
松田昌 コンサート2020 ー音・楽40年の軌跡ー　　　　　　　
　　　　 第42回 江東オペラ　歌劇「トゥーランドット」
　　　　 KOTOのこどもたちによる ヘンゼルとグレーテル
林家正蔵・たけ平 親子会　其の四
柳家花緑の落語バレエ「鶴の池」ーバレエ「白鳥の湖」
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第61回ティアラこうとう定期演奏会
森山良子コンサートツアー 2020～2021
稲垣潤一コンサート2020
柳家さん喬一門会
渡辺美里  35th  Anniversary
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新発売
日

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
2/8 土

2/9

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

19
日

4

透明感のある歌声と、その抜群の歌唱力で、名実ともに日本
を代表するトップシンガー・森山良子。
2020年5月から始まる新たなツアーパッケージで、5月31

日に【ティアラこうとう】での公演が開催決定! 

16：30開演　ティアラこうとう　大ホール

5
31
日
森山良子コンサートツアー 2020～2021

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール

友の会／6,120円　一般／6,800円全席指定

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

全席指定

5
30

2020年度シーズン最初のティアラこうとう定期演奏会は、常
任指揮者の高関健がタクトを握ります。前プロには今年生誕120
年・没後30年を迎える20世紀アメリカを代表する作曲家コープ
ランドのバレエ組曲を、メインプログラムにはチャイコフスキー
《交響曲第4番》をお贈りいたします。どうぞお見逃しなく! 

土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第61回ティアラこうとう定期演奏会

友の会／ 4,500円　一般／ 5,000円全席指定

松田昌 コンサート2020
― 音・楽40年の軌跡 ―

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール

6
13

和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤一。
「ドラマティック・レイン」、「クリスマスキャロルの頃には」
などのヒット曲から最新の楽曲まで、時間旅行をお楽しみく
ださい。
ドラムを叩きながら歌う“叩き語り”も見逃せない！

2019年5月でデビュー35年目に入り、8月7日には20枚目となるオリジナルアルバム「ID」をリ
リース。ツアーバンドとの息のあったコンサートツアーもいよいよ2020年よりセカンドシーズンへと! 
ティアラこうとうでの渡辺美里をお見逃しなく。

土
稲垣潤一コンサート2020

友の会／6,120円　一般／6,800円全席指定

14:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

5
16

人気シリーズでお馴染みの「正蔵・たけ平親子会」! 
好評につき4回目の開催です。落語初心者の方も、

お好きな方も、大いに楽しんでいただけます。たくさ
んのご来場、心よりお待ちしています!

土

林家正蔵・たけ平 親子会
其の四

友の会／2,800円　一般／3,200円　※当日各200円増全席指定

1回目13：00、2回目16：30開演
江東区文化センター　ホール

6
14

昨年9月、柳家喬の字改め五代目柳家小志んを襲名し、真打に昇進
した記念公演です。
師匠柳家さん喬、柳家喬太郎、柳亭左龍が華を添えます。真打襲名
披露口上も行います。どうぞお楽しみに。
（※1回目・2回目の演目は異なります。）

日

柳家さん喬一門会
柳家喬の字改メ五代目柳家小志ん
真打昇進襲名披露記念公演

友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円全席指定

時代とともに変貌をとげてきた松田昌の音楽!  
朋友、篠崎正嗣（ヴァイオリン）をスペシャルゲストに迎え、素晴ら

しいミュージシャンたちと共に繰り広げられる、松田昌の「音・楽」の
世界をお楽しみください! 

出演：林家正蔵、林家たけ平

指揮：高関健（常任指揮者）
曲目：コープランド／バレエ組曲「アパラチアの春」、バレエ組曲「ビ
リー・ザ・キッド」、チャイコフスキー／交響曲第4番 へ短調 作品36

16：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール

曲目（予定）：さとうきび畑、涙そうそう、禁じられた恋、この広い野
原いっぱい　ほか

出演：松田昌（鍵盤ハーモニカ・ピアノ・エレクトーン）、岡部洋一（パーカッション）
倉沢大樹（ピアノ）、宮原裕子（鍵盤ハーモニカ）、長谷川幹人（鍵盤ハーモニカ・
エレクトーン）
ゲスト：篠崎正嗣（ヴァイオリン・二胡）
曲目（予定）：ブルーラブ、鶴と旅人、Joice、チャルダッシュ、神様の住む島　ほか

24
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

5

全席指定

17：30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　江東区民3,300円

友の会／ 7,425円　一般／ 8,250円　※当日各500円増

21
日

6

クラシックバレエの名作「白鳥の湖」が落語に! 
2015年に「おさよ～バレエ『ジゼル』より～」で前代
未聞の落語×バレエコラボレーションを成し遂げた柳家
花緑と東京シティ・バレエ団が、新作「鶴の池－バレエ『白
鳥の湖』」をお届けします。

渡辺美里  35th  Anniversary
Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020

柳家花緑の落語バレエ
「鶴の池」－バレエ「白鳥の湖」

出演：（落語）柳家花緑
（バレエ）オデット・オディール：飯塚絵莉
ジークフリード王子：福田建太、ロートバルト：濱本泰然

曲目（予定）：My Revolution、悲しいね、10years、BELIEVE、サマータイムブルース、ムーンライトダンス、
いつかきっと　ほか

5
火祝

6
水祝

5

5日17：00、6日15：00　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／ S席2,250円　A席1,800円　B席900円

一　般／ S席2,500円　A席2,000円　B席1,000円

仲の良い兄妹が迷い込んだ森の中、お菓子の家には魔女がひそ
んでいて…森の精霊や動物たちも登場する冒険の物語。グリム童
話「ヘンゼルとグレーテル」が、大人もこどもも楽しめる江東区オリ
ジナルの舞台となりました。東京2020大会の年、江東区の3つの
ジュニア団体による夢の共演が実現します。

出演：ティアラこうとう・ジュニアバレエ団
ティアラこうとうジュニアオーケストラ、江東少年少女合唱団
指揮：井田勝大　振付：石井清子
監修：福田一雄　音楽：フンパーディンク

KOTOのこどもたちによる
ヘンゼルとグレーテル

ティアラこうとう・ジュニアバレエ団 Ⓒ鹿摩隆司

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

江東少年少女合唱団 Ⓒ鹿摩隆司

Ⓒ鹿摩隆司

渡辺美里

森山良子

Ⓒ金子力

松田昌

林家正蔵 林家たけ平 ⒸSatomi Asano

柳家小志ん

柳家さん喬柳家さん喬 柳家喬太郎 柳亭左龍

※オーケストラが客席面で演奏するため一階席前方は舞台面が見えづらくなっております。
　座席表はティアラこうとうホームページでご確認ください。
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5
23
土

おおらかな声の使い手と定評のあるボイスパフォーマー中ム
ラサトコと、親子のための五感で味わうアートワークショップ主
宰のサンドアートパフォーマー田村祐子のコラボから生まれる
素敵なコンサートで
す。美しい音楽と描い
ては消える砂絵のはか
なさは、きっと客席の
皆さんの心に何かを語
りかけてくれます。

14:30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

※3歳以上要チケット。2歳以下ひざ上無料。

江東子ども劇場鑑賞会
歌と砂絵のコンサート「とりのうた」

3
19
木

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／2,400円　一般／2,700円　※当日各300円増

日本音楽家ユニオン
ビッグバンドとラテンバンドの饗宴 PartⅡ

出演：オルケスタ・デ・ラ・マドゥルガーダ、角田健一ビッグバンド
曲目（予定）：ベサメ・ムーチョ、マンボ No.8 、A列車で行こう、
ムーンライト・セレナーデ　ほか

日本音楽家ユニオンがお届けする、ミュージック（3月19
日）の日コンサート。ジャズビッグバンドとラテンバンドによる
名曲の数々をお楽しみください。

4
3
金

18：30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／3,150円　一般／3,500円

ティアラマンスリーコンサートVol.216
あったかいんだからコンサート 第4弾
穂積磨矢子

66
歳以上対象

44
歳以上対象

出演：穂積磨矢子（ソプラノ）、下川慶
子（ソプラノ）、中原沙織（ソプラノ）、佐
藤圭（テノール）、松原悠馬（テノール）、
川井彩子（ピアノ）
曲目：歌劇「蝶々夫人」より「ある晴れ
た日に」ほか、歌劇「リゴレット」、「愛の
妙楽」「椿姫」他より二重唱、カミニート、
グラナダ、さくら横丁、あじさい、サルビ
ア　ほか

この愛　美しい花の香のようにあなたの心へ「あったかいん
だからコンサート第4弾」。期待の若手歌手と共にバラエティに
富んだ歌の世界へ誘います。どうぞお
楽しみください。

4
14
火

12：00 ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般／500円

平日昼間に気軽に音楽を楽し
めるワンコイン・コンサート。今
回はヴァイオリン・チェロ・ピア
ノによる三重奏曲のほか、それぞ
れのソロ曲もお楽しみいただけ
ます。楽器のポテンシャルを最大
限に引き出して個性をぶつけ合
う、刺激的なアンサンブルをお聴
きください。

2
16
日

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・一般／800円

かめいどらぼ2020 朗読劇
畠山健二作「本所おけら長屋」

66
歳以上対象

演出：菅原道則　
出演：オーディション合格者 15名（50音順）荒井文子、和泉陽子
伊藤啓子、エツエ、下東久美子 、中嶋まこ、永久夢乃、中村勇
中村千栄子、原則子、宮澤和子、村山和子 、八木弘子、山本佳津子
米倉美智子
ボランティアスタッフ：安楽京子、奥野百合子、望月清香
着付協力：小藤会

3
14
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／900円　一般／1,000円

豊洲フレッシュアーティストサポート公演
スプリングクラシックコンサート

66
歳以上対象

66
歳以上対象

出演：松下昂太郎（ヴァイオリン／江東区立辰巳中学校 3年）、西
村祐美子（ソプラノ）、渋井菜央（クラリネット）、水田温子（ピアノ）
曲目：メンデルスゾーン /ヴァイオリン協奏曲 op.64 第 1 楽章、
モーツァルト/オペラ『フィガロの結婚』作品492より“愛の神よ” 
“スザンナは来ないかしら～楽しい思い出はどこへ”、ウェーバー
/グランド・デュオ・コンチェルト（協奏的大二重奏曲）変ホ長調
op.48、ドビュッシー /ベルガマスク組曲 第 3番“月の光”  ほか

豊洲から羽ばたく若手アーティストを支援するコンサート。
フレッシュな4名の演奏をお楽しみください。

4
19
日

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／1000円　こども（3歳～小学生）／500円

※2歳以下無料（要チケット）、シート席、おむつ替え・授乳コーナーあり。

～0歳からシニアまで楽しめる～
トリオベールファミリーコンサート

出演：竹添みどり（ヴァイオリン）、村原実穂子（ヴァイオリン）、明
和史佳（ピアノ）
曲目（予定）：モーツァルト／オペラ「フィガロの結婚」より序曲、
カッチーニ／アヴェ・マリア　ほか

毎年恒例となりました、ト
リオベールファミリーコン
サート。クラシックの名曲か
らアニメ・映画音楽など、
聴き馴染みのある作品を演
奏します。2本のヴァイオリ
ンとピアノによる美しい音
色をお楽しみください。

66
歳以上対象

66
歳以上対象

天満敦子ヴァイオリン・リサイタル
“こころ揺さぶる魂の音色”

4
4
土

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,300円　一般／4,800円

情熱的で、魂を揺さぶるよ
うな音色で多くのファンの心を
とらえて離さない天満敦子。
聴く者の心と共振する豊かな
感性、卓越した演奏、そして名
器ストラディヴァリウスの豊潤
にして繊細な美音。天満敦子
の心の歌にしみじみと浸るひ
とときをお楽しみください。
出演：天満敦子（ヴァイオリン）、勝呂真也（ピアノ）
曲目（予定）：フォーレ／夢のあとに、マスネ／タイスの瞑想曲、
ヴィターリ／シャコンヌ、小林秀雄／落葉松、ポルムベスク／望郷
のバラード　ほか

2020年! 𠮷田正記念オーケストラ
～元気が出るコンサート～

4
18
土

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

66
歳以上対象

4
24
金

19:00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／4,300円

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）
曲目（予定）：ムーンリバー、80日間世界一周、恋人よ我に帰れ　ほか

66
歳以上対象

Viva la Musica 2020
神谷満実子 Spring Concert  Part.13
音楽は映像にさそわれて…

Viva la Musica 2020
神谷満実子 Spring Concert  Part.13
音楽は映像にさそわれて…

4
4
土

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／4,300円

映画の中に音楽という絶妙な時間が
混じり合うと人々にはかけがえのない
作品になります。その映像の中の心と
きめく音楽をチェロ・ピアノ・パーカ
ッション・クラリネット、 そして、歌との
コラボレーションでお楽しみください。

出演：神谷満実子（ソプラノ）、鳥井俊之（ピアノ）、磯野正明（チェロ）
山口とも（廃品打楽器）、白石幸司（クラリネット&サックス）
曲目（予定）：サンサーンス／「動物の謝肉祭」より白鳥（そして舟は
行く）、伊福部昭／ゴジラのテーマ（ゴジラ）、モリコーネ／デボラの
テーマ（ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ）、ニクソン／トゥ
モロー（ミュージカル「アニー」）、ジマー／彼こそは海賊（パイレーツ・
オブ・カリビアン）　ほか

5
27
水

滝沢馬琴生誕の地、深川で「南総里見八犬伝」を題材とした
浄瑠璃をお楽しみいただきます。今回は富山の段。伏姫の数
珠、仁義礼智忠信孝悌の八つの玉が空に舞い上がり、光を放っ
て飛び散る、あの名場面が登場です。

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／2,300円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

素浄瑠璃の会
復曲浄瑠璃　花魁莟八総　富山の段

出演：中津留果己（ヴァイオリン）、香月圭祐（チェロ）　ほか
曲目（予定）：メンデルスゾーン／ピアノ三重奏曲第 1番より、ベートー
ヴェン／「街の歌」より、バーンスタイン／「ウエスト・サイド物語」より　
ほか

第42回 江東オペラ
歌劇「トゥーランドット」
（全幕字幕付き原語上演）

4
25
土

26
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

古代中国が舞台、絶世の美人と言われるトゥーランドット姫を
得ようとあらゆる国の王子が難問を解くためやってきます。そこ
に謎の王子が現れます。果たして難問は解けるのでしょうか。
「ネッスンドルマ（誰も寝てはならぬ）」をはじめとする名アリ
アが散りばめられた大スペクタクルオペラ。プッチーニ最後の
大作!  乞うご期待。

指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人
出演：羽山弘子、日隈典子、小貫岩夫、土師雅人　ほか

ティアラ・ワンコイン・コンサート2020
東京シティ・フィルPresents
ピアノ三重奏コンサート

穂積磨矢子

トリオベール ⒸYoshinobu Fukaya

出演：太夫　竹本千歳太夫、三味線　野澤錦糸

太夫　竹本千歳太夫 三味線　野澤錦糸

亀戸文化センターが開館当
初から企画・制作している参
加型の舞台創作事業「かめい
どらぼ」。江戸落語さながらの、
笑えて泣ける時代小説の決定
版を朗読劇でお届けします！ 熱
い舞台をぜひご覧ください。 松下昂太郎 西村祐美子 渋井菜央 水田温子

オルケスタ・デ・ラ・マドゥルガーダ 角田健一ビッグバンド角田健一ビッグバンド

3
22
日

人気、実力ともに兼ね備えた
落語家・林家たい平が、森下
文化センターに登場。毎年完
売の人気公演です。今年もた
っぷり二席、お楽しみください。

14：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／3,300円　一般／3,600円　※当日各300円増

林家たい平独演会

林家たい平林家たい平林家あずみ林家あずみ

出演：林家たい平、林家あずみ

3
23
月

【昼の部】14：00、【夜の部】18：00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5,850円　一般／S席7,500円　A席6,500円

デビュー曲「あばれ太鼓」、大
ヒット曲「夜桜お七」「また君に
恋してる」など、数々の名曲を女
心の深い想いで表現し、昭和歌
謡の担い手、伝統の浪曲継承者
として圧巻の歌声を披露します！
坂本冬美の魅力がたっぷり詰

まった心揺さぶるコンサートに
ご期待ください！

66
歳以上対象

曲目（予定）：夜桜お七、祝い酒、男の火祭り、また君に恋してる　
ほか

坂本冬美コンサート2020

神谷満実子

天満敦子 ⒸKINGRECORDS

指揮＆トーク：大沢可直
曲目（予定）：男と女、風立ちぬ、カサブランカ、少年時代、ブラジル、
天国と地獄、おまえに、東京午前三時　ほか

豪華なサウンドにバラエティー豊かな企画力を持つ国内で
唯一無二のオーケストラコンサート。記念すべき東京オリンピ
ックイヤーにちなみ、人気のオーケストラバージョン「東京オリ
ンピックマーチ」も演奏します。その他、マエストロのウイット
に富んだトークと華
麗なムード音楽の
数々、そしてワンポ
イントクラシックと
午後のひとときを
お楽しみください。

2本のクラリネットがハモったり、からんだり、時にやさしく、
時にはげしく、ジャズのスタンダードナンバー、讃美歌、映画音
楽など、鉄壁なリズム
陣をバックにフレッシュ
なサウンドをお届けし
ます。毎回のお客様の
ご声援で27回目を迎
えます。進化は止まら
ない!

出演：中ムラサトコ
田村祐子

友の会／S席2,700円　A席2,250円　一般／S席3,000円　A席2,500円

ティアラ JAZZ LIVE 2020
後藤雅広 白石幸司
スインギン・クラリネット・デュオ Part.27
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落語公演情報

土

2
15

新発売
日2/9

金～日

3
27・28・29

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。

残席わずか

残席わずか

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3/14（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落語会、「東大島
亭」。第9回は、三遊亭わん丈の独演会! 今、最も
ノリにノっている若手落語家・わん丈の世界を、
趣のある和室でお楽しみください。（全席椅子
席）
出演：三遊亭わん丈

第9回 東大島亭
三遊亭わん丈独演会

66
歳以上対象

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－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

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

【1部】13：30【2部】17：00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

舞踊作家協会 連続公演 第208回「FREE STYLE WORKS」
11：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由　友の会／900円　一般／1,000円　こども／500円（小学生以下）　親子ペア／1,300円
※当日各300円増。2歳以下は大人1人につき1名までひざ上無料。

おとぎの森へようこそ　人形劇「3びきのこぶた」

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
全席指定　友の会／3,600円　一般／4,000円

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

66
歳以上対象

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・クラシックス2019　小野弘晴テノールリサイタル

66
歳以上対象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

秋川雅史コンサート　聴いてよく分かるクラシック２

66
歳以上対象【1部】13：30【2部】16：30開演　江東区文化センター　ホール

全席指定　1部　友の会／1,350円　一般／1,500円　中学生以下／1,000円　※2歳以下ひざ上無料
　　　　　2部　友の会／2,250円　一般／2,500円　中学生以下／1,000円

栗コーダーカルテット ＆ ビューティフルハミングバード

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／3,600円　一般／4,000円　こども（小学生以下）／2,000円

シリーズ第9弾
江戸前人情喜劇 「亀戸駅裏旅館～同窓会篇～」

11：00、14：30　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（3歳～大人）　※当日各300円増　※2歳以下ひざ上無料

ふれあいこどもまつり
ミュージカル「アルプスの少女ハイジ」

27日19：00、28日14：00、19：00、29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 第49回目公演　丹青の「柳田格之進」

44
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　こども（中学生以下）／1,000円

ティアラマンスリーコンサート Vol.215
鳥居みかピアノリサイタル　煌めく名曲の宝箱

12:00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／1,800円　一般／2,000円　こども／1,000円　※2歳以下ひざ上無料

0歳からのコンサート 「親子でジャズ! ジブリから童謡まで」

16:00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　親子ペア／3,000円　高校生／1,000円
こども（中学生以下）／500円　※2歳以下ひざ上無料

舞踊作家協会 連続公演第209回
親子で楽しむ創作ダンス鑑賞　踊る絵本「もこもこもこ」66

歳以上対象

66
歳以上対象

19:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定　友の会／3,200円　一般／3,600円

深川江戸資料館 「THE 伝統芸能」 柳家さん喬独演会

66
歳以上対象

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

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

66
歳以上対象

18：30開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール
全席自由　友の会／900円　一般／1,000円　※当日一律1,500円

寄席 都笑亭 Vol.126 スペシャル

66
歳以上対象

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

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

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／5,300円　一般／5,800円

白井貴子「北山修／きたやまおさむ」を歌う
『涙河』完成記念コンサート

66
歳以上対象

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／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－

三遊亭わん丈

2
月

3
月

66
歳以上対象

55
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

シリーズ！！

3/8（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

2/13（木） 19：15開演 会場　亀戸文化センター　和室

3/10（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：林家扇兵衛（2/13（木））
鈴々舎八ゑ馬（3/10（火））

上方落語　九雀亭

桂九雀

林家扇兵衛林家扇兵衛

CAPCOM Electone コレクション

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　※4歳以上要チケット

第13回 江東バンドFESTIVAL　粋でイナセないいバンド!

19：00開演　砂町文化センター　3階研修室
全席指定　友の会／3,500円　一般／3,800円　シニア（60歳以上）／3,500円　※当日各200円増

砂町文化亭　柳家小三治・柳家小里ん 二人会

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）

※2部のみ

完売御礼

完売御礼

鈴々舎八ゑ馬



全席自由　入場無料　要入場整理券

①岡本知高
　Concerto del Sopranista 2019
（12/8　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙　1枚

②～小野明子＆フレンズ～Vol.5
（12/14　ティアラこうとう　小ホール）
サイン色紙　1枚

66
歳以上対象

江東区芸術提携団体

66
歳以上対象

新発売
日2/9

66
歳以上対象

新発売
日2/9

66
歳以上対象

新発売
日2/9

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。

2020年2月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号3月号は2月29日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計2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〉2/29（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

申込
2/9㈰
10：00～

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

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334回
5/1（金）
19:00開演

第335回
6/26（金）
19:00開演

第333回
4/11（土）
14:00開演

指揮：秋山和慶
ヴァイオリン：山根一仁
ラヴェル：組曲「マ・メール・ロワ」
ドビュッシー：交響詩「海」
グラズノフ：ヴァイオリン協奏曲　イ短調
ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

指揮：藤岡幸夫（首席客演指揮者）
チェロ：宮田大
ディーリアス（フェンビー編）：2つの水彩画
吉松隆：チェロ協奏曲「ケンタウルス・ユニット」
ヴォーン・ウィリアムズ：交響曲第2番「ロンドン交響曲」

指揮：高関健（常任指揮者）
ピアノ：デジュー・ラーンキ
ブラームス：ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調
リヒャルト・シュトラウス：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」

チケット発売のご案内
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

ティアラこうとう25周年最後のイベントは地域の皆さまと一緒に作る「おまつり」。
こどももおとなもみんなで気軽に“ちょこっと体験”を楽しみましょう。

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

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
講　師：高関健（東京シティ・フィル常任指揮者）
 志田明子（東京シティ・フィル楽団長）
定　員：30名(先着)

サロン・ドゥ・ティアラ
第6期

東京シティ・フィル常任指揮者が語る
“ティアラこうとう定期演奏会の聴きどころはここ！”

サロン・ドゥ・ティアラに高関健が初登場! 東京シティ・フィ
ル常任指揮者が2020年度ティアラこうとう定期演奏会の聴
きどころを演奏者の視点から熱く語ります。ポイント解説の後
は、意外と知らない「指揮者のお仕事」について教えていただ
きます。クラシック初心者も大歓迎です。

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

申込み　ティアラこうとう　☎03-5624-3333

2/29（土）13：30～15：00

高関健 ⒸStasLevshin高関健 ⒸStasLevshin 志田明子志田明子

全席自由　臨時会員券　友の会／650円　一般／700円
当日　友の会／700円　一般／900円
当日券は開演時間15分前から販売。小学生は保護者同伴。

亀戸文化センター　カメリアホール

江東シネマプラザ出前上映会

3/4
（水）

15：00

「ニュー・シネマ・パラダイス」

監督：ジュゼッペ・トルナトーレ
出演：フィリップ・ノワレ、ジャック・ペラン
名作映画を上映する「江東シネマプラザ」を亀戸文化センターで開催しま
す。「映画から夢が広がった大切なぼくの宝箱。世界中をあたたかい涙と
優しい愛で包んだ、映画史
に残る感動作」を大スク
リーンでお楽しみください。

演奏会を
もっと

楽しむなら!

（1989年／124分／日本語字幕付き）

ⒸⒸ1989_CristaldiFilm

全席自由　友の会／1,000円　一般・学生／1,500円
中学生以下／1,000円
※当日一般500円増、学生100円増

古石場文化センター　大研修室
3/29
（日）

14：00

キートンやチャップリン…こどもからお年寄りまで楽しめる爆笑サイ
レントコメディをカツベンと生演奏でお楽しみいただきます。
【出演者】
弁士：澤登 翠、山城秀之、樗澤賢一
ピアノ演奏：坂本真理
【上映作品】『キートンの滑稽恋愛三代記』『チャップリンの勇敢』
『爆進ラリー』『極楽2人組』

3/29 日 13：30開演　ティアラこうとう　大ホール

全日本小学校バンドフェスティバル全国大会に都
代表として19回連続出場の実力を持つ金管バン
ドのコンサートです。今回はスコットランドの伝統
楽器バグパイプとの共演をお楽しみください。

令和元年度ファイナルコンサート
明治小学校マーチングバンド

3/15 日 10：00～（予定）※　ティアラこうとう　大会議室

2020年度前期オーディション

対　象：小学校4年生～高校生（バレエ経験：小学生は3年以上、中
学・高校生は5年以上。学年は2020年度のもの。）所属バレエ教室
に通い、先生の許可を得た方。
申込み：往復ハガキ（126円）に ①氏名・ふりがな ②性別 ③年齢 ④学年 
⑤経験年数 ⑥身長 ⑦所属バレエ教室 ⑧保護者名 ⑨郵便番号・住所 ⑩電
話番号を記入の上、ティアラ・ジュニアバレエ教室係までご郵送ください。
〒135-0002　江東区住吉2-28-36　
ティアラこうとうジュニアバレエ教室係　☎03-3635-5500
しめきり：2/25（火）必着

ティアラ・ジュニアバレエ教室

※詳細時間は申込み者に通知します

ティアラ・ジュニアバレエ教室は、東京シティ・バレエ
団の団員が指導するティアラこうとう主催のバレエ教
室です。様々な教室に通っているこどもたちが刺激し
あいながら、バレエ技術の向上のためレッスンに励ん
でいます（4クラス制、レッスンは日曜日）。

参加者
募集

ティアラこうとう地域感謝祭
Spec

ial

  Th
anks

 
～笑おう 歌おう やってみよう～

3/22
（日）
11：00～

ほかにも、スナックや木おもちゃの販売、工作教室などを予定しています。

①12：10 ②14：00（各回30分 30組）
生演奏にのせて一緒に楽器ならしたり、
からだを使ってリズム遊びしたり! 親子
で楽しい時間を一緒に過ごしませんか？
出演／羽純（ヴァイオリニスト）　ほか
協力／合同会社Sound move

0歳からの親子でリトミック！

体験♪ヘルマンハープ みんなDEスポーツ

楽しいお茶会

春らんまん寄席
15：00～17：00
オペラ「アリア」や「革命のエチ
ュード」「春」など世界の名曲を
お届けします。
出演／江東区音楽家協会

名曲コンサート

楽譜が読めなくても美しい音色
で弾くことができるドイツ生まれ
の楽器の体験とミニコンサート。
出演／遠藤佳子、浅生直子

パラリンピック競技ボッチャを体
験しよう。他にも室内カーリング、
吹き矢、輪なげなど盛りだくさん。
協力／おあしす福祉会

楽しい大道芸や陽気な音楽隊が
おまつりを盛り上げます。笑って
歌って楽しみましょう。似顔絵
コーナーもあります。

出没! 街かどアーティスト 
ハープやボッチャ、リトミックなど
いろんな“ちょこっと体験”に参加
して体験ポイントを集めよう。たく
さん集めると景品がもらえるよ。

体験ポイントラリー

ジュニアオーケストラスプリングコンサート

11：00～12：00
0歳から入場可。ジブリやディズ
ニーの名曲を中心とした親子で
楽しめるコンサートです。
出演／江東区音楽家協会

春のファミリーコンサート
12：30～13：45
当日11：00～座席指定券配布
大ホールでにぎやかに江戸落語や
太神楽曲芸などを開催します。
出演／柳家喬之助、鏡味よし乃　ほか

古石場文化センター　大研修室会場

Ⓒ1978 東宝Ⓒ1978 東宝

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　

2/22
（土）

監督：大林宜彦　出演：山口百恵、三浦友和

江東シネマプラザ2月（1978年／東宝／92分／カラー）
「ふりむけば愛」

午後の部 15：00午前の部 11：00

山口百恵＆三浦友和のコンビ第8作目。初海外ロケ作品としてサンフ
ランシスコを舞台に展開される。普通の暮らしをしている女性と自由
奔放に生きる男性
が出会い、別れ、真
実の愛をつかむス
トーリー。

無声映画鑑賞会
春爛漫! ニコニコ大会2020

キートンの滑稽恋愛三代記 澤登翠

指　揮：関川実里、戸村明徳
曲　目：一休禅師（いま　宿花智徳の道へ）、スコットランド民謡より　ほか
申込み：ティアラこうとう、江東区内各文化センター、総合区民セン
ター窓口で配布する入場整理券を持参のうえ、当日直接会場へ
（2/9より配布開始）
問合せ：ティアラこうとう　☎03-3635-5500

柳家喬之助

鏡味よし乃

クロージングコンサート

要申込

要申込

11：00～15：00（先着100名）
※立礼・茶菓子付100円
椅子に座って味わうお抹茶とお
菓子。本格的なお点前を気軽に
お楽しみください。
協力／江東区茶華道会

小学校4年生から大学生による団員のアンサンブル＆オーケストラコンサー
トです。未来をつくるこどもたちのフレッシュな演奏をお楽しみください。
指揮／松川智哉（東京シティ・フィル指揮研究員）
曲目／ヘンゼルとグレーテル、アイネ・クライネ・ナハトムジークより、ラデツ
キー行進曲　ほか

17：00～


