイエム）

16日19：00、17日14：00、19：00、18日14：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由　友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増
中学・高校生／2,000円　小学生以下／1,500円

深川とっくり座公演48回目 丹青の「新・牡丹灯籠」

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／4,320円　一般／4,800円

ザ・ニュースペーパーＬＩＶＥ2019

66
歳以上対象

66
歳以上対象

11：30、15：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／S席5,850円、Ａ席4,500円　一般／S席6,500円、A席5,000円

島津亜矢コンサート2019

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／5,670円　一般／6,300円

岩崎宏美コンサートツアー2019

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／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増

奈々福なないろVol.2 銭形平次捕物控 雪の精 長編浪曲一挙口演の会

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

16:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定　友の会／2,700円　一般／3,000円

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト お江戸深川大講談まつり
講談の気骨～松鯉から松之丞への系譜～

10：30開演　ティアラこうとう　大会議室
全席自由　友の会／900円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）／500円　※2歳以下ひざ上無料

東京シティ・フィルプレゼンツ
親子で楽しむポピュラーコンサート2019

11:00、14:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由　友の会／2,300円　一般／2,500円　※当日各400円増　※入替制

ティアラこうとうアートシネマ上映会2019
バレエ映画「ピーターラビットと仲間たち ザ・バレエ」

66
歳以上対象

12：00、16：00開演　豊洲文化センター　豊洲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　こども（中学生以下）／2,000円　
※2歳以下ひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料。

みんなのミュージカル　ホンク！ ～みにくいアヒルの子～

15：00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール
全席指定　友の会／4,000円　一般／4,500円　※当日各500円増

VOICE SPACE Concert Tour 2019
東京公演「アラベスクの飾り文字」

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／S席3,150円、A席2,700円、B席2,250円　
一般／S席3,500円、A席3,000円、B席2,500円　江東区民／一般料金より各席200円引

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第59回ティアラこうとう定期演奏会

14：00開演　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　※2歳以下ひざ上無料

東京シティ・バレエ団　バレエ・コンサートVol.5　星のバレリーナ

13：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／6,300円　一般／7,000円　江東区民／6,800円

ニニ・ロッソ　メモリアルコンサート2019

15：0０開演　ティアラこうとう　大ホール
指定席 ： 友の会／3,600円　一般／4,000円
自由席 ： 友の会／2,700円　一般／3,000円

北川記念ロシア民族楽器オーケストラ　創立10周年記念演奏会  ～軌跡～

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　こども（高校生以下）／600円　※2歳以下ひざ上無料　

江東少年少女合唱団　第29回サマーコンサート

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300円増

西山健治プロデュース　中高年の為の音楽入門（第2限）
～「ケン・バルディス」と「4トロンボーン」の世界～

19：0０開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定　友の会／3,600円　一般／4,000円

ティアラ JAZZ LIVE 2019 
FUMIKAスマイルコンサートPart.12 ～笑顔と幸せがやってくる～

19：00開演　豊洲文化センター　豊洲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

ダニエル・ハリトーノフ ピアノ・リサイタル2019 月光と革命

柳家権太楼柳家さん光

完売御礼
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高嶋弘之 小野弘晴 青木智哉

神田織音 神田山緑 田辺銀冶 宝井梅湯 神田松鯉 神田松之丞

C IN EM AC IN EM A

〒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

https://www.kcf.or.jp

https://www.kcf.or.jp/tiara

心にうるおい、地域ににぎわい。

2019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30日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計7名様

応
募
方
法

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

〈しめきり〉7/31（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 ③② ①高石ともや年忘れコンサート2018
（12/15　亀戸文化センター　カメリアホール）
サイン色紙 1枚

②新春寄席「小朝・昇太・ナイツ」
（1/5　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙 3枚

③稲垣潤一コンサート2019
（1/19　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙 3枚

古石場文化センター　大研修室会場

チケット発売のご案内
江東区芸術提携団体

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
定期演奏会

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

友の会　S席5,400円　A席4,500円　B席3,600円　C席2,700円
一　般　S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円
※プラチナ（60歳以上）　プラチナS席4,500円　プラチナA席3,500円
※江東区民は一般料金（S席～C席）より各200円引

第328回
10/18（金）
19:00開演

第329回
11/9（土）
14:00開演

第327回
9/7（土）
14:00開演

バッハ（レーガー編曲）：「おお人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 二長調 作品77
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」
指揮：下野竜也　ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル

プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 作品26
伊福部昭：舞踊曲「サロメ」　ほか
指揮：藤岡幸夫　ピアノ：松田華音

バッハ（野平一郎編曲）：「フーガの技法」より
シェーンベルク：管弦楽のための変奏曲　作品31
マーラー：交響曲第1番 二長調「巨人」
指揮：高関健

全席自由　臨時会員券　友の会／450円　一般／500円
当日 友の会／500円　一般／700円
当日券は開演時間15分前から販売　

7/27
（土）

監督：小津安二郎　出演：笠智衆、原節子

江東シネマプラザ7月（1953年／松竹／136分／モノクロ）
「東京物語」

午後の部 15：00午前の部 11：00

笠智衆と原節子の共演による小津
監督代表作品の一つ。老夫婦がこ
ども達を訪ねて上京するが、皆忙
しくて相手にしてくれない。唯一亡
き息子の嫁が親身に面倒をみてく
れた。老夫婦は我が家に帰るのだ
が…。映画監督が選ぶ映画1位
（2012年イギリス）を始め、国内外
問わず高い評価を受けている作品。

新発売
水7/10

全席自由　友の会 2,900円　一般 3,100円（全8回分）
江東シネマプラザ

7/27（土）～3/28（土）
古石場文化センター
大研修室会場

新規会員募集

7/27（土）
8/24（土）
9/28（土）
10/26（土）

11/23（土祝）
1/25（土）
2/22（土）
3/28（土）

東京物語
どら平太★
野菊の如き君なりき
非行少女

金田一耕助の冒険☆
酔拳（日本語吹き替え）※予定
ふりむけば愛☆
早春★

日程 日程作品名 作品名

☆３５ミリフィルム上映　★ＦＭ放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）　

午前の部 11：00 午後の部 15：00

懐かしい名作映画を大画面で上映、特典いっぱい！
第41期

　会員になると、全8回の上映を予約なしで鑑賞、特別上映会無料
招待etc...うれしい特典がいっぱいです。
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全席自由　入場無料　当日直接会場へ

全席自由　入場無料8/25 日 12：00～19：00開演
豊洲シビックセンターギャラリー

　魅力あふれる、さまざまなアマチュア
バンドが、夏の暑さを吹き飛ばすライヴ
をお届け! ビールと共に、お気軽にお聴
きください。
参加バンド（予定）：鈴幸座工藤、西大
島コミットメンツ、築地紅マグロ団、ブ
ルージンキャッツ、AERIAL
問合せ：豊洲文化センター
 電話03-3536-5061

ミミヨリ情報

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

日　時：8/12（月祝）13:30～15:00
会　場：ティアラこうとう　大会議室
参加費：友の会／無料　一般／ 500円
定　員：50名程(先着)
講　師：高嶋弘之（音楽プロデューサー）、小野弘晴（テノール）、
 青木智哉（ピアノ）

サロン・ドゥ・ティアラ2019 第4期

ずはり!! クラシック名曲コンサートVol.2
（9/15（日）公演）

問合せ：江東区文化センター　電話 03-3644-8111

講談の気骨

2階談話ロビー

イベント 時間出演 会場

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333

東京シティ・フィルの第327回定期
演奏会のリハーサルを公開。常任指
揮者・高関健によるオーケストラの音
作りをお楽しみいただけます。クラシ
ック愛好家の方はもちろん、初心者
の方でも気軽にお越しいただけるプ
ログラムです。

入場無料（全席自由）

東京シティ･フィル
公開リハーサル

参加費

9/4（水）11:00～
（10:40開場）
ティアラこうとう　大ホール会場

日時

8/1 木
①15:00～ 親子向け（14：40より盲導犬啓発教室を予定）
②19:00～ 大人向け　
豊洲シビックセンターホール

楽しみながら「ともに感じ、ともに考える」体験
型コンサートです。先着各200名様を招待。

日本ユニシス・プレゼンツ
川畠成道チャリティコンサート

申込
7/10㈬
10：00～

神田織音、宝井梅湯
一龍斎貞鏡、田辺銀冶
こども講談師

テ
ー
マ

お江戸深川大講談まつり
江東区文化センターがお贈りする、伝統芸能まるわかりイベント。
今年は「講談」をテーマにたっぷりお楽しみいただきます。

9/15
(日)

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト

入場無料

ⓒStasLevshin ⓒStasLevshin 

21日（土）

22日（日）

9/21（土）、22日（日） 好評受付中！

●親子で楽しむポピュラーコンサート　
●東京シティ・バレエ団　カンパニークラス見学会　
●映画上映会「ピーターラビットと仲間たち　ザ・バレエ」
●コンテンポラリー・ワークショップ

●東京シティ・バレエ団「バレエ・コンサートVol.5 星のバレリーナ」　

Tiara Ballet Days
ティアラ バレエ デイズ

ティアラこうとうが
バレエ一色に染まる！
詳細はティアラこうとう及び
東京シティ・バレエ団ホームページで

音楽プロデューサーの高嶋弘之さんからとっておきの話しを聞きませ
んか？ 歌ありピアノ演奏ありの盛りだくさんのつどいです。

申込
7/10㈬
10：00～

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333

シビックギャラリーステージ
～ if MUSIC fes in TOYOSU ～

出　演：川畠成道（ヴァイオリン）
 寺嶋陸也（ピアノ）
曲　目：①サン＝サーンス／白鳥〈組曲“動物の

謝肉祭”〉より ほか
②シューマン／トロイメライ〈子供の情景〉Op.15より ほか

対　象：①親子向け（6歳以上）
 ②大人向け（ティアラ友の会会員及び江東区内在住・在勤の方）　
申込み：豊洲文化センター　電話03-3536-5061
 電話・窓口にて先着順 各200名様受付

申込
7/10㈬
10：00～

6
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障がいを持つ方の社会参加を支援する団体（公益財団法人 日本盲導犬協会等）へのご寄付にご協力願います。

Ⓒ1953松竹株式会社Ⓒ1953松竹株式会社

昔ながらの「講釈場」で楽しむ講談!

“お化け屋敷”で聴く怖～い講談

キミもあなたも! 講談師（講談体験コーナー）

講談と深～い仲! 美味しい出店ブース!

神田山緑

田辺銀冶、一龍斎貞鏡

神田松鯉、神田松之丞

12：30～15：45

①13：00～13：30 ②15：30～16：00

12：15～16：00

12：00～16：00

16：00開場 16：30開演

2階サブ・レクホール

2階展示室

2階展示ロビー

2階ホール

無料

料金

無料

無料

会　場 江東区文化センター

一龍斎貞鏡

展示／無料
出店／実費

完売御礼

AERIALAERIAL

川畠成道

出演者
募集

参加型舞台公演
「かめいどらぼ2020」

あなたも舞台に立ってみませんか？

来年2/16（日）開催「かめ
いどらぼ2020」の出演者
を募集。
講師に菅原道則氏（演出
家）を迎え、朗読劇「本所お
けら長屋」（畠山健二著）に
挑戦します。
さまざまな世代の参加者
が集い、協力しながらひと
つの舞台作品をつくります。
舞台が初めての方大歓迎! 皆様のご参加をお待ちしております。

前回稽古風景

■出演者応募資格
18歳以上。
9/29（日）から公演日までのすべての稽古に参加できること。
本番を迎えるまで、他の参加者と協力し合い、一緒に公演を成功させ
ようとする意志があること。出演料・交通費の支給はありません。
●稽古期間
9/29（日）～2020年2/16（日）
原則平日（木曜日）は19:00～21:30、土日祝は10:00～17:00
■参加費
26,000円 教材費7,000円
■選考方法
一次書類選考、二次オーディション（9/1（日）午後）
一次合格者には、郵送にて二次オーディションのご案内をします。
■申込み
江東区内各文化センター、ティアラこうとう、総合区民センター、深川
江戸資料館に設置の申込用紙（亀戸文化センターHPからダウンロード
可）に記入の上、亀戸文化センターへ郵送または窓口へ提出。
■募集期間
7/10（水）～8/17（土）必着

亀戸文化センター　〒136-0071 江東区亀戸2-19-1
電話03-5626-2121　https://www.kcf.or.jp/kameido/申込み　


