
山崎ハコ 45周年コンサート with 安田裕美
ティアラクラシックス2020 米津真浩ピアノ・リサイタル
森口博子コンサート in KOTO
　　　 東京シティ・バレエ団 『眠れる森の美女』全幕
コトリンゴ Live 2020 きさらぎ reunion with クリバス
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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
11/9 土

11/10

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
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出演：BBQ
曲目（予定）：ブラームス／ハンガリー舞曲、
滝廉太郎／花　ほか

映画『この世界の片隅に』をはじめ、数多くのドラマ・アニ
メで、サウンド・トラックを担当するコトリンゴ。卓越したピ
アノ演奏と柔らかな歌声で浮遊感に満ちたポップ・ワール
ドをご堪能ください！
2018年 アルゼンチンツアーで共演し、今回初来日とな

るアルゼンチンバンド クリバスとの共演も！

14：00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

2
23
日祝

コトリンゴ Live 2020
きさらぎ reunion with クリバス

19:00開演　深川江戸資料館　小劇場

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

友の会／3,200円　一般／3,600円全席指定

2
14

古典落語の名手「柳家さん喬」。人情噺と言えば
さん喬と称賛され、円熟した高座にファンは増加
の一途。紫綬褒章の貫禄か、ますます磨きのかか
った至芸は観るものを魅了します。

金

深川江戸資料館 「THE 伝統芸能」　
柳家さん喬独演会

友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円全席自由

第41回江東オペラ公演
歌劇「コジ ファン トゥッテ」
字幕付き原語上演

15日17：00、16日15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／SS席9,000円、S席7,200円、A席4,500円　一般／SS席10,000円、S席8,000円、A席5,000円

※学生席／3,000円（東京シティ・バレエ団のみ扱い03-5638-2720）

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

チャイコフスキー 3大バレエの『眠れる森の美女』が、全幕新製作の衣
裳・音楽で東京シティ・バレエ団のレパートリーに蘇ります。華やかな
舞台をどうぞお楽しみに!
出演：オーロラ姫／中森理恵（15日）、斎藤ジュン（16日）
　　　デジレ王子／キム・セジョン（15日）、福田建太（16日）
芸術監督・構成・演出・振付（M.プティパの原振付による）：安達悦子
振付指導：ラリッサ・レジュニナ
指揮：熊倉優　演奏：シアターオーケストラトーキョー

代表曲：水の星へ愛をこめて、夢がMORI MORI、
ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～　ほか

14：00開演　ティアラこうとう　小ホール

2
15

「ずばり！！クラシック名曲コンサート」で、華麗なる超絶技巧を
聴かせてくれた米津真浩のコンサートです。日本音楽コンクー
ル第2位の実力は、ショパン、リスト、ベートーヴェンの名曲を得
て、素晴らしい音楽世界を展開してくれます。

土

ティアラクラシックス2020
米津真浩ピアノ・リサイタル
ショパン、リスト、ベートーヴェン を弾く

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

15:30開演　ティアラこうとう　小ホール

1
5

懐かしい日本歌曲＆スイング
ノスタルジックなひとときを!

日

花岡詠二プレゼンツ
新春 室内楽＆スイング・コンサート

友の会／3,600円　一般／4,000円全席自由
14：00開演　東大島文化センター　第6研修室

1
12

江東区を拠点に活動し、今年結成15周
年を迎えた室内楽グループBBQが、6研
コンサートに登場。クラシックから日本の
歌曲まで、親しまれている名曲を演奏しま
す。鍵盤ハーモニカ、クラリネット、弦楽四
重奏による演奏をどうぞお楽しみください。

日

第6研修室から奏でるMyコンサート
室内楽グループBBQ 結成15周年記念コンサート

友の会／ 450円　一般／ 500円全席自由

モーツァルトの4大オペラの一つ（邦題：女は
こうしたもの）。婚約をして一日で心変わりをする
女性の心を風刺したオペラブッファ（喜劇風オペ
ラ）の最高峰。

東京シティ・バレエ団
『眠れる森の美女』全幕

TVタレント、歌手として活躍し、来年デビュー 35周年を迎える森口
博子のコンサートです。今年8月に発売した機動戦士ガンダム40周年 
カバーアルバム『GUNDAM SONG COVERS』が大ヒット。今まさに
注目のコンサートです。オリジナル曲とともにお楽しみください。
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18：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／5,300円　一般／5,800円

昭和50年10月1日、日本全国のレコード店に私のデビューアルバム
「飛・び・ま・す」が並びました。その日からこの世に「山崎ハコ」という
歌手が誕生した事になります。私が自分の意志で「山崎ハコ」を誕生させ
たのです。どんな時もハコと一緒だった。サヨナラをした事はなかった。
辛い時も支え合ってきた。私が生んで育ててきた「山崎ハコ」の45周年
コンサート、あなたに是非、観て聴いてほしいです。

山崎ハコ 45周年コンサート
with 安田裕美

出演：花岡詠二スヰング・ショッツ（花岡詠二、
武田将、佐久間和、山本琢、加藤人、竹内武）
アンサンブル・ダ・コーエ
曲目（予定）：花、春の小川、浜辺の歌、クラリネ
ット・ポルカ、ス・ワンダフル
ラデツキ－行進曲　ほか

曲目：たんぽぽ、悲しくてやりきれない　ほか

出演：柳家さん喬、柳家寿伴

25日16：00、26日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

Ⓒ鹿摩隆司

出演：山崎ハコ（Vo,Gt）、安田裕美（Gt）
曲目（予定）：望郷、織江の唄、気分を変えて、縁（えにし） ほか

山崎ハコ

曲目（予定）：ショパン／ノクターン  遺作、英雄ポロネーズ、バラ
ード  第1番　ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ  第14番  月光　
リスト／ラ ・カンパネラ　ほか

米津真浩

昨年の公演より柳家さん喬柳家寿伴

昨年の公演より BBQ

森口博子コンサート in KOTO



藤野涼子朝倉あき
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金平糖の女王
コクリューシュ王子
クララ
客間のクララ
くるみ割り人形
★はティアラ“くるみ”の会の出演者です

斎藤ジュン
キム・セジョン
庄田絢香
星合愛香★
吉留諒

飯塚絵莉
福田建太
松本佳織
柳町珠希★
岡田晃明

主な配役 21日 22日

　『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
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

66
歳以上対象

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～
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日

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
全席指定 友の会／3,150円　一般／3,500円

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

　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!

二兎社
「私たちは何も知らない」
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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

12
14
土

【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 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

～小野明子＆フレンズ～ Vol.5
魅惑のアンサンブル

66
歳以上対象

66
歳以上対象

　弦楽アンサンブルの生演奏をバックに、ウクライナきってのバレエ・カンパニー、キエ
フ・クラシック・バレエの12人のダンサーを迎えた贅沢なプログラム。新春ならではのシュ
トラウスや、バレエならではのチャイコフスキーで新たな一年の始まりを優雅に彩る!

12
7
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　これまでに40作品以上の
オリジナルアルバムをリリー
スし、その独自の高い音楽性
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。2017年４月にはデビュー
45周年を迎え、今なお全国
各地で精力的にライブやイ
ベントを行っている谷山浩子
の12月恒例となっているコ
ンサートです。ピアノの弾き
語りでたっぷりお届けします。

17：30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／5,400円　一般／6,000円

谷山浩子コンサート2019

全席指定 友の会／S席4,500円、A席4,000円　一般／S席5,000円、A席4,500円

12
21
土

22
日

21日13：00、17：00、22日15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

　プロのバレエ団とオーケストラ、そし
てこどもたちが創り出す夢の世界を、ご
家族そろってお楽しみください。

1
5
日

15：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／3,500円　一般／3,800円　※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。

春風亭小朝プロデュース
新春寄席　小朝・昇太二人会

66
歳以上対象

出演：春風亭小朝、春風亭昇太、林家木久蔵、ロケット団

　毎年恒例の正月落語会。ティアラこうとうお馴染みの話芸の
名手、春風亭小朝と今や幸せということばはこの人のためにあ
るといっても過言ではない春風亭昇太が新年の福を呼び込む
べく楽しい高座を披露致します。ご家族、ご夫婦、ご友人と思
いっきり笑ってください。初笑いはティアラこうとうで!

振付：ジョン・ヒョンイル、中島伸欣、キム・ボヨン、草間華奈

【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／ヴァイオリ
ン・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 Op.77 第1楽章　ほか

　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。

44
歳以上対象

1
11
土

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／3,150円　一般／3,500円　※当日各500円増

新春邦楽
「和っしょい」Vol.9

66
歳以上対象

出演：四人囃子（山田路子、朱鷺たたら、はせみきた、小泉謙一）
ゲスト：木津かおり（民謡）
ナビゲーター：鏡味味千代（太神楽師）

毎年恒例の新年を彩
る邦楽公演。９回目の
今回は、篠笛と太鼓の
実力者４人で結成され
た「四人囃子」を中心に
披露。ゲストに民謡の
木津かおり、進行役で
太神楽の鏡味味千代が
花を添える。

11
23
土祝

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」

66
歳以上対象

指揮：佐々木新平
ヴァイオリン：関朋岳
演奏：東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団
曲目：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、真田丸　ほか

佐々木新平 Ⓒ S.Arita

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。

66
歳以上対象

風間杜夫落語会
11

30
土

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／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
表現力と経験を活かした古典落語を、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。

風間杜夫風間杜夫 古今亭菊之丞古今亭菊之丞

小野明子
©Operaomnia.co.uk

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

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

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。

「ドン・キホーテ」より「ドン・キホーテ」より
ⓒ鹿摩隆司ⓒ鹿摩隆司

ⓒ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）

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!

66
歳以上対象

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 岡本知高岡本知高

東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会
第34回くるみ割り人形
※22日は完売

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

春風亭小朝 春風亭昇太

バレエ：キエフ・クラシック・バレエ
演奏：キエフ・クラシック弦楽アンサンブル
曲目(予定)：チャイコフスキー／花のワルツ（「くるみ割り人形」より）、グラン・パ・ド・ドゥ（「白
鳥の湖」より）、弦楽セレナーデ、J.シュトラウス2世／皇帝円舞曲、美しく青きドナウ　ほか

キエフ・クラシック・バレエ キエフ・クラシック弦楽アンサンブル

66
歳以上対象

木村大ギターコンサートVol.4
木村大×渡辺香津美
ギターコンサート

2
22
土

14：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円　※当日各500円増

毎年大好評の企画となっ
ているクラシックギター界の
プリンス”木村大”シリーズ
の４回目は、日本が世界に誇
るジャズ・ギタリスト“渡辺香
津美”との待望の初共演! 
2人のトップギタリストの

融合と、化学反応をぜひ会
場で目撃ください!!
出演：木村大（ギター）、渡辺香津美（ギター）
曲目：グリーンスリーヴス（イングランド民謡）、映画「ひまわり」のテー
マ（マンシーニ）、エルビート（スペイン民謡）、地中海の舞踏（アル・ディ・
メオラ）、禁じられた遊び（スペイン民謡）

木村大
渡辺香津美
©Yosuke Komatsu（ODD JOB）

66
歳以上対象

秋川雅史コンサート
聴いてよく分かるクラシック２

2
27
木

13：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,130円　一般／5,700円

　意外と知らなかった音楽の話! 聴
いて学んで得するコンサート。待望の
第2弾スタート! 
　第57回、第58回紅白歌合戦連続
出場、「千の風になって」で知られるテ
ノール歌手・秋川雅史が、音楽の歴史
をわかりやすく解説しながらお送りす
るコンサート。音楽の知識、素敵な歌
声とどちらもお楽しみいただけます。
出演：秋川雅史、小島さやか（ピアノ）
曲目（予定）：新井満／千の風になって、ヴェルディ／歌劇「マクベ
ス」～あぁ、父の手は～、カッチーニ／アヴェ・マリア　ほか
※都合により変更になる場合がございます。

秋川雅史

4面特集記事あり

12
1
日

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／3,200円　一般／3,500円　※当日各500円増

66
歳以上対象

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

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。

津軽三味線 脩一朗＆大地
～和の真髄～

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
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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 ☎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。

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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象 12/1（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室

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

66
歳以上対象1/19（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室

全席自由　
友の会／2,500円　一般／2,800円
※当日一般のみ200円増
2020年は豪華な初笑いでスタート。新作落語のほ
か古典落語も巧みに演じる人気落語家・柳家喬太郎
をゲストに迎えるもんすたぁずスペシャル公演をど
うぞお見逃しなく！！
出演：柳家喬太郎、古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家
燕弥、春風亭三朝

RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演
新春寄席

1/25（土） 14:00開演 会場　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　※当日各300円増
注目の若手が隔月で開催する『東大島亭』。第8回は、1年ぶりの出演とな
る林家けい木と立川志の太郎による二人会！若手実力派の落語を趣のあ
る和室でお楽しみください。（全席椅子席）
出演：林家けい木、立川志の太郎

第8回 東大島亭
林家けい木＆立川志の太郎 二人会

1010
歳以上対象

14：00開演　東大島文化センター　レクホール
全席自由　友の会／800円　一般／900円

～皆さんでご一緒に～　生伴奏で歌謡曲をうたおう!

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」

44
歳以上対象

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

14：00開演　古石場文化センター　大研修室
全席自由　友の会／700円　一般／1,000円　江東区民／800円
こども（小学生以下）／300円（未就園児で席を利用しない場合は無料）　※当日各200円増

Kir Saxophone Quartet　オータムコンサート

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／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～

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「ドン・ジョヴァンニ」

66
歳以上対象

18:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　友の会／1,000円　一般／2,000円　小中学生／1,000円

東京ブラスソサエティ　第47回クリスマスコンサート

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／5,000円　一般／5,500円

高石ともや　年忘れコンサート2019

66
歳以上対象

14：30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　学生／2,000円　※当日各500円増

國松竜次ギターリサイタル　2019－2020冬

66
歳以上対象

15：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由　友の会／3,600円　一般／4,000円　※当日各500円増

深川江戸資料館 「THE 伝統芸能」　よね吉・千五郎ふたり会「笑えない会 Legacy」

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

さくら弦楽四重奏団2019

66
歳以上対象

14：00開演　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　学生／1,500円　※当日友の会、一般は500円増

歌麿夢芝居　恋しや恋し母子草－深川の巻－

44
歳以上対象14:00開演　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　こども（中学生以下）／1,000円　
シニア（75歳以上）／1,600円　※当日各200円増

年忘れお笑いらいぶ

11:00、13:30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　こども（3歳～小学生）／500円　※２歳以下で大人のひざ上は無料

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

15：00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　クリスマス ジャズコンサート
～日本ジャズ界の巨匠たちをお迎えして～Part2

14：00開演　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

ふるさとこうとう音楽のつどい Vol.26

2
月 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60回ティアラこうとう定期演奏会

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

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

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

66
歳以上対象

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

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／1,800円　一般／2,000円

ティアラマンスリーコンサートVol.214 「行く秋によす〈楽の音〉」

66
歳以上対象18:30開演　ティアラこうとう　小ホール

全席指定　友の会／4,000円、一般／4,500円　※当日一律5,000円

カントリー＆ウエスタン　I SAW THE LIGHT Vol.48

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
全席指定　〈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　学生（中学生以上）／3,000円　こども（小学生以下）／2,000円

HAPPYクリスマス☆ミュージカルコンサート

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

12/10（火） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

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：柳亭市楽

上方落語　九雀亭

桂九雀

12/6（金） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

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）：河内家るぱん　ほか

寄席 都笑亭 Vol.125 

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

※2歳以下ひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料。

林家けい木林家けい木 立川志の太郎

柳亭市楽柳亭市楽

柳家喬太郎

66
歳以上対象

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

55
歳以上対象

14：00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

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』

【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
ろう きょく

完売御礼



66
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

会員募集

12 1

66
歳以上対象

〒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11月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号12月号は11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〉11/30（土）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

①三つの夢コンサート
　（春風亭小朝・大谷康子・村治佳織）
（6/28　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙 2枚

②よしもとお笑いまつり in 江東 2019
（8/9　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙 2枚

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　

11/23
（土祝）

監督：大林宜彦　出演：古谷一行、田中邦衛　ほか

江東シネマプラザ11月（1979年／松竹／113分／カラー）
「金田一耕助の冒険」

午後の部 15：00午前の部 11：00

今や時の人となっていた金田一耕助
のもとに、美術品窃盗団が現れ、十
年前の未解決事件解決を要求。金田
一は事件の真相を暴くことができる
のか？原作は横溝正史『瞳の中の女』
で自身も出演。主演はテレビシリー
ズ版で人気を博した古谷一行。コメ
ディ要素も盛り込まれれています。

全席自由　友の会 1,700円　一般 1,900円（全4回分）
江東シネマプラザ

11/23（土祝）～3/28（土）
古石場文化センター
大研修室会場

11/23（土祝）
1/25（土）

2/22（土）
3/28（土）

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4回の上映を予約なしで鑑賞、プレゼント抽選会
参加招待etc...うれしい特典がいっぱいです。
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ミミヨリ情報

昨年大好評であったクリスマスコンサート。今年
も、江東区音楽家協会のメンバー有志による演
奏会を開催します。

全席自由　入場無料　どなたでも
当日直接会場へ（100名先着順）

12/22 日 14：00開演　豊洲文化センター
シビックセンターギャラリー

江東区音楽家協会による♪
Merry Merry Christmas
コンサート

申込
11/10㈰
10：00～

鎧塚俊彦

周防正行

竹中直人
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新発売
日11/10

パティシエ鎧塚俊彦氏が審査す
るアマチュアのお菓子コンテスト
と講演会をセットにしたイベント。
１次書類審査を通過した出場者
が作るスイーツを、専門家の方々
が審査するコンテストで、来場者
の皆様にも試食し投票していただ
きます。講演会は、鎧塚俊彦氏が
業界での自身の活動とともにス
イーツの魅力をお話します。
あま～いお土産つき!

鎧塚俊彦
中川二郎（「パティスリーキャロリーヌ」オーナーシェフ）
大久保洋子（元実践女子大学教授）
コンテスト出場者

クッキング・フェスタ
～アマチュア焼き菓子・
　　蒸し菓子コンテスト＆講演会～

第6回

日
16：00～　
総合区民センター　レクホール
全席自由　一般／1,000円

出演・審査員

12/14（土）、15（日）
竹中直人（映画監督・俳優）さんがゲストトークに

江東シネマフェスティバル

深川が生んだ世界の巨匠・小津安二郎監督にち
なんだ映画祭です。小津監督作品はもちろん、
幅広く名作・傑作を上映。「シネマカフェ」やシネ
マボランティア企画も開催します。ゲストトーク
付き上映もお見逃しなく! 

全席自由　友の会／一般　1日券1,200円、
1回券（トーク付き★）友の会700円・一般800円　
1回券（トークなし）友の会450円・一般500円
当日各200円増し、障害者1回券より200円引

古石場文化センター
大研修室　ほか

会場12/3（火）プレ上映会
『カツベン！』スペシャルトーク
周防正行（映画監督）×澤登翠（活動弁士）

江東シネマフェスティバル 
プレイベント

江東シネマフェスティバルのプレイベントで
す。小津監督作品『突貫小僧』（弁士付き）と
周防監督作品『ファンシイダンス』の上映と
共に、12/13（金）に公開される周防監督の
新作『カツベン！』スペシャルトークを開催。古
石場だけのコラボ企画をお楽しみください!

前売　友の会／700円　一般／800円
当日　友の会／900円　一般／1000円

『雨月物語』【フィルム上映】 優秀映画鑑賞推進事業
★『突貫小僧』（短縮版）【フィルム上映】（英語字幕付き）
国立映画アーカイブ所蔵作品
『大学は出たけれど』（短縮版）【フィルム上映】　
（弁士：澤登翠　ピアノ演奏・ゲストトーク／作曲家・新垣隆）

10：00

12：20

14：30

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/14（土）

★『シコふんじゃった。』（相撲芸人あかつ　お笑いミニライブ）

「ファンシイダンス」
『カツベン！』公開記念スペシャルトーク　
周防正行（映画監督）×澤登翠（活動弁士）
笠井信輔（フリーアナウンサー）

18：00

19：40

20：20

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/3（火）

『ウォーターボーイズ』【フィルム上映】

『彼岸花』【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）】

10：00

12：20

15：30

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/15（日）

★『東京日和』【フィルム上映】
(ゲストトーク／映画監督・俳優 竹中直人）

全席自由

「突貫小僧」【フィルム上映】（英語字幕付き）
弁士：澤登翠 （国立映画アーカイブ所蔵作品）

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S席4,500円　プラチナA席3,500円　（60歳以上）
※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

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S席7,500円　プラチナA席5,500円　(60歳以上)
※江東区民は一般料金(S席～C席)より各200円引

IN
TE

RV
IEW 11/23（土祝）　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」

昨年は「ディズニー＆ユニバーサル・スタジオ」がテーマでしたが、
今年は「映画音楽」＆「TVドラマ主題曲」がテーマとなりました。指
揮をするにあたって率直なお気持ちはいかかですか？
昔から映画音楽が好きでしたし、聞き慣れたTVドラマの曲をオー
ケストラで演奏できることをとてもうれしく思います。

今回、演奏される曲の中で、特に好きな曲は？
『天地人』ですね。

今回、演奏される曲の映画やTVドラマの思い出などはございますか？
『太陽にほえろ!』です。小さい頃、兄とよくテーマ曲を歌いながら
ごっこ遊びしていました。

今回のコンサートの聴きどころは？
曲の素敵さはもちろん東京シティ・フィルの熱い演奏にもご期待
ください。

Q

A

Q
A

Q
A

Q
A

友の会会員へのメッセージをお願いいたします。
いつもティアラこうとうに足をお運びありがとうございます。名
曲を通じて東京シティ・フィルの新しい魅力を体感いただけたら
幸いです。

Q
A

指揮者インタビュー

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、真田丸　ほか

『真田丸』ソリスト決
定！

66
歳以上対象

『真田丸』は超絶技巧のヴァイオリン・ソロが
フィーチャリングされているヴァイオリン協奏曲
のような曲です。
このソリストとして関朋岳さんに演奏していただ
けることになりました!
第16回東京音楽コンクール（2018年）弦楽部
門第1位に輝いた若手実力派アーティストの演
奏に乞うご期待！！

日立グループ社員によるクリスマスコンサート。
指揮者コーナーや楽器体験もお楽しみに。
出演：日立ソレイユ室内合奏団、ぷかポン
曲目：パプリカ、そりすべり　ほか

全席自由　入場無料　16：30より入場整理券配布

全席自由　入場無料　要申込・チケット引換え12/13 金 18：15開演
江東区文化センター　ホール

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

楽しいクリスマスソングから美しい讃美歌まで、
こどもたちの澄んだ歌声で素敵なクリスマスを
お迎えください!
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、荒野のはてに、天には栄え、
アヴェ・ヴェルム・コルプス　ほか
申込：江東区文化センター　☎03-3644-8111

12/15 日 15：00開演
江東区文化センター　ホール

江東少年少女合唱団
クリスマスコンサート

©KADOKAWA1979

指揮者　佐々木新平 さん

佐々木新平 Ⓒ S.Arita

曲目

関朋岳 © 井村重人

昨年のクリスマスコンサートより ぷかポン日立ソレイユ室内合奏団


