
日本のミュージカル! 浪曲を聴いてみよう
風間杜夫落語会
　　　    東京シティバレエ団 「シティ・バレエ・サロンVol.8」
津軽三味線 脩一朗＆大地 ～和の真髄～
アートシネマ上映会2019 オペラ映画「ドン・ジョヴァンニ」
　　   Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート
～小野明子＆フレンズ～ Vol.5 魅惑のアンサンブル
二兎社「私たちは何も知らない」
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第60回ティアラこうとう定期演奏会
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新発売
火

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。

先行
9/8 日

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ティアラこうとうチケットサービス

1
土

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

2

14
土

12

全席指定

14：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由

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

友の会／2,250円　一般／2,500円

【Aプログラム】14：00、【Bプログラム】18：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定

～小野明子＆フレンズ～ Vol.5
魅惑のアンサンブル

1公演券 友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円　ABプログラムセット券／ 5,000円

2
土

11

ティアラこうとう定期では初となる、ベルリオーズの幻想交響曲をメインプログラムに
お届けする本公演。指揮は常任指揮者の高関健、ソリストには2017年エリザベート王妃
国際音楽コンクールチェロ部門第2位を受賞した岡本侑也氏を迎えます。今年度の締め
くくりとなる本公演、ぜひお見逃しなく!

江東区出身、世界的ヴァイオリニスト小野明子によるシリーズ公演。第5弾は、ピアノ
とのリサイタル形式のAプログラムと、東京シティ・フィルメンバーによる弦楽五重奏
との室内楽形式のBプログラムでお贈りします。それぞれの魅力をお楽しみください。

【シリーズ　気軽に伝統芸能】
日本のミュージカル! 浪曲を聴いてみよう

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第60回ティアラこうとう定期演奏会

出演：脩一朗＆大地
津軽三味線：久保木脩一朗、久保木ユキ子、久保木一如、
久保木和一朗、久保木啓一朗
尺八・篠笛：米谷和修　和太鼓：荻野哲也

出演：坂元健児、谷口あかり、反橋宗一郎、杉ありさ、石川新太、大西さやか（ピアノ）
近藤尚如（ギター）、中林成爾（チェロ）、米元美彦（パーカッション）　音楽監督：YUKA
曲目（予定）：ホールニューワールド、美女と野獣、ラインキング「愛を感じて」、パプリカ、クリスマスメドレー　ほか

伴奏／ TaYu²s の 髙橋由香子（ピアノ）、岡民也（ベースギター）、
神保静恵（進行）

振付：JUNG Hyoung-il、中島伸欣
キム・ボヨン、草間華奈

『ザ・空気』（2017）『ザ・空気 ver.2』（2018）と、観客
が「今、日本で起きていること」をリアルに体感する話
題作を立て続けに発表してきた永井愛が、一転、明治
～大正期に発行された雑誌『青鞜』の編集部を舞台に
した青春群像劇を書き下ろします。
－空気を読まない女たちがマジで議論した「青鞜」編
集部の日々－

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

12
28
土

二兎社
「私たちは何も知らない」

15:30開演　亀戸文化センター　カメリアホール

友の会／4,500円　一般／5,000円全席指定

友の会／3,200円　一般／3,500円　※当日各500円増全席指定

12
1

稀代の津軽三味線奏者、久保木脩一朗率いる「脩一
朗＆大地」が贈る邦楽エンターテイメント!
今年もカメリアホールにて開催決定! 津軽三味線の
ソロ弾きと合奏、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ください。

日

津軽三味線 脩一朗＆大地
～和の真髄～

〈親子向け〉友の会／2,700円　一般／3,000円　こども（小学生以下）2,000円
〈大人向け〉友の会／4,500円　一般／5,000円　中学生以上／3,000円　こども（小学生以下）／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。

全席指定

12
7
土
8
日

Happyクリスマス☆
ミュージカルコンサート

日本人の心を節と語りで伝える浪花節、浪曲（ろうきょく）。三味線の伴奏で、義理人情の世界を描き
ます。まったく初めての方、大歓迎!
オリンピックを前に、日本の伝統芸能に触れてみませんか。

【Aプログラム】14:00開演
ピアノ：高橋多佳子
曲目（予定）：シューベルト／ソナタ D.384、R.シュトラウス／ヴァイオリン・ソナタ Op.18、
ブラームス／ハンガリー舞曲、ハチャトリアン／剣の舞　ほか
【Bプログラム】18:00開演
弦楽五重奏：東京シティ・フィル・弦楽クインテット（1stVn黒川史恵、2ndVn浜田慶子、
Va佐藤裕子、Vc阿相道広、Cb瀬野恒）
曲目（予定）：モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク、
ドヴォルザーク／弦楽五重奏曲 作品77 第1楽章　ほか

指揮：高関健（常任指揮者）
チェロ：岡本侑也
曲目：ショスタコーヴィチ／チェロ協奏曲第1番 変ホ長調 作品107
ベルリオーズ／幻想交響曲 作品14

出演：東家一太郎、東家美

30日17：30、1日11：00、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

11
30

東京シティ・バレエ団のダンサーが作品を発表する、
大人気の“サロン”シリーズ。8回目となる今回は、今
年新設の「TCBスタジオカンパニー」の出演も決定し
ました。また、韓国より新進気鋭の振付家を招聘し、東
京シティ・バレエ団の新たな可能性をご覧いただきま
す。ダンサーの身体が奏でる作品をご堪能ください!

土

12
1
日

東京シティバレエ団 TOKYO CITY BALLET LIVE2019
「シティ・バレエ・サロンVol.8」

友の会／3,150円　一般／3,500円全席指定

11:00、15：30開演　ティアラこうとう　小ホール

12
7

不滅の大指揮者が遺した、魂を揺さぶるモーツァルト! 1954年 ザル
ツブルク音楽祭で制作された伝説のオペラ映画が、デジタルリマスタ
ーでスクリーンに甦る! 20世紀を代表する偉大な指揮者フルトヴェン
グラーが、その死の数か月前にザルツブルク音楽祭で指揮した『ドン・
ジョヴァンニ』全幕を完全映画化。史上最高のドン・ジョヴァンニと称え
られるチェーザレ・シエピをはじめ、リーザ・デラ・カーザ、オットー・エー
デルマンら豪華な歌手陣が出演。《オペラ映画》というジャンルを確立
した歴史的な傑作です。

土

ティアラこうとう　アートシネマ上映会2019
オペラ映画「ドン・ジョヴァンニ」

友の会／2,300円　一般／2,500円　※当日各400円増、入替制全席自由
14：00開演　東大島文化センター　レクホール

11
4

マイクを持ってひとりで歌うのはちょっと…という人でもみ
んなで歌えばコワくない。じょうず、へたは二の次です。ご一緒
に楽しく歌いましょう。歌謡曲、演歌、フォークなど懐かしい
200曲を収めたオリジナルの歌集から、歌のリーダーと一緒
にハーモニーを楽しんだり、歌集からお好きな曲をリクエスト
して歌ったり。生伴奏で歌う醍醐味を味わいましょう!

月祝

～皆さんでご一緒に～
生伴奏で歌謡曲をうたおう!

友の会／ 800円　一般／ 900円全席自由

クリスマスシーズンに合わせて、ミュージカル、ディズニー、POPSなど
から親しみのあるナンバーをお届けします。家族やカップル、お友達と思
い出に残る時間を過ごしてみませんか？

小野明子©Operaomnia.co.uk

高橋多佳子
©Shinichiro Saigo 黒川史恵

佐藤裕子

瀬野恒

浜田慶子

阿相道広

脩一朗＆大地

7日 〈親子向け〉11：00、14：00 〈大人向け〉17：00　8日 〈親子向け〉11：00 〈大人向け〉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

演奏：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン国立歌劇場合唱団
1954/イギリス映画／イタリア語／カラー／
日本語字幕付き／ 178分／途中休憩あり

高関健 ©StasLevshin 岡本侑也 ©Shigeto Imura

作・演出：永井愛
出演：朝倉あき、藤野涼子、大西礼芳、夏子、富山えり子、須藤蓮、枝元萌

「ドン・キ・ホーテ」より「ドン・キ・ホーテ」より
ⓒ鹿摩隆司ⓒ鹿摩隆司
草間華奈「未来への扉」（前回公演より）草間華奈「未来への扉」（前回公演より）

坂元健児 谷口あかり 反橋宗一郎

杉ありさ 石川新太

ろう きょく

サロン・ドゥ・ティアラ
～浪曲ワークショップ～
10/22（火祝）14：00～15：30
あわせて是非ご参加ください。

詳細
4面



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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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

曲目（予定）：蘇州夜曲、伊
勢佐木町ブルース、朝日楼、
いちご白書をもう一度、木蘭
の涙、喝采、バンバンバン、
シーサイドバウンド　ほか

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
お楽しみください。

カタヤマケイジ・コンサート2019
“風林火山”
メジャーデビュー35周年コンサート

12：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般／500円

11
17
日

11
8
金

16：30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

10
27
日

16：00開演　森下文化センター　多目的ホール
当日指定 友の会・一般／3,500円　中学生以下／2,000円　※1ドリンク付き

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ定期演奏会
ヴァイオリンとビッグバンド 魅惑のコラボレーション

44
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
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.213
林晶子ソプラノリサイタル
～ドイツリートと日本歌曲の夕べ～

中国・香港・台湾での大
ヒット曲「一路上有你～泣
けない君へのラブソング
～」「リンダ」等のオリジナ
ルに、皆さんご存知のカ
バー曲を交えてお贈りする
楽しいコンサートです!

出演：石田新太郎とシティライツ、石田美也
ゲスト：西口久美子（青い三角定規）

18:30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定全席自由 友の会／4,000円、一般／4,500円　※当日一律5,000円

11
22
金

カントリー＆ウエスタン
I SAW THE LIGHT Vol.48

懐かしいウエスタンか
ら最近のカントリーまで
ゲストに西口久美子（クー
コ）さんを迎えて楽しくお
届けします。

「ドイツリートと日本歌曲の夕
べ」と題して4回目のコンサート
となります。
ゲーテやアイヒェンドルフの詩
と深く結びついたリートの世界、
民謡を歌曲にまで高めた山田
耕筰、日本の誇るべきオペラ
『夕鶴』のアリアなど魅力あふれ
る歌の数々をお楽しみください。

11
1
金

2
土

3
日

1日14：00、18：30　2日14：00、18：30　3日12：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／3,900円　一般／4,300円　※当日各500円増

座☆吉祥天女　第15回公演
『佃の渡し』

結成11年目を迎えたオブサ
ンズ・ジャズ・オーケストラ。「魅
惑と疑惑の下町の娯楽バンド」
をコンセプトにユニークなライ
ブを展開中。地元森下ではすっ
かりおなじみとなった彼らのラ
イブ、ぜひお見逃しなく!
※座席は公演当日主催者が
割り振ります。舞台向かって左
側のエリアを予定しています。

冬の晴れた日の東京の佃島。佃島の生まれで、赤坂の料亭に養女に貰わ
れたおきよは、妹のお咲の事を相談する為に来た。お咲は島一番の佃問
屋・佃吉の跡取息子の栄之助と恋仲になるが、栄之助が嫁を貰う事となり
島を飛び出していた。その後再会し二人で
暮らしていたが栄之助が犯した罪をかぶっ
て入獄。そのお咲が出所するというのだ。
お咲の一番の理解者の仙吉、島の親分の

保田政など、様々な人間模様も是非お楽し
みください。

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

10
3
木

11
10
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1,500円　一般／1,800円　大学生以下／1,200円

花岡詠二プレゼンツ
ＫＯＴＯユースポップス&
ジャズフェスタ 2019

全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円

12
8
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

岡本知高 
Concerto del Sopranista 2019

ソプラニスタ「奇跡の歌声」
その声は聴くものすべてを美し
く揺さぶる…
クラシック、オペラのレパート

リーから日本の名曲まで披露!

11
23
土祝

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 友の会／S席3,600円、A席3,150円　一般／S席4,000円、A席3,500円

江東区民／S席3,800円、A席3,300円

ティアラこうとうプロデュース　
東京シティ・フィルＰＯＰＳオーケストラ
「映画音楽」＆「ＴＶドラマ主題曲」

1
7
火

18：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／S席6,750円、A席4,500円

一般／S席7,500円、A席5,000円　※見切れ席 3,500円

「ローマの休日」
全編上映ライブコンサート
～ローマ･イタリア管弦楽団～

66
歳以上対象

出演：ローマ・イタリア管弦楽団 Orchestra di Roma Italia

出演：中村中学校・高等学校吹奏楽部、東京都立深川高等学校
吹奏楽部、東京都立東高等学校吹奏楽部、芝浦工業大学カレッジ
ソサエティジャズオーケストラ
特別出演：花岡詠二KOTO・JAZZオールスターズ
曲目：夜空のトランペット、シング・シング・シング　ほか

44
歳以上対象

66
歳以上対象

映画史に燦然と輝き続け
る名作が、今ここによみが
える!
銀幕に輝く永遠の妖精、

オードリー・ヘップバーンが、
ゆかりの地ローマからやっ
てくるオーケストラの生演
奏で生き生きとスクリーン
に蘇る…そんな贅沢な時間をお届けいたします。
※日本語字幕付き

江東区内の中・
高・大学生と区内在
住のジャズクラリ
ネット奏者・花岡詠
二氏率いるプロ
ミュージシャンの共
演によるジャズフェスティバルです。学生の若さ溢れる演奏やプ
ロと学生による熱い共演をお楽しみください。

11
16
土

注目の若手が隔月で開催する『東大島亭』。第7回は、林家な
な子と林家あずみの女性芸人による二人会! 東大島亭でしか見
られない秘密の芸があるかも・・・。趣のある和室（全席椅子席）で
お楽しみください。

14：00開演　東大島文化センター　第1和室（全席椅子席）
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円　※当日各300円増

第7回 東大島亭
林家なな子＆林家あずみ二人会

曲目（予定）：歌劇「トゥーランドッ
ト」より“誰も寝てはならぬ”、心
の瞳　ほか

全席指定 友の会／900円　一般／1,000円

9
28
土

15:00、17:30開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

300日前だよ! 全員集合＠豊洲
米良美一コンサート
～名曲で振り返る昭和・平成～
東京2020オリンピック・パラリンピック300日前! 多くの競
技が行われる豊洲周辺を文化の力でも盛り上げましょう。国内
外で活躍するカウンターテ
ナー歌手 米良美一による、美
しい歌声とお話しで、60分の
楽しい時間をお過ごしくださ
い。（このほか、無料参加の催
しあり。詳しくは豊洲文化セン
ターへ。）

66
歳以上対象

66
歳以上対象

10
13
日

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／2,300円　一般／2,500円

芸能山城組「交響組曲AKIRA」×
劇場アニメ「AKIRA」
演奏会×上映会

1 部　芸能山城組「交響組曲AKIRA」演奏会
2部　トークショー
　　  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）

予言された2020東京オリンピック!
1988年公開 劇場アニメ「AKIRA」（監

督:大友克洋）の舞台は翌年に東京オリン
ピック開催を控えた2019年“ネオ東京”。
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! 演奏会
トークショーとともにお楽しみください。

出演：米良美一、栗原正和（ピ
アノ）
曲目：もののけ姫、東京五輪音
頭　ほか

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）

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。

飯守泰次郎
Ⓒ武藤章 西村翔太郎 石井清子

10
30
水

出演：風間杜夫　作・演出：水谷龍二

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
祭賞大賞と読売演劇大賞優
秀男優賞などを受賞。
そして今年、古希を記念し

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

ジけます!! 2019年、演劇界に新たな伝説が刻まれる――。

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／4,500円　一般／5,000円

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」 

66
歳以上対象

（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

出演：林晶子（声楽）、川口暁子（フルート）、富田理紗（ピアノ）
曲目：シューベルト／糸を紡ぐグレートヒェン、山田耕筰／六騎 中国地
方の子守唄、メンデルスゾーン／歌の翼に、髙田三郎／くちなし、團伊
玖磨／オペラ『夕鶴』より「私の大事な与ひょう」「さようなら」　ほか

林晶子

川口暁子

富田理紗

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） 

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ

斎藤ネコボナ植木

作：北条秀司  演出：鈴木龍男
出演：井口貴子、髙橋典子、坂口進也、
高橋ひろ子、出口彰紀、鶴山知子、横幕
和美　ほか 座☆吉祥天女座☆吉祥天女 出演／林家なな子、林家あずみ（三味線漫談）

林家なな子 林家あずみ

米良美一

花岡詠二花岡詠二

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
曲目（予定）：タイタニック、ロッキーのテーマ、スパイダーマン、ス
ター・ウォーズ、踊る大捜査線、古畑任三郎のテーマ、王様のレスト
ラン、太陽にほえろ、西部警察、Ｇメン７５、天地人、篤姫、秀吉　ほか
※曲目は、やむ得ず変更する場合があります。

佐々木新平佐々木新平

東京シティ・フィルがクラ
シックではない音楽を演奏
するコンサートです。今年
は、映画とテレビドラマを
テーマにお贈りします。

岡本知高岡本知高

見切れ席はスクリーンが見えづらいお席です。ご了承の上お買い求めください。
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火9/10

月
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2

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。

9
月

10
月

10
月

11
月

12
月

1
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
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66
歳以上対象

9/20（金） 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／ 900円　一般／ 1,000円
※当日一律1,500円
～橘ノ双葉改メ三遊亭藍馬　真打昇進披露の会～
出演：三遊亭藍馬　ほか

寄席　都笑亭Vol.124

9/28（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
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

66
歳以上対象

11/30（土） 14:00開演 会場　亀戸文化センター　カメリアホール
料金：全席指定　友の会／3,150円　一般／3,500円　
ドラマ・舞台で大活躍の名優・風間杜夫が、磨かれた豊富な表現力と経験を生
かした古典落語を、たっぷり2席ご披露いたします。特別ゲストには、大河ドラ
マ「いだてん」で落語監修を務め、本格的な江戸落語で定評のある古今亭菊
之丞師匠をお迎えします。

風間杜夫落語会

10/24（木） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

9/10（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：笑福亭希光（10/24（木））、
雷門音助（9/10（火））

上方落語　九雀亭
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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 Presents
親子で楽しむポピュラーコンサート2019

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／2,250円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

ずばり！！ クラシック名曲コンサートVol.2 66
歳以上対象

14：00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・クラシックス2019
小野弘晴テノールリサイタル

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

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」

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～

先行
日9/8

第40回江東オペラ
G.プッチーニ作曲 歌劇「ラ ボエーム」 字幕付き原語上演
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

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 熊谷陣屋の段いちのたにふたばぐんき

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」
14：00開演　東大島文化センター　第1和室
全席自由　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

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

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

66
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19:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由　友の会／2,250円　一般／2,500円

ティアラマンスリーコンサートVol.212
半澤未沙 クラリネットリサイタル

66
歳以上対象

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

66
歳以上対象

昼の部13:30、夜の部17:30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　昼夜通し券 友の会／4,500円　一般／5,000円　※当日各500円増

神田陽子の講談まつり Vol.4
神田陽子・神田紫　花も嵐も踏み越えて!!　講談生活40周年記念公演

16:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定　友の会 ／3,700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

永遠のポップスコンサート

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

和楽器演奏集団 独楽　－けやぐ－

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

66
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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
後藤雅広 白石幸司　スインギン・クラリネット・デュオ Part.26

66
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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／4,000円　一般／4,500円

和太鼓に選ばれた男 佐藤健作ソロ公演
ちはやぶる

66
歳以上対象

11：00、15：30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
オペラ映画「ばらの騎士」

66
歳以上対象

19：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定　友の会／3,420円　一般／3,800円

初春バレエ祝賀コンサート　～キエフ・クラシック・コレクション～

66
歳以上対象

16:00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

なぎら健壱コンサート2019
～下町情歌Part15～

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　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

66
歳以上対象

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　※当日各500円増

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

バジ・アサド Guitar Recital

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）』

ご好評につき次の公演は完売いたしました。　● 島津亜矢コンサート2019（9/7）  ● 講談の気骨～松鯉から松之丞への系譜～（9/15）完売情報

桂九雀

三遊亭藍馬

66
歳以上対象

舞踊作家協会 連続公演第207回　「ティアラこうとう連続公演25周年記念公演」

66
歳以上対象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

風間杜夫風間杜夫 古今亭菊之丞古今亭菊之丞

笑福亭希光



C IN EM AC IN EM A

会員募集

〒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

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9月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号10月号は9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4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〉9/30（月）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

①笑激！！ お笑いカーニバル in こうとう
（5/12　ティアラこうとう 大ホール）
サイン色紙 2枚

②永遠のカルカス 愛しいボリビアの魂
（5/18　ティアラこうとう 大ホール）
サイン色紙 2枚

古石場文化センター　大研修室会場

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

会場：東京文化会館 大ホール　全席指定
12月28日（土）15：00開演

第九特別演奏会2019

友の会　S席7,650円　A席5,850円　B席4,050円　C席3,150円
一　般　S席8,500円　A席6,500円　B席4,500円　C席3,500円
※プラチナ(60歳以上)プラチナS席7,500円　プラチナA席5,500円
※江東区民は一般料金(S席～C席)より各200円引

第331回
2/22（土）
14:00開演

第332回
3/14（土）
14:00開演

第330回
1/18（土）
14:00開演

指揮：飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）
ソプラノ: 横山恵子、メゾ・ソプラノ: 清水華澄、テノール : 二塚直紀
バリトン : 大沼徹　合唱：東京シティ・フィル・コーア （合唱指揮：藤丸崇浩）
ベートーヴェン：ミサ・ソレムニス ニ長調 作品 123 

指揮：高関健（常任指揮者）
トスカ : 木下美穂子、カヴァラドッシ : 小原啓楼、スカルピア : 上江隼人
アンジェロッティ: 妻屋秀和　合唱：東京シティ・フィル・コーア （合唱指揮：藤丸崇浩）
プッチーニ：歌劇「トスカ」（演奏会形式）

指揮：高関健（常任指揮者）
柴田南雄：シンフォニア
矢代秋雄：交響曲
シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 作品43

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
当日券あり。開演時間15分前から販売　

9/28
（土）

監督：木下惠介　出演：田中晋二、有田紀子

江東シネマプラザ9月（1955年／松竹／92分／モノクロ）
「野菊の如き君なりき」

11/9
（土）

「菊次郎の夏」

午後の部 15：00午前の部 11：00

明治時代の信州の旧家に生まれ
育った少年と年上の従姉妹の悲し
き初恋の話を叙情的に描いた作品。
老人が過去を振り返る方式で、そ
の回想シーンを楕円形に囲むなど、
実験的趣向が見られる。伊藤左千
夫著『野菊の墓』が原作。

監督：北野武 
主演：ビートたけし、関口雄介

11：00開演

夏休み、どこか遠くに暮らす母を探
す旅に出る少年。同行者は近所のお
じさん。現実の厳しさと人々の優し
さに触れながら成長する物語。久石
譲のテーマ音楽は誰もが聞いたこ
とのある名曲です。第52回カンヌ国
際映画祭正式出品作品。

「HANA－BI」
監督：北野武
出演：ビートたけし、岸本加世子、大杉漣

15：00開演

ベネチア国際映画祭でグランプリ他、国内外
で数々の賞を受賞し、「世界のキタノ」を代表
する作品。不治の病に冒された妻を持つ刑
事。同僚の生や死に対峙し、職を離れ、自ら堕
ちつつ、妻と最後の旅に出る男の愛に満ち
た感動作品。 

全席自由　友の会 2,500円　一般 2,300円（全6回分）
江東シネマプラザ

9/28（土）～3/28（土）
古石場文化センター
大研修室会場

9/28（土）
10/26（土）
11/23（土祝）

1/25（土）
2/22（土）
3/28（土）

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）
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6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。

66
歳以上対象

6
歳以上対象

ミミヨリ情報

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

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329回定期演奏会（11/9）のリハーサルを
公開いたします。首席客演指揮者・藤岡幸夫による、オーケストラの音
創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
ただけます。どうぞお楽しみに!

東京シティ･フィル
公開リハーサル

ティアラこうとう
大ホール

会場

日時

申込
9/10㈫
10：00～

申込
9/10㈫
10：00～

ⓒ青柳聡

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〈講師:真島恵理〉

●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

受付中

　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100組200名様をご
招待します。（チケット発売：
10/10）令和元年に日本から
世界に発信する「金管バンド
による日本の詩（うた）」。お楽しみに。
申込み：往復はがきに①住所②氏名③電話番号④希望人数（2名ま
で）⑤友の会会員番号をご記入の上以下へお送りください。
〒135-0002江東区住吉2-28-36 ティアラこうとう「東京BS・TP係」
締め切り9/25(水）
問合せ：ティアラこうとう　電話03-5624-3333

　アメリカの作曲家エワイゼン《バス・トロンボー
ンのための狂詩曲》は、2018年日本管打楽器コン
クール トロンボーン部門の覇者 鈴木崇弘による演
奏でお届け。卓越した技巧と音色で公演の幕開けを
飾ります。メインの第九は、首席客演指揮者 藤岡マ
エストロがタクトを握り、迫力のある歓喜の歌をお
楽しみいただけるでしょう。東京シティ・フィルの第九で年の瀬をお迎えください。
指揮：藤岡幸夫（首席客演指揮者）
鈴木崇弘（トロンボーン）、安藤赴美子（ソプラノ）、林美智子（メゾ・ソプラノ）、
城宏憲（テノール）、小森輝彦（バリトン）
合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：藤丸崇浩）
エワイゼン：バス・トロンボーンのための狂詩曲
ベートーヴェン：交響曲第9番 二短調 作品125「合唱付き」

全席自由　ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方　100組200名様

全席自由

入場無料

12/13 金 18：30開演　ティアラこうとう　大ホール

東京ブラスソサエティ
第47回クリスマスコンサート

藤岡幸夫ⒸMegu藤岡幸夫ⒸMegu

11/7（木）
11:00～（10:40開場）

10/6 日 17:30～18:30（予定）　ティアラこうとう　大会議室

参加費：500円（ドリンク代込み）
定　員：100名程度（要申込み、先着順）
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333
※公演情報は2面をご覧ください。

東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団と
東京シティ・バレエ団との交流会

「亀戸駅裏旅館」

区民出演者募集　プロのタレントと一緒の舞台へ!

来年3/14（土）開催の江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館」の区民出演者を募集。
歌あり! コントあり! の地元・亀戸を舞台にくり広げる江戸前人情喜劇です。
プロのタレントと一緒に舞台に立てる貴重なチャンスです。この機会にぜひご
参加ください。

江戸前
人情喜劇

■出演者応募条件
●江東区在住・在勤・在学の小学生以上の男女で、芝居や演劇が好きで熱
心に参加できる方（プロアマ問わず）。

●公演日（3/14（土））および前日稽古（3/13（金））の参加は必須。2月後半
からの稽古参加可能な方優先。※出演料・交通費の支給はありません。

■選考方法
一次書類選考、二次オーディション（11/4（月祝）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いたします。

シリーズ第9弾！

コント山口君と竹田君コント山口君と竹田君 テツａｎｄトモテツａｎｄトモ カンカラカンカラ

作・演出：山口弘和（コント山口君と竹田君）　
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
※チケット発売：12/8（日）～。詳細は12月号をご覧ください。

■申込み
区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとう、深川江戸資料館
に設置の申込用紙に記入の上、亀戸文化センター（〒136-0071亀戸
2-19-1）窓口または郵送。
■募集期間　9/10（火）～10/16（水）必着
■問合せ　亀戸文化センター　電話03-5626-2121

公演概要

江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館」
2020年3/14（土）　亀戸文化センターカメリアホール
全席指定4,000円

66
歳以上対象

ⓒ1955松竹株式会社

江東シネマプラザ特別上映会
世界のキタノ特集

全席自由　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
セット券は単品合計金額より200円引き

各
回
共
通

66
歳以上対象

新発売
火9/10

66
歳以上対象

新発売
火9/10

写真提供：株式会社バンダイナムコアーツ

写真提供：株式会社バンダイナムコアーツ

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

日　時：10/22（火祝）14:00～15:30
会　場：ティアラこうとう　中会議室
参加費：友の会／無料　一般／ 500円

※11/2公演チケットをお持ちの方は
参加費無料

定　員：30名(先着)
講　師：東家一太郎、東家美

サロン・ドゥ・ティアラ2019 第5期

～浪曲ワークショップ～ 日本のミュージカル! 浪曲を聴いてみよう
（11/2（土）公演）※公演情報は1面をご覧ください。

テ
ー
マ
浪曲の魅力を知るために、実際にあなたも声を出してみません
か？ 浪曲には欠かせない「掛け声」や浪曲師になった気分で
ちょっとひと節。11/2公演の出演者によるワークショップです。

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333

北野武監督作品、江東シネマプラザ初上映!

　10/6（日）に行われる本公演「オーケストラwithバレエ」終了後に両
団との交流会を行います。オーケストラ団員による演奏、バレエ団員に
よるバレエの実演や、両団員との懇談、お楽しみ抽選会等を予定して
います。

新発売
火9/10

ろうきょく


