
笑激!! お笑いカーニバル in こうとう
歌って健康!! 歌声コンサート
春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会

純烈コンサートツアー 2020
海援隊 トーク＆ライブ 2020
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西島数博プロデュースTOYOSU DANCE LIVE 最終章
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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
4/9 木

4/10

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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金
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6

2度目の紅白出場をへてさらにパワーアップ! 元戦隊ヒーロー
出身俳優中心のメンバーで構成された4人グループ。シングル
「プロポーズ」が10万枚を超え2018年9月度ゴールドディスク
認定。2019年6月のリベンジ公演をお楽しみに!

14：00、18：00開演　ティアラこうとう　大ホール

8
16
日

純烈コンサートツアー 2020
YOU ARE MY SUNSHINE!!!!

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール

友の会／6,300円　一般／7,000円全席指定

友の会／4,950円　一般／5,500円全席指定

9
6

武田鉄矢主演「3年B組金八先生」の主題歌
「贈る言葉」は、ドラマの人気もありミリオンセ
ラーとなりました。心温まる楽曲に、愉快なト
ークを添えて海援隊のライブを開催致します。
この機会をお見逃しなく!

日

海援隊 
トーク＆ライブ 2020

友の会／ 7,200円　一般／ 8,000円全席指定

西島数博プロデュース
TOYOSU DANCE LIVE 最終章～スペシャル・プログラム～

11：00、14：30開演　ティアラこうとう　大ホール

6
14
日
笑激!! お笑いカーニバル in こうとう

友の会／3,600円　一般／4,000円　※当日各500円増全席指定

2016年から開催してきた、西島数博プロデュース「TOYOSU DANCE LIVE」の最終章。今回はこれま
で出演したアーティストたちと新進気鋭のダンサーを集結させ、ダンスフェスティバルとして開催します。

26日19：00、27日13：00、17：00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

曲目：スターライト札幌、今夜はドラマチック、星降る夜のサンバ・キ
サス・キサス東京　ほか

芸術監督・総合演出：西島数博
第一部　SLEEPING MAN～眠れる森の男～（現代版 眠れる森の美女）　
出演：志賀育恵、西島数博、デニス・チェン、風間無限、水島渓　ほか
第二部　SUPER EXHIBITION　出演：DAZZLE、宗像亮、小森悠冊、日高
有梨＆石井亮一（26日）、坂口忍＆安村圭太（27日）　ほか
第三部　最新作「BOLERO 2020」　出演：西島数博、小森悠冊、HILOMU、
清水夏生、デニス・チェン、風間無限、ソ・ギボム、安村圭太、水島渓　ほか

出演：ナイツ、どぶろっく、
三四郎、エイトブリッジ、
かが屋、ラランド　ほか

※都合により、出演者が一
部変更になる場合がご
ざいます。

21
日

6

18：00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　高校生以下／ 2,000円　※当日各300円増

2012年連続ドラマ「あまちゃん」をきっかけに結成された大
友良英率いるビッグバンドが森下に登場! 2019年大河ドラマ
「いだてん」への参加も話題になりました。未来へ自由に駆け抜
ける、絶妙なアンサンブルをお見逃しなく!

出演：大友良英（G）、江藤直子（P）、近藤達郎（Key）、井上梨江（Cl）、
鈴木広志（Sax）、江川良子（Sax）、東涼太（Sax）、佐藤秀徳（Tp）、木
村仁哉（Tuba）、大口俊輔（Acc）、かわいしのぶ（B）、小林武文（Ds）、
上原なな江（Perc）、相川 瞳（Perc）、Sachiko M（Sinewaves）

大友良英スペシャルビッグバンド

11
土

12
日

7

11日17：00、12日14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／ SS席6,300円　S席5,400円　A席4,500円　B席2,700円　

一　般／ SS席7,000円　S席6,000円　A席5,000円　B席3,000円　江東区民各200円引

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲に、パトリック・ド・バナが振り付けした
『WIND GAMES』を上演! 終楽章である第3楽章は東京シティ・バレエ団のために振
付され、さらに、第1・第2楽章もブラッシュアップされた本ヴァージョンは世界初演と
なります。そのほか、石井清子指導「レ・シルフィード」、東京シティ・バレエ団ファースト・
アーティストによる「バレエ・コンサート」も上演。ご期待ください！
出演：オルガ・スミルノワ、セミヨン・チュージン（ボリショイ・バレエ団プリンシパル）
志賀育恵、中森理恵、黄凱、キム・セジョン　ほか東京シティ・バレエ団
指揮：井田勝大　演奏：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 
トリプル・ビル2020
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金
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18：30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　※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。

前回、前々回と大好評をいただいた春風亭小朝と清水ミチコの公演がティアラ
こうとうでみたび実現!前半は小朝が巧みな語り口で落語を聴かせ、後半は清水
ミチコがピアノの弾き語りで抱腹絶倒のステージを繰り広げます。話芸の達人ふ
たりの魅力をたっぷりとお楽しみいただくほか、ふたりのトークコーナーもあり。
今からワクワクするこの公演をお見逃しなく!

春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会
～落語とピアノバラエティ～Vol.3

パトリック・ド・バナ オルガ・スミルノワ

セミヨン・チュージン

春風亭小朝

純烈

海援隊

西島数博 Ⓒ新林使乃武

杉山公章

清水ミチコ

三浦文彰ⒸYuji Hori

24
水

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

6

全席指定 友の会／ 1,200円　一般／ 1,500円　※当日各500円増

歌声コンサートは、思い出の唱歌、民謡、歌謡曲など、世代を
超えて一度は口ずさんだことのある楽曲を、プロの生演奏をバッ
クに会場のみんなで歌うイベントです。曲は「上を向いて歩こう」
「あざみの歌」など、懐かしい名曲ばかり。上手・下手は関係あり
ません。誰もが気兼ねなく歌えるように、ステージ上の演奏者を
はじめ、スタッフが一丸となって盛り上げます。

歌って健康!! 歌声コンサート

出演：杉山公章
曲目（予定）：カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山脈、
川の流れのように、あざみの歌　ほか

9
木

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール

7

全席指定 友の会／ 4,000円　一般／ 4,300円

3人の男たちが集い、魂の旅を続ける助川太郎Group
が昨年に引き続きティアラこうとうに登場。それぞれが曲を
書き、編曲し、演奏する中で更なる熟成を重ねた虹色のギ
ター、魔法の笛、宝石のピアノ。南米の名曲とオリジナル
曲を織り交ぜた大好評のステージ。感動をあなたの手に。

Viva la Musica 2020
助川太郎Group サマーコンサート

出演者：助川太郎（ギター）、山下Topo洋平（ケーナ）、
阿部篤志（ピアノ）
曲目（予定）：春風（助川太郎）、流星群（山下Topo洋平）
コンドルは飛んで行く　ほか

新型コロナウイルス感染症の動向により、事業を中止または延期する場合があります。ホームページにて周知しますので
ご了承ください。各種事業にご参加の際は、マスクの着用等のご配慮をお願いするとともに、咳エチケット、手や指を洗うな
どの感染予防にご協力をお願いします。また風邪のような症状がある方は、ご参加を控えていただくようお願いします。
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6
7
日

16：00開演　森下文化センター　多目的ホール
その他 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

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：おぼん（トロンボーン）、
　　　　吉澤紀子（ボーカル）

結成12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、ドリンクとともにお楽しみください。
※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。

5
24
日

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　江東区民／ 3,300円

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

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
「鶴の池ーバレエ『白鳥の湖』」をお届
けします。

44
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44
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Memories Of Benny Goodman
第34回 花岡詠二プレゼンツ，
スヰング・タイム

7
5
日

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／S席5,400円　A席4,500円　B席3,600円　

一　般／S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円　
（学生割引B席限定、主催者のみ取扱い：花岡詠二03-3648-1237）

スイングの王様ベニー･グッドマンのメモリアル･コンサー
ト。今年もハッピーな往年のジャズをお贈りします。コンボス
タイルとビッグバンドスタイルでお楽しみください。

KOTOのこどもたちによる
ヘンゼルとグレーテル

5
5

火祝
6

水祝

5日17：00、6日15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

7
4
土

11：00、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／1,500円　こども(小学生）／500円

※当日各500円増　※未就学児は無料（要チケット）。シート席、おむつ替え・授乳コーナーあり

親子で楽しめる0歳からのリトミックコ
ンサート。ヴァイオリン、ピアノ、パーカッ
ションが織りなす様々な音色が体感できま
す。ママもパパもちびっこも、みんな一緒
に楽しめるプログラムです。どうぞお楽し
みに。
※午前の部：乳幼児向けプログラム
　午後の部：未就学児向けプログラム

親子で楽しむ０歳からの
リトミックコンサート Vol.4

6
20
土

21
日

20日17：00、21日13：00、17：00開演　ティアラこうとう　大会議室
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円

コンテンポラリーダンスってなに?
What is a contemporary dance?
私たちの身体や考えが違うように、個々の自分に向かい合

い、自身を素直に、自由に表
現するダンス。そして、見る
者が、ダンサーの息づかい
を感じながら、そのダンスが
どのように皆さんの心に反
応していくかが、コンテンポ
ラリーダンスの面白さです。 

44
歳以上対象

出演：真島恵理バレエスタジオコンテンポラリーダンスクラス受講生
特別ゲスト：鈴木ユキオ

協力：レンタルキッズコーナー LittleTREE、PurelyStudio
出演：羽純 -hasumi-(ヴァイオリン、歌 )、岡本夕佳（パーカッション）　ほか
曲目：ディズニーメドレー、パプリカ　ほか

ダンス・エマージ Kotos Vol.5

江東マンドリンクラブ
第27回定期演奏会

7
4
土

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会・一般／500円

マンドリンの心安らぐ、すてきな音色をお楽しみください。

曲目：ロシア民謡による幻想曲、威風堂々、ファゴット協奏曲　ほか

曲目：Sing,Sing,Sing、レッツ・ダンス、メモリーズ・オブ・ユー　ほか
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

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。

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

6
5
金

ルーマニアの民族楽器であるパンフルートの音色をお届け
します。様々な楽器でルーマニア民謡、ルーマニア舞曲などを
演奏します。どうぞ、お楽しみください。

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.217
「ルーマニアの贈り物～立葵の庭で～」

曲目：パステルロムニア、クローバー畑で、カヴァルの笛ダンス　ほか
出演：櫻岡史子（パンフルート）、宇賀神朋子（ヴァイオリン）、青山
道子（マリンバ）、高田幸恵（ピアノ）出演：NPO法人朗読の会「話輪和」、劇団かっぱ倶楽部

朗読 ｔｏ 演劇のひととき
5

23
土

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／1,300円　一般／1,500円　小学生／500円

民話や名作の朗読と、親子でも楽しめる演劇、一度に二つが
楽しめる公演です。どうぞご覧ください。

演劇集団　小さな翼　５月公演
【歌入り芝居】「最後に見る夢」

5
7-10
木～日

7日～9日14：00、19：00、10日14：00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　学生／2,000 円　

中学生以下／1,000円（劇団扱いのみ）

小さな翼、新作書下ろ
しの喜劇・歌入り芝居!
あなたはどんな夢を最後
に見るのでしょうか？
～ものがたり～

一人の女性が最後に見た
夢は希望にあふれる夢か、
それとも…男とは、女とは、
夫婦とは、歌を交えて織りな
す夢のような？物語。

前回の様子

オブサンズ・ジャズオーケストラ

おぼん

吉澤紀子

花岡詠二

櫻岡史子
（パンフルート）

宇賀神朋子
（ヴァイオリン）

青山道子
（マリンバ）

高田幸恵
（ピアノ）

羽純-hasumi-

7
3
金

NHK紅白歌合戦3年連続出場! 
今、演歌界の新星として、もっとも
輝く歌声をお見逃しなく! バンド演
奏に合わせ、全力で歌い演じる「演
魅」の世界をお楽しみください!

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5,400円　A席4,500円　

一　般／S席6,000円　A席5,000円

丘みどりコンサート2020 ～演魅 Vol.2～
with 中尾唱とエヴァーグリーンバンド

曲目（予定）：五島恋椿、白山雪舞い、
紙の鶴、鳰の湖、佐渡の有笛　ほか

作・演出：姫野眞由美　音楽：姫野眞佐美
出演：戸丸悟、姫野真由美、小川章子、泉菜々子、青木友成

※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。

Ⓒ鹿摩隆司

5
31
日

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
全席指定 友の会／6,120円　一般／6,800円

森山良子コンサートツアー
2020～2021

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

森山良子

6
6
土

政治、経済、事件、芸能… etc。タイムリーな社会問題を「笑
いと批判」に変える! ライブにこだわり続けるザ・ニュースペ
ーパーのライブでしか見られないコントをお楽しみに!!

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

“社会風刺コント集団”
ザ・ニュースペーパーLive2020

6
13
土

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！

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／6,120円　一般／6,800円

稲垣潤一コンサート2020
6

21
日

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。

17：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／7,425円　一般／8,250円　※当日各500円増

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

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

渡辺美里
丘みどり
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落語公演情報
新発売

金4/10

新発売
金4/1066

歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ミミヨリ情報

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。
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

5/30（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」。昨年に続き2度目の出
演となる三遊亭ふう丈と港家小ゆき（浪曲）の二人会です。熊本県山鹿市
出身の二人による落語と浪曲を、和室でお楽しみください。（全席イス席）
出演：三遊亭ふう丈、港家小ゆき（曲師：沢村美舟）

第10回 東大島亭
三遊亭ふう丈・港家小ゆき 二人会

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

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

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2,700円　A席2,250円　一般／S席3,000円　A席2,500円

2020年! 𠮷田正記念オーケストラ ～元気が出るコンサート～

44
歳以上対象

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／2,800円　一般／3,200円　※当日各200円増

林家正蔵・たけ平 親子会 其の四

66
歳以上対象

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　※当日各500円増

カントリー＆ウエスタン I SAW THE LIGHT Vol.49

66
歳以上対象

1回目13：00、2回目16：30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

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

66
歳以上対象

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

66
歳以上対象

44
歳以上対象

66
歳以上対象

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

16：30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

松田昌 コンサート2020 ― 音・楽40年の軌跡 ― 66
歳以上対象

17：30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

舞踊作家協会 連続公演第210回 世界の昔ばなし 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／4,300円

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

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」

10：30、13：30、15：30開演　総合区民センター　レクホール
全席自由　友の会／1,100円　一般／1,200円　こども（0歳～小学生）／300円　
※当日各300円増　※シート席あり、おむつ替え・授乳コーナーあり。

0才からのジャズコンサート ～Kuni Mikami from New York～

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

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／4,000円　一般／4,300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

66
歳以上対象

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

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）

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

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”

12：00開演　江東区文化センター　サブ・レクホール
全席自由　友の会・一般／500円　（定員50名）

東京シティ・バレエ団 ワンコイン・バレエ・レクチャー4
月

5
月

6
月

シリーズ！！

5/24（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
真打4人組による落語寄席。素敵
なプレゼントがあたるかも！？抽選
会あり。 
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

4/23（木） 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）：久寿里菊之助　ほか

寄席 都笑亭 Vol.127

4/15（水） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

5/12（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：小宮孝泰（コント赤信号）（4/15（水））、立川笑二（5/12（火））

桂九雀 小宮孝泰

本村佳子（ピアノ） 五箇恵美子（語り）

上方落語　九雀亭

残席わずか

中止

中止

立川笑二

東京ブラスソサエティ
第44回定期演奏会ご招待

100組200名様をご招待（チケットは5月10日発売予定）
全席自由　要事前申込　ティアラ友の会会員および江東区内在住・在勤・在学の方

全席自由　入場無料

6/6 土 14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

第6研修室から奏でるMyコンサート
AHO2020特別演奏会
6/7 日 14：00開演　東大島文化センター　第6研修室

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、下記まで郵送。
〒135-0002江東区住吉2-28-36
ティアラこうとう　東京ブラスTP係
※4/25(土)必着　

今年で結成22年目を迎えるAHO
は、アマチュアホルン奏者にとっ
て冒険的な楽曲を演奏することを
目的に掲げ、北米・南米・豪州など
ワールドワイドに活動してきまし
た。現在は、東京と北米を中心に
活動中。オリンピックイヤーにふ
さわしく、世界各国の音楽をホル
ンアンサンブルでお届けします。
出演：Adventurous Hornists Organization
曲目（予定）：チャイコフスキー／交響曲第4番より　サマラス／オリンピッ
ク讃歌　ほか　
申込み：東大島文化センター　☎03-3681-6331

全席自由　入場無料（先着100名）

第15回シビックギャラリーステージ
語り『鉢かづき姫』の世界
5/23 土 14：00開演　豊洲シビックギャラリー

語りとピアノにより、昔話の世界に誘います。一味違った物語の世界をお楽
しみに。
出演：五箇恵美子（語り）、本村佳子（ピアノ）
申込不要です。直接会場へお越しください。

はなのあにつぼみのやつふさ

11：00、13：30開演　豊洲文化センター　レクホール　※前方マット席、後方イス席
全席自由　友の会／900円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）／500円　※3歳未満でも座席が必要な場合は有料　 ※おむつ替え・授乳コーナーあり

東京シティ・フィルPresents
コンサート・バンビーニ Vol.15 親子できこう・うたおう・おどろうコンサート

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61回ティアラこうとう定期演奏会

申込
4/10㈮
10：00～



66
歳以上対象

①津軽三味線 脩一朗＆大地
（12/1 亀戸文化センターカメリアホール）
サイン付きCD　2枚

②春風亭小朝プロデュース
　「新春寄席 小朝・昇太二人会」
（1/5　ティアラこうとう大ホール）
サイン色紙　1枚

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4月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号5月号は4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3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〉4/30（木）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

～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　大会議室
参加費：友の会／無料　一般／ 500円　（定員100名）
講　師：柳家花緑、安達悦子（東京シティ・バレエ団芸術監督）
 飯塚絵莉・福田建太（東京シティ・バレエ団） 会　場：ティアラこうとう　大ホール　（全席自由）

サロン・ドゥ・ティアラVol.1

柳家花緑が語る 落語バレエの世界

5月24日（日）にティアラ
こうとうで開催される「柳家
花緑の落語バレエ 『̶鶴の
池』̶ バレエ『白鳥の湖』」。
バレエに造詣の深い柳家

花緑だからこそできた創作
落語と、新しい試みに意欲
的に取り組む東京シティ・バ
レエ団だからこそできる冒
険的舞台。バレエと落語がどのように融合するのか？ 公演をもっ
と楽しむためのプレトーク、ご期待ください。

ティアラこうとうチケットサービス
☎03-5624-3333

4/7（火）14:00～15:30

5/29（金）11:00～12:00

公演を
もっと
楽しむなら

!

ホールボランティア募集

対　象：18歳以上の区内在住・在勤・在学の方。若干名。
申込み：ティアラこうとう　☎03-3635-5500　4/30(木)まで

コンサートやイベント
でのパンフレット配布
や会場案内の業務の補
助を行うボランティア
を募集します。公演制
作の現場を体験してい
ただくことで、舞台芸
術への理解を深めるこ
とができます。参加に
あたり事前研修会にご
参加いただきます。

古石場文化センター　大研修室会場

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

4/25
（土）

監督：伊丹十三　出演：山崎努、宮本信子、渡辺謙

江東シネマプラザ4月
「タンポポ」

午後の部 15：00午前の部 11：00

とある町へふらりとやってき
たトラック運転手が、美しい
未亡人タンポポへ惹かれ、
さびれたラーメン屋を町一
番のラーメン屋にして去っ
ていくストーリー。日本の
ラーメン・ブームに拍車を
かけ、アメリカでも大ヒット
を記録した作品。

全席自由　友の会 3,800円　一般 4,０00円（全11回分）

江東シネマプラザ

4/25（土）～3/27（土）
古石場文化センター
大研修室会場

日程 作品名

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42期

大きなスクリーンで映画を鑑賞でき、うれしい特典がいっぱいの江
東シネマプラザ会員になりませんか？

66
歳以上対象

新発売
金4/10 66

歳以上対象

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」

6
歳以上対象

2020年度東京シティ・フィル公開リハーサル第1弾! 常任指揮者 高
関健による、第61回ティアラこうとう定期演奏会のリハーサルです。
6/23（火）11:00～12:00
第2弾は第335回定期演奏会のリハーサルを公開。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公開。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ください。

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
公開リハーサル

高関健ⓒ金子力 藤岡幸夫ⓒ青柳聡

Ⓒ1986 COLUMBIA PICTURES  INDUSTRIES, INC. 
　ALL RIGHTS RESERVED.

「キューポラのある街」Ⓒ日活

入場無料

申込
4/10㈮
10：00～

©伊丹プロダクション

4/25㈯
5/23㈯
6/27㈯
7/25㈯
8/22㈯
9/26㈯
10/24㈯
11/28㈯
1/23㈯
2/27㈯
3/27㈯

タンポポ　★
晩春　4Kデジタル修復版
座頭市
風のある道　■ 
スタンド・バイ・ミー　日本語吹き替え
八つ墓村　★
キューポラのある街
戦場のメリークリスマス
助太刀屋助六
楢山節考　■
クレイマー、クレイマー（予定） 日本語吹き替え

新規会員募集

テーマ：

柳家花緑 安達悦子

申込み　公演制作関係者からとっておきのお話を聞きませんか？
プレトークと公開リハーサルのご案内です。

（1985年／伊丹プロダクション／114分／カラー）

★35㎜フィルム　■ＦＭ放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

　東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の楽団員が楽器の演奏
方法をレクチャーします。ふだん練習していて自信のないところ、プ
ロの練習方法などを気軽に質問することのできる絶好のチャンス! 
レッスンの見学もできますのであわせてご参加ください。

6/28㈰ 10:00～18:00

第24回 東京シティ・フィルによる
楽器の公開レッスン
第24回 東京シティ・フィルによる
楽器の公開レッスン

プロの演奏家に楽器演奏を習ってみませんか？

対象：小学生以上の初心者から上級者まで。楽器をご持参できる方。
料金：大人 3,500 円、小・中学生 2,500 円

対象：アマチュアオーケストラ・クラブ活動などで活躍中の方など。
　　　4名までの団体（同じ楽器・曲目に限る）。
料金：1組につき大人 6,000 円、小・中学生 4,000 円

対象楽器： ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、
オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、
トロンボーン、チューバ

会　場：ティアラこうとう音楽練習室　ほか
講　師：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団員
申込み：区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとうにある申込

用紙 (ティアラこうとうＨＰからも入手可 )に記入し、ティアラこうとう
窓口に提出 (FAX・郵送も可）
〒135-0002　住吉 2-28-36　ティアラこうとう　楽器の公開レッスン係
https://www.kcf.or.jp/tiara/
☎：03-3635-5500　FAX：03-3635-5547

締　切：5/23( 土 )17:00（必着）

※応募者数多数の場合は抽選となります。
※レッスン見学の申込は、お電話またはFAX（郵便番号、住所、見学者氏名、電
話番号をご記入の上、「楽器の公開レッスン見学申込み係」まで）

個人レッスン（45分）

パートレッスン（60分）

【受講生募集】

日 13:50開演　ティアラこうとう　大ホール5/17
劇団ポプラによるファンタジックな名場面の数々に彩られた永遠の
名作をお楽しみください。

料　金 ： 全席自由　こども（３歳～中学生）200円　大人500円
　　　　※2歳以下ひざ上無料　　
出　演 ： 劇団ポプラ　
申込み ： 観劇券は5/12（火）から区内各児童館で発売
問合せ ： 大島第二児童館　☎03-3637-2591

第32回 江東こどもまつり観劇会

「ピーターパンとウェンディ」

活動日

事前研修会

ティアラこうとう

5/29（金）東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団公開リハーサル
9/3（木）ティアラ・ワンコイン・コンサート　
ほか

5/13（水）10:00～12：00


