
東京シティ・フィルのドラゴンクエスト 交響組曲「ドラゴンクエスト」
ジュニア団体参加型　演劇公演「ウラシマコタロウ」
熱帯JAZZ楽団 25th Anniversary アルバム発売公演
THE50執念 ～なぎら健壱50周年コンサート～
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第62回ティアラこうとう定期演奏会
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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
5/9 土

5/10

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

16：30開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／5,670円　一般／6,300円全席指定

友の会／ 4,500円　一般／ 5,000円全席指定

THE50執念 
～なぎら健壱50周年コンサート～

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

8
10
月祝

ジュニア団体参加型
演劇公演「ウラシマコタロウ」

友の会／2,200円　一般／2,500円　中学生以下／1,000円全席指定

激動の令和2年にデビュー 50周年を迎えた「漢」なぎら健壱。昭和45年
「中津川フォークジャンボリー」に飛び入り参加したあの日からフォークシン
ガーとしての漂流を開始。デビュー当時から現在まで残していきたいフォー
クソングと人情味溢れるオリジナル曲を歌いつづけている。また音楽活動だ
けにとどまらず映画、ドラマ、テレビ、ラジオの出演、雑誌の執筆など幅広く
活躍。本公演は50周年のアニバーサリーでもありながら更なる進化を続け
100周年(執念)を目指す「漢」なぎら健壱の姿を是非とも目撃して下さい。

あの『浦島太郎』を大胆にアレンジ。笑いと感動の友情物語
として生まれ変わった!
一人の少年に起こる小学生最後の夏の奇跡
亀戸で活動する少年少女グループも公演に参加! ご期待く

ださい。

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール

指揮とお話：佐々木新平
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目：すぎやまこういち作曲／交響組曲「ドラゴンクエスト」Ⅶ～Ⅸベストセレクション

出演：なぎら健壱、OWN RISK（松本典明・雨宮直己・叶沢伸明・鈴木Gobo）

31
土

10

21
月祝

9

友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円全席自由

舞踊作家協会 連続公演 第211回
七夕公演 Part.３

夏の夜空に放つ輝く６つのダンスパフォーマンス
肉体から発する芳醇なエネルギーを…

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール

作家：三浦太紀、木許恵介、ハンダイズミ、藤田恭子、
伊藤友美、山元美代子
芸術監督：山元美代子

1
水

7

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　※江東区民各200円引

東京シティ・フィル指揮研究員を務め、現在札幌交響楽団の指揮
者として活躍する松本宗利音が定期に初登場! 記念すべき本公演に
は、ソリストとして名ピアニスト清水和音を迎え、グリーグのピアノ
協奏曲を披露します。ベートーヴェン、グリーグ、そしてシューマン
といった後期古典派～ロマン派の名曲プログラムをお楽しみに!
指揮：松本宗利音　ピアノ：清水和音
曲目：ベートーヴェン／「レオノーレ」序曲 第3番 作品72b、グリーグ／ピア
ノ協奏曲 イ短調 作品16、シューマン／交響曲第1番 変ロ長調 作品38「春」

出演：竹原聖一郞、藤川航、廣瀬響乃、高木宏太、島村苑香、吉田さと
作・演出：はしもとじろう
特別参加団体：亀戸文化センター「ジュニアのための小鼓教室」、
　　　　　　　Ma-LYN & La chou-choute

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第62回ティアラこうとう定期演奏会

13
日

9

デビュー 45周年のプレミアムツアー !
これまでの45年を振り返りつつ、新たな岩崎宏美を魅せるスペシャルなコンサートです!

aiwa/KINUJO Presents 
45th Anniversary 岩崎宏美コンサートツアー
～太陽が笑ってる～

1
土

8

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

交響組曲「ドラゴンクエスト」全シリーズ演奏会を完走した東京シティ・フィルのドラゴンク
エストが今年もセレクションで全シリーズを制覇します。ティアラこうとうではドラゴンクエスト
Ⅶ～Ⅸのタイトルから名曲をセレクトしてお届けする贅沢な公演です。

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト
交響組曲「ドラゴンクエスト」Ⅶ～Ⅸベストセレクション

佐々木新平 ⒸS.Arita

松本宗利音 清水和音ⒸMana Miki

澤登翠

CHAKA

出演：熱帯JAZZ楽団　スペシャルゲスト：CHAKA（Vo.）

10
月祝

8

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

ラテンジャズ・ビッグバンドの最高峰!
結成25周年の今年、5年ぶり18枚目となる待望のニューアルバムを
携えてのアニバーサリーライブ。スペシャルゲストに実力派ジャズシン
ガーのCHAKAを迎え、ラテンのリズムとジャズビッグバンドサウンドを
駆使しオリジナル曲からジャズやポピュラーの名曲をエネルギッシュに
ダンサブルにお届けします。

熱帯JAZZ楽団 25th Anniversary アルバム発売公演
Special Guest：CHAKA

キートンの滑稽恋愛三代記

10
水

18：30開演　古石場文化センター　大研修室

6

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

キートンやチャップリン…子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。

第740回 無声映画鑑賞会
春爛漫！ニコニコ大会２０２０

【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』、『極楽二人組　経師屋の巻』
弁士：澤登 翠、山城秀之、樗澤賢一　ピアノ演奏：坂本真理

30
火

18：30開演　古石場文化センター　大研修室

6

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

松竹蒲田撮影所開所100年に
ちなみ、小津安二郎監督の『東京
の合唱』をはじめ、ゆかりの名作
をお届けします。

第743回 無声映画鑑賞会
開所100年！キネマの天地・松竹蒲田撮影所

出演弁士：澤登 翠、山城秀之、山内菜々子
上映作品：『東京の合唱』、『森の鍛冶屋』、『不如帰』

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。

振替公演

コーラス

コーラス

東京の合唱
コーラスコーラス

6/10（水）から発売開始
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笑激!! 
お笑いカーニバル in こうとう

6
14
日

11：00、14：30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　※当日各500円増

出演（予定）：ナイツ、どぶろっく、三四郎、U字工事、ニッチェ、我
が家、あばれる君、インスタントジョンソン、エイトブリッジ、かが屋、
ラランド、ゾフィー、ザ・マミィ

6
6
土

東京ブラスソサエティ 第44回 定期演奏会
金管バンドが贈る英国の響き

14：00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

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」
の第44回定期演奏会。本場英国より指揮者ロバート・チャイル
ズ博士を迎え、アイルランド民謡や行進曲などを演奏します。

9
6
日

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!

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,950円　一般／5,500円

海援隊 トーク＆ライブ 2020

指揮：第1部 山本武雄、第2部 ロバート・チャイルズ
曲目：デリー地方のアイルランド民謡、イギリス民謡組曲、
行進曲「威風堂々」第1番　ほか

6
26
金

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!

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。

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

7
11
土

12
日

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
が振付した『WIND GAMES』を
上演! 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！

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

東京シティ・バレエ団 
トリプル・ビル2020

8
16
日

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
全席指定 友の会／6,300円　一般／7,000円

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

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

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

7
11
土

12
日

16：00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

「鶴の恩返し」を題材と
した日本人の心にしみ入
る物語を團伊玖磨が作曲
した名作「夕鶴」と、長崎
を舞台に一途な蝶々夫人
の生き様を描いたプッチ
ーニの代表作「蝶々夫
人」。この二作品を同時
に楽しめます。

66
歳以上対象

出演：中島寿美枝、正岡美津子、川久保博史、浅野和馬、鈴木香央
莉、菅原千恵、善里卓哉、土師雅人　ほか

第21回 江東オペラハイライト公演
歌劇「夕鶴」「蝶々夫人」

菅原千恵 中島寿美枝

土師雅人 川久保博史

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

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

渡辺美里

6
24
水

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。

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

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

春風亭小朝

清水ミチコ

7
9
木

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。

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

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

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 丘みどり

パトリック・ド・バナ オルガ・スミルノワ

セミヨン・チュージン三浦文彰ⒸYuji Hori
純烈

海援隊

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

14
日

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。）

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

柳家小志ん

柳家さん喬柳家さん喬 柳家喬太郎 柳亭左龍

杉山公章

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。

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

花岡詠二
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新発売
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新発売
日5/10

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。
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
昨年に続き「東大島亭」は
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

7/18（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」。今回は柳亭市
弥と入船亭小辰によ
る二人会! 人気と実力
を兼ね備えた二人の
落語をお楽しみくだ
さい。（全席イス席）
出演：柳亭市弥、入船
亭小辰

第11回 東大島亭
柳亭市弥・入船亭小辰 二人会

66
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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

11：00、15：00開演　総合区民センター　レクホール　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
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

親子で楽しむ０歳からのリトミックコンサート Vol.4

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

江東マンドリンクラブ　第27回定期演奏会

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」

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

朗読 ｔｏ 演劇のひととき

5
月

6
月

7
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

7/4（土） 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

6/23（火） 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

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：立川笑二

桂九雀

雪乃美玲

伊原農　山藤貴子

KANA∞熊野善啓

立川笑二

柳亭市弥 入船亭小辰

上方落語　九雀亭

6/6（土） 18:30開演 会場　亀戸文化センター　和室
全席自由　友の会／ 3,500円　一般／ 3,800円　※当日各200円増　
2006年5月にスタートした「九雀亭」。その150回記念としてお送りする
のは、長編落語「地獄八景～」。落語の中にフラフープ芸人「KANA∞」(カ
ナ)が登場します。そして、目玉は九雀考案「噺劇」（はなしげき）。落語の世
界を、大道具、小道具、照明変化なしでお届けする、独特の演劇です。東京
ではめったに見られません。お見逃し無く。
出演：桂九雀、山藤貴子(PM／飛ぶ教室)、伊原農(ハイリンド）、熊野善啓、
雪乃美玲(元OSK日本歌劇団)、KANA∞、桂九ノ一　

上方落語　九雀亭　150回記念

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

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

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

66
歳以上対象

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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、下記の公演を中止（または
延期）します。楽しみにお待ちいただいた皆様には大変申し訳ございませんが、
ご理解いただきますようお願いします。

公演中止情報

5/2（土）舞踊作家協会 連続公演 第210回 世界の昔ばなし
5/5・6（火祝）（水祝）KOTOのこどもたちによるヘンゼルとグレーテル
5/7‐10（木）～（日）演劇集団小さな翼5月公演【歌入り芝居】「最後に見る夢」
5/13（水）東京シティ・バレエ団 ワンコイン・バレエ・レクチャー（延期）
5/17（日）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」
5/22（金）カントリー＆ウエスタン　I SAW THE LIGTH Vol.49
5/24（日）柳家花緑の落語バレエ「鶴の池」-バレエ「白鳥の湖」（延期）
5/27（水）0才からのジャズコンサート～Kuni Mikami from New York～
5/27（水）素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃　花魁莟八総 富山の段
6/5（金）ティアラマンスリーコンサートVol.217
6/7（日）江東シティオーケストラ 第52回定期演奏会
6/7（日）第6研修室から奏でるMyコンサート AHO2020特別演奏会（延期）
6/20・21（土）（日）ダンス・エマージKotos Vol.5（延期）
6/21（日）大友良英スペシャルビックバンド
6/26・27（金）（土）西島数博プロデュース　TOYOSU DANCE LIVE （延期）
6/28（日）江東フィルハーモニー管弦楽団第21回定期演奏会

三遊亭ふう丈 港家小ゆき
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C IN EM AC IN EM A

ミミヨリ情報

〒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5月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号6月号は5月30日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

システム変更に伴う
インターネット会員再登録のお願い

計1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〉5/31（日）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。

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） 会　場：ティアラこうとう　大ホール（全席自由）

『トリプル・ビル2020』練習見学会

7/11（土）・12（日）東京シティ・バレエ団『トリプル・ビル
2020』の練習の一部を公開。通常の公演とは違い、衣裳・メイク
はしていません。また途中で振付家の指導が入ることがあります。
練習終了後には東京シティ・バレエ団団員への質問コーナーも予
定しています。皆さんでお越しください。
※開始後は入場をお断りする場合があります。
※演目・出演者は当日決定いたします。

ティアラこうとうチケットサービス
☎03-5624-3333

7/1（水）17:30～ 5/29（金）11:00～12:00

公演を
もっと
楽しむなら

!

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

5/23
（土）

監督：小津安二郎　出演：笠智衆、原節子

江東シネマプラザ5月
「晩春」

午後の部 15：00午前の部 11：00

婚期を逸しかけた娘を心配する父親と、
自分が嫁いだあとの独り身の父の行く
末を案じる娘の思いを描く。小津監督の
テーマ“家族”の第一作目。原節子が小
津作品に初めて出演。シネマプラザ初
のDCP上映、デジタルで修復された映
像で綺麗に甦る。キネマ旬報作品賞及
びベストテン第1位受賞。

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

5/23（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

66
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新発売
日5/10

新発売
日5/10

新発売
日5/10
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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 会場：新国立劇場オペラパレス　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 東京シティ・バレエ団

『白鳥の湖』～大いなる愛の讃歌～

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

友の会 SS席13,500円 S席10,800円 A席9,000円 B席5,400円 C席3,600円
一　般 SS席15,000円 S席12,000円 A席10,000円 B席6,000円 C席4,000円
※江東区民は一般料金より各200円引

第337回
10/16（金）
19:00開演

第338回
11/13（金）
19:00開演

第336回
9/26（土）
14:00開演

指揮：沼尻竜典　
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ
芥川也寸志：交響管弦楽のための音楽
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品18、交響的
舞曲 作品45

指揮：高関 健（常任指揮者）  
ソプラノ：半田美和子
ベートーヴェン：交響曲第2番ニ長調 作品36、マーラー：
交響曲第10番嬰ヘ長調より第1楽章“アダージョ”、ベルク：
歌劇「ヴォツェック」からの3つの断章　　

指揮：高関 健（常任指揮者）　
オルガン：福本茉莉
バッハ（エルガー編）：幻想曲とフーガハ短調、
ジョンゲン：オルガンと管弦楽のための協奏的交響曲 作品
81、フランク：交響曲ニ短調Ｍ.48

6
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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ⓒTakashi Shikama 藤岡幸夫ⓒ青柳聡

入場
無料

申込
5/10㈰
10：00～

『晩春　デジタル修復版』
©1949/2015松竹株式会社

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

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
タンポポ　★（4/25中止）

新規会員募集

申込み　公演制作の過程を覗いてみませんか？
リハーサルの様子を公開します。

（1949年／松竹／108分／モノクロ／DCPデジタル修復版）

★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：ティアラこうとう、区内各文化センター、総合区民センターにある申込

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　江東区住吉 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】

山崎ハコ45周年コンサート with 安田裕美
（1/18 亀戸文化センターカメリアホール）
サイン色紙　1枚

　平素より公益財団法人江東区文化コミュニティ財団チケット予約
サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、財
団チケット予約サービスは、6月下旬（予定）にシステムを変更いた
します。
●ティアラ友の会会員様…データを新システムに引き継ぎます。（会
員情報を変更する際はパスワードの再登録が必要となります。）

●インターネット会員様…再登録をお願いいたします。
　詳細は改めて本紙6月号でご案内いたします。ご迷惑をおかけし
ますがご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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

7/18

7/19

土 13:00開演（12:15開場）A cast
18:00開演（17:15開場）B cast

日 15:00開演（14:15開場）A cast

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。

本村佳子（ピアノ） 五箇恵美子（語り）

オデット/オディール：オルガ・スミルノワ(ボリショイ・バレエ団プリンシパル)A、
佐々晴香(スウェーデン王立バレエ団プリンシパル) B
ジークフリード王子：セミヨン・チュージン(ボリショイ・バレエ団プリンシパル)A、
キム・セジョンB

芸術監督：安達悦子　
演出・振付：石田種生（プティパ、イワノフ版による）
演出（再演）：金井利久　
音楽：P.I.チャイコフスキー
指揮：井田勝大　
演奏：シアター オーケストラ トーキョー
美術：藤田嗣治 ©Fondation Foujita / ADAGP, 

Paris & JASPAR, Tokyo 2018

出演


