
特選落語会　柳家さん喬独演会
藤山大樹　江戸手妻 －Japanese Traditional Magic－
江東歴史3館シリーズ①「奥の細道ピアノコンサート」
和楽器演奏集団 独楽　ー陽はまた昇るー
0歳から入場OK! 歌う海賊団ッ! ファミリーコンサート
江東歴史3館シリーズ②「水辺にまつわるカンツォーネ」

今月の先行予約公演NEW
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歌う海賊団ッ!歌う海賊団ッ!

新発売
祝

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
8/9 日

8/10

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

友の会／ 1,200円　一般／ 1,500円　こども（小学生以下）／ 800円
親子ペア（大人＋こども）／ 2,000円　※2歳以下ひざ上無料

全席指定

0歳から入場OK!
歌う海賊団ッ!
ファミリーコンサート
歌う海賊団ッ ! が江東区文化センターに初
上陸! 歌やメッセージ、ダンスを通じて、大人
もこどもも笑顔になれるコンサートで、イライ
ラをニコニコに変えましょう。ニッポンのこそ
だてを笑顔に！ 親子ではもちろん、大人だけ
でも乗船お待ちしています!

14：00開演　江東区文化センター　ホール

17
土

10

友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円　※当日500円増全席指定

和楽器演奏集団 独楽
ー陽はまた昇るー
和太鼓を中心に津軽三味線・箏・尺八・唄

などの編成で、今までにない独自の世界観を
築き上げてきた「和楽器演奏集団 独楽」。
皆さまのご支援により、恒例の亀戸公演も
16年目を迎える事となりました。力強くも軽
妙に、今年も独楽ならではのステージをお楽
しみください！

13：30、18：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
出演：植木陽史（和太鼓）、川口真満（箏）、京極由加（唄・津軽三味線）　ほか
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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。
なお公演等は3密回避のため、人数制限や座席間隔の確保等対策がとれたものについて実施をさせていただきます。
みなさまのご理解ご協力をお願いします。

出演：桂よね吉、桂二乗、桂笑金

19:00開演　深川江戸資料館　小劇場
友の会／3,150円　一般／3,500円全席指定

10
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皆さま、上方米朝一門の噺家 桂よね吉です。
今年は芸歴25周年。東京・深川江戸資料館で独演会を開
催いたします。華やかな魅力いっぱいの上方落語の世界をどう
ぞお楽しみください。

金
桂よね吉独演会

14：00開演　江東区文化センター　ホール
友の会／3,240円　一般／3,600円全席指定

9
26

毎年恒例の、名人さん喬による独演会。益々円熟味を増し
た人情噺・滑稽話を、渾身の話芸で披露します。さん喬師匠
の魅力を存分にお楽しみください。

土

特選落語会
柳家さん喬独演会

東京湾に面し運河が特徴の江東区と、“水の都”ヴェネツィアやナポリ湾を有するイタリ
アには、水運とともに発展した共通点があります。そんな水の縁をコンサートにしてみま
した。イタリア連帯の星騎士勲章を受章しカヴァリエーレ（騎士・ナイト）に叙せられた青
木純氏をお迎えし、海、川、運河、船（舟）等にまつわるカンツォーネをお楽しみください。

14：00開演　ティアラこうとう　小ホール
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江東歴史3館シリーズ②中川船番所資料館

「水辺にまつわるカンツォーネ」

友の会／2,700円　一般／3,000円　江東区民／2,800円全席指定

出演：青木純（うた・ギター）、柴田杏里（ギター） 曲目：ゴンドリ・ゴンドラ、遥かなるサンタ・ルチア　ほか
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13：30、18：00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　こども（中学生以下）／ 3,000円

国の無形文化財であり、江戸時代より続く伝統的な奇術、「手妻」。その数少
ない継承者であり、令和元年度文化庁芸術祭にて新人賞を受賞した藤山大樹と、
和のジャズという新しい音楽ジャンルNu-folkを奏でるALIAKEとのコラボレー
ションをお届けします。テーマは「伝統の新たな形」。子供から大人まで楽しめる、
美しく不思議なマジックの世界をお楽しみください。

出演：藤山大樹（手妻師）、ALIAKE、市川慎

藤山大樹　江戸手妻
－Japanese Traditional Magic－

1
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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／2,700円　一般／3,000円　江東区民／2,800円

松尾芭蕉や俳句、文学をキーワードに選んだクラシックの名曲と、「おくのほそ道」を音楽で
表現した作品を朗読とともにお送りします。

江東歴史3館シリーズ①芭蕉記念館

「奥の細道ピアノコンサート」

出演：川﨑翔子（ピアノ）、新城彰（朗読）
曲目：ドビュッシー／牧神の午後への前奏曲、リスト／巡礼の年第1年より「オーベルマンの谷」、柏木
俊夫／芭蕉の奥の細道による気紛れなパラフレーズ　ほか

川﨑翔子ⒸFumiko Tagami川﨑翔子ⒸFumiko Tagami

ヴェネツィア

青木純

柴田杏里
Ⓒ土肥基之

藤山大樹

小湊昭尚

土屋雄作

齋藤純一

美鵬直三朗

市川慎

柳家さん喬

19：00開演　江東区文化センター　ホール
友の会 ／2,250円　一般／2,500円全席自由
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今年はベートーヴェン生誕250年の記念すべき年。ヴァイオリンソ
ナタやピアノ・声楽など、ベートーヴェンの名曲を集めてお送りいた
します。今回は江東区文化センターホールで開催します。

金

ティアラマンスリーコンサートVol.220
「ベートーヴェン生誕250年によす〈楽の音〉」

桂よね吉

【昼の部】開口一番（神田陽菜）、天野屋利兵衛（神田桜子）、二度目の清書（神田京子）、大高源五（神田陽子）、
立体南部坂雪の別れ（陽子、京子、桜子）
【夜の部】開口一番（神田子太郎）、ジャンヌダルク（神田桜子）、金子みすゞ  明るい方へ（神田京子）、与謝野晶
子一代記（神田陽子）

昼の部13：00開演 、夜の部17：00開演　深川江戸資料館　小劇場
友の会／2,700円　一般／3,000円　昼夜通し券／5,000円　※当日各500円増全席自由
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講談は落語と並ぶ日本の伝統話芸です。ポンポンと調子よく張り扇を叩
きながら物語を進めていきます。演じる楽しさ、声を張る気持ちよさ、人
情の機微なども愉しく学べます。ぜひ、お遊びにいらしてくださいませ。
尚、11：00～13：00「講談教室発表会」があります。宜しくお付き合
いください。（昼の部のチケットで観覧可）

土

神田陽子の講談まつりVol.5
神田陽子一門会による
～女たちの忠臣蔵～ 

出演：杉山茂（ヴァイオリン）、影山香苗（ピアノ）、鈴木史子（ピアノ）、
中優子（ピアノ）、本村佳子（ピアノ）、門倉光太郎（バリトン）
曲目： 歌曲「君を愛す」「アデライーデ」、ピアノ独奏「6つのバガテル」、ピ
アノ協奏曲第3番ハ短調Op.37より第1・2楽章、ヴァイオリンソナタ第
10番Op.96　ほか

神田陽子
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舞踊作家協会
連続公演第210回
世界の昔ばなし

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

世界中の昔ばなしを創って踊ります。
むかしむかし ～Once upon a time～ il y a long temps～
第1部：創るのが大好きな人たちが集まりました!
第2部：舞踊作家協会員ががんばります!

出演：舞踊作家協会会員
芸術監督：雑賀淑子

振替公演

振替公演

振替公演
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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.28

15：00、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

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
28回目を迎えます。進化
は止まらない!

出演：後藤雅広（cl）白石幸司（cl）後藤千香（P）小林真人（b）楠堂
浩己（ds）
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

振替公演 9
20
日

林家正蔵・たけ平　親子会
其の四

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

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!

出演：林家正蔵、林家たけ平

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」

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／2,200円　一般／2,500円　中学生以下／1,000円

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、千人
鼓の会

振替公演

振替公演

林家正蔵
林家たけ平
©Satomi Asano
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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

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

平日昼間に気軽に音楽を楽しめるコンサート。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。

出演：中津留果己（ヴァイオリン）、香月圭佑（チェロ）、香川明美（ピアノ）
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

9
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土

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」

16:00、18：00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

新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策により客席数の制
限があるため、1公演（18時開
演）を追加しました。どうぞこの
機会にお子様とご一緒に絵本の
素晴らしさと共に、身体を使っ
て表現することの楽しさを再発
見されてはいかがでしょうか？
出演：花柳かしほ、吉松章、Wakabaダンスグループ・パレット、
真島恵理バレエスタジオ
芸術監督：真島恵理

9
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土

15：00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

19世紀の大作曲家ブラームスと作曲家シューマンの
妻で当時人気のピアニストであったクララとの恋愛、友
情、尊敬が混じり合った40年におよぶ愛情物語をドラマ
ティックな朗読でたどりながら、彼らの愛しい日々から紡
ぎ出されたブラームスの名曲をピアノ演奏でお届けしま
す。このプログラムは、ご好評をいただいた2017年6月
のステージの再演です。演奏曲目を一部、新しくしました。
朗読：風祭ゆき（クララ）、宮内良（ブラームス）、天木
妙子（ナレーション）　ピアノ演奏：榊原紀保子
曲目：交響曲第３番第３楽章、弦楽６重奏第１番第２楽
章、ハンガリー舞曲第１番、ブラームスの子守歌、「６つ
のピアノ小品」第２曲『間奏曲』／第３曲『バラード』、「１
６のワルツ」第１５番、「２つのラプソディ」第１番　ほか

9
9
水

東京シティ・バレエ団　
ワンコイン・バレエ・レクチャー

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

東京シティ・バレエ団によるレクチャーコンサート（年度4
回実施）。舞台上で見ていたバレエを間近で！

解説：信田洋子（東京シティ・バレエ団）
ダンサー：東京シティ・バレエ団

9
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奈々福なないろvol.3
悲願千人斬の女
長編浪曲一挙口演

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　

幕末から明治にかけて、千人斬の男遍歴をやってのけた女
性が実在しました。古来、男の千人斬の話は聞きますが、これ
は女が、男千人を斬ったというお話でございます。その人、松
の門三艸子（まつのと・みさこ）。明治初期の有名歌人。小沢
信男作の評伝「悲願千人斬の女」を奈々福が浪曲化。実在の
歌人の数奇な人生
を、一挙口演いたし
ます。曲師、沢村豊
子とともに二時間、
駆け抜けます。

出演：玉川奈々福、沢村豊子（曲師）

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。

東京シティ・バレエ団信田洋子

9
13
日

JAZZ with HAIKU
小島のり子トリオ

14：00開演　砂町文化センター　研修室
全席自由 友の会／1,000円　一般／1,200円　※当日各200円増

併設している石田波郷記念館
にちなんだ、ジャズと俳句のコン
サート。
第一部では、応募された俳句に

あわせて曲を披露。第二部では、
スタンダードナンバーからオリジ
ナルナンバーまで幅広くお届けし
ます。ジャズフルートの小島のり
子さんを中心としたフレキシブルな演奏をお楽しみください。
※投句についての詳細はホームページをご覧ください（8月9日
必着）。

フルート：小島のり子　ピアノ：大橋祐子　ベース：カイドーユタカ

玉川奈々福Ⓒ御堂義乗 沢村豊子Ⓒ森幸一

9
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金子三勇士 バースデーコンサート2020
～ベートーヴェン生誕250周年に寄せて～

14：00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

新進気鋭の人気若手ピアニスト、金子三勇士のリサイタルを開催。
日本とハンガリーの色合いが交ざり合

う独特なピアニズムによる、ベートーヴェ
ン名曲プログラムをお届けします。軽快
なトークもお楽しみに! 
※当初、豊洲シビックセンターホール
にて開催する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により客
席数の制限があるため、より広い
ティアラこうとう大ホールに会場を
移して開催いたします。

曲目（予定）：ベートーヴェン／エリーゼのために、
ピアノソナタ「悲愴」、「月光」、「熱情」

風祭ゆき

宮内良

榊原紀保子

ドラマティック朗読コンサート
ブラームスとクララ
～最愛の女とともに～

ひと

小島のり子

大橋祐子 カイドーユタカ

© Ayako Yamamoto

昨年度公演より

10
31
土

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

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について

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」

9
26
土

結成60周年
薗田憲一とデキシーキングス
Live in Camellia Part 20

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

出演：薗田憲一とデキシーキングス　ゲスト：FUMIKA
曲目（予定）：夢見る頃を過ぎても、浜辺の唄、アット ザ ジャズバ
ンド ボール、バーボンストリート パレード　ほか

薗田憲一とデキシーキングス

FUMIKA

薗田憲一とデキシーキング
ス結成60周年コンサートをカ
メリアホールにて開催します。
デキシーランドジャズというこ
の素晴らしい音楽を、父、薗田
憲一の残した心温まるキング
スサウンドをいつまでも残し
ていきたいです。何時も変わらぬファンの方々の
温かい声援のお陰と心から感謝しています。バン
ドリーダー／トロンボーン：薗田勉慶

松本宗利音
清水和音
ⒸMana Miki

8
7
金

澄みわたる夏空をテーマに、
風・月・花・そして愛…
今宵、美しい夜空のもと、心

あたたまる日本の歌、可憐で
情熱的な恋心を歌ったイタリ
アの歌をお届けいたします。

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.218
「梅原佐妃子ソプラノリサイタル」

曲目：私を泣かせてください、優
雅な月よ、歌劇「つばめ」より“ド
レッタの夢”、歌劇「道化師」より
“あの空高く、鳥達はさえずり”
　ほか
出演：梅原佐妃子（ソプラノ）、
　　　鳥居礼子（ピアノ） 梅原佐妃子

5/30(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は振替公演開催に向けて調整を進めておりまし
たが、中止とさせていただくことが決定いたしました。楽しみにお待ち
いただいていたお客様には大変申し訳ございません。

1公演相当額をご返金いたします。お手許の「チケット引換券」は、
次回ティアラこうとう定期演奏会の際までお持ちください。

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2020年度ティアラこうとう定期演奏会年間シリーズ券

をお買い上げいただいたお客様

※東京シティ・フィルチケットサービス、その他各種プレイガイドでご購入い
ただいたお客様につきましては、ご購入先からのご返金となります。それ
ぞれのご購入先へのお問い合わせをお願いいたします。

江東区文化コミュニティ財団にてチケットをご購入いただいたお客様につき
ましては、お送りいたしますご返金のご案内に従い、お手続きをお願い申し上
げます。
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申込
8/10㈷
10：00～

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

9/27（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

8/28（金） 19:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場

全席自由
友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　※当日各500円増
江東区出身、在住の落語家・昔昔亭桃之助による演芸会。
ゲストにはベテランおぼん・こぼん、イケメン瀧川鯉斗と豪華なメンバーで
お楽しみいただきます。
どうぞお見逃しなく!
出演：昔昔亭桃之助
 瀧川鯉斗
 おぼん・こぼん
 ほか

伝統芸能公開「落語」特別版
生まれも育ちも、江東区。昔昔亭桃之助乃会

66
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新型コロナウイルスの影響により、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

落語公演情報
シリーズ！！

昔昔亭桃之助 瀧川鯉斗 おぼん・こぼん

9/25（金） 19:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場

全席自由
友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　※当日各500円増
昨年に続いて小劇場で開催させ
ていただきます。今回は人気二
ツ目「雷門音助」クン、音楽漫談
ユニット「ヒョロビリーズ」をゲス
トに迎えた楽しい公演です。お誘
い合わせの上、ご来場をお待ち
申し上げます。
出演：橘ノ圓満、雷門音助　ほか

伝統芸能公開「落語」特別版
第3回 深川de圓満会

10/2（金） 19:00開演 会場　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　※当日各500円増
寄席の爆笑王・大看板の柳家権太楼、
爆笑に次ぐ爆笑の滑稽噺や、ほろりと
涙させる人情噺など円熟の名人芸で
魅了します。落語の魅力をたっぷりと
お楽しみください。
出演：柳家権太楼、
 柳家さん光　ほか

THE 伝統芸能 特撰落語会
柳家権太楼独演会

橘ノ圓満 雷門音助

8/10(月祝) 熱帯JAZZ楽団 25th Anniversaryアルバム発売公演(延期）
8/14（金）～16（日） 深川とっくり座第50回目公演 丹青の「井戸の茶わん」
8/16(日) 純烈コンサートツアー2020（延期）
9/6(日) 海援隊 トーク＆ライブ2020
9/13（日） 45th Anniversary 岩崎宏美コンサートツアー（延期）
9/20（日） 東京シティ・バレエ団　バレエ・コンサートVol.6
9/21（月祝） THE50執念 ～なぎら健壱50周年コンサート～（延期）

開催を中止した公演につきましては、チケット料金を全額返金いたします。
【返金にあたって必要なもの】
●公演チケット　●お客様の銀行口座番号（ゆうちょ銀行も可）
【返金方法】 銀行振込
※チケットご購入時に発生した振込手数料等は返金の対象になりませんので
　ご了承願います。
※クレジットカードや現金でご購入された場合も、銀行振込でのご返金となります。
【返金期間】
公演によって異なります。開催館より順次ご案内させていただきますのでご確認の程よろ
しくお願いいたします。尚、現在、多くの公演の払い戻しが発生しており、処理に時間がか
かっております。既にお手続き済のお客様につきましては、ご返金完了まで今しばらくお待
ちくださいますようお願い申し上げます。
※各種プレイガイド等でご購入のお客様は、ご購入先からのご返金となります。
　それぞれのご購入先へのお問い合わせをお願いいたします。

公演中止によるチケット料金返金のご案内

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
曲目／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
曲目／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
曲目／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

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
 （京王新線「初台」駅東口徒歩5分）

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

会　場：ティアラこうとう　大ホール　（全席自由）
対　象：どなたでも

ティアラこうとうチケットサービス 
☎03-5624-3333

10/30（金）11:00～

オーケストラの音創りの過程を覗いてみませんか？
今回は、第62回ティアラこうとう定期演奏会（10/31）の練習風景を
公開。指揮者は東京シティ・フィル指揮研究員として研鑽を積み、現
在、札幌交響楽団で活躍する松本宗利音（シューリヒト）。指揮者と楽
団員のやり取りする様子や、普段着での演奏姿を、どなたでも気軽に
お楽しみいただけます。

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

松本宗利音

入場無料

申込み　

9/24（木） 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

上方落語　九雀亭

桂九雀 立川笑二

柳家権太楼 柳家さん光

高関健ⒸStasLevshin 沼尻竜典

9/18（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）：久寿里菊之助　ほか

寄席 都笑亭 Vol.127

◇3月号特集号にて告知をしました下記公演は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策を講じた内容に変更をして開催する予定です。

・9/26(土)  ずばり!!クラシック名曲コンサートVol.3（12月開催予定）
・10/10(土) オーケストラwithバレエ（12月開催予定）
発売まで、今しばらくお待ちください。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、開催を中止させていただく場合が
ございます。あらかじめ、ご了承ください。
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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8月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号9月号は8月31日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

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〉8/31（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。

古石場文化センター　大研修室会場

8/22
（土）

監督：浦山桐郎
出演：吉永小百合、浜田光夫

江東シネマプラザ8月
「キューポラのある街」

午後の部 15：00午前の部 11：00

17歳の吉永小百合が眩しい、浦山桐郎監督のデビュー作。高度経
済成長下の日本で、貧しくとも元気に生きる中学生、頑固一徹の職
人気質な父、気丈な母、
小学生の弟の日常を
瑞々しいタッチで描い
た生活感あふれる内
容。ブルーリボン賞・
作品賞及び主演女優
賞受賞。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上映回数・定員数等
を見直し、会員を募集しています。
※定員に達し次第、募集終了となります。
全席自由　友の会 1,500円　一般 1,600円（全4回分）

江東シネマプラザ

8/22（土）～11/28（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！
2020年度（第42期）

66
歳以上対象

66
歳以上対象

新規会員募集

（1962年／日活／100分／モノクロ）

★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）

花岡詠二プレゼンツ
新春室内楽＆スイングコンサート
（1/5　ティアラこうとう　小ホール）
花岡詠二スヰングオールスターズCD　1枚

キューポラのある街
タンポポ　★
風のある道　■ 
戦場のメリークリスマス

8/22㈯
9/26㈯
10/24㈯
11/28㈯

※詳細はお問合せください。

ⒸⒸ日活

江戸の文化が花開いた江東区には、３つの
歴史文化施設があります。ティアラこうとうで
はこの資料館をテーマにしたコンサートを小
ホールで開催します。各公演チケットにはそ
れぞれの館の観覧券の特典つきです。
この機会に江戸情緒豊かな江東の歴史に親
しんでみてはいかがでしょうか。

ティアラこうとう
　×江東歴史３館

申込
8/10㈷
10：00～

9月 19日（土）・20日（日）は
ティアラこうとうで元気になろう

申込み　ティアラこうとう　☎03-5624-3333

①13：00～ 14：00
②15：00～ 16：00
東京シティ・フィルハーモニック管
弦楽団と東京シティ・バレエ団が、
こどもたちのために楽しいコンサ
ートを開催します。バレエの動きを
体験してみたり、１つ１つの楽器の
音色を聞いてみたり・・・バレエやクラシック音楽って敷居が高い？そんなことは
ありません。ご家族でお気軽にご参加ください。

「オーケストラ＆バレエ入門」

自由なダンス!自由なダンス!

珠玉の
ピアノコンサート

珠玉の
ピアノコンサート

9/13 日 10：00～（予定）※　ティアラこうとう　大会議室

後期オーディション

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。）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：8/25(火）必着

ティアラ・ジュニアバレエ教室

※申し込み状況により、詳細時間を決定いたします。

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）。2020年度後期の参加者を募集します。

参加者
募集

楽器経験をいかしてオーケストラで演奏してみたい！
大迫力の合奏を体験してみたい！
私たちと一緒にオーケストラに参加しませんか。
プロの演奏家からの指導を受けてさまざまな
クラシックの名曲とたくさんの仲間に出会えます。
随時、団員募集をしています。見学もできますので、
お気軽にお問い合わせください。
【活動日】
月2～ 3回 土曜日または日曜日 18：00～ 20：30
【練習見学会】
8月23日（日）18：00～ 19：30 申込不要

団員募集

会場：ティアラこうとう大ホール ほか
高関健（東京シティ・フィル常任指揮者）、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団員
小学4年生～大学2年生。原則参加楽器の経験があり楽器を持参できる方。※楽器により初
心者から可。条件付きの募集パートがあります。詳細はホームページをご覧ください。

問合せ：ティアラこうとう　☎03-3635-5500

いっしょに

オーケストラを楽し
もう！

いっしょに

オーケストラを楽し
もう！

出演／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団メンバー
　　　東京シティ・バレエ団ダンサー
全席指定　友の会・一般／ 500円（2歳以下ひざ上無料）
※客席は前後左右一つずつ開けた設定となります。

9/20（日）大ホール9/19（土）大ホール

9/19（土）小ホール

9/12 土

第16回 シビックギャラリーステージ
語り『鉢かづき姫』とピアノのコンサート

14：00開演　豊洲シビックセンターギャラリー
全席自由　入場無料　先着50名　当日直接会場へ

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）

8/23 日

第15回 シビックギャラリーステージ 
if MUSIC fes in TOYOSU

12：00開演　豊洲シビックセンターギャラリー
全席自由　入場無料　先着50名　当日直接会場へ

魅力あふれる、さまざまなアマチュアバン
ドが、夏の暑さを吹き飛ばすライヴをお届け
します。お気軽にお聴きください。終演は、
19:20予定です。
出演：Luck Stokes、鈴幸座、Wタケちゃんズ、
Little Rose、Modac、Charlotte、桑原コース
ケ&The Bluezzy Cats、Pan Dacider
※ご入場を制限する場合があります。 TV Judy Show Programs

8/28 金

プロムナードコンサート（第1189回）特別プログラム
第28回 イヴニングコンサート
「生誕250年を記念して ベートーヴェンに集う音楽家たち」

18：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由　入場無料　定員191名　当日直接会場へ

月3回・金曜の12時から行っているプロムナード
コンサートの特別プログラムとして、夏の夜のひとと
きを皆様と一緒に過ごすために企画したコンサート
です。今年は会場を変更し、ホールで開催します。
出演：江東区音楽家協会会員　ほか
曲目：ベートーヴェン／ピアノソナタ、歌曲、フルー
トアンサンブル、弦楽四重奏　ほか本村佳子（ピアノ）五箇恵美子（語り） 昨年の公演の様子

※詳細は１面をご覧ください。

14：00開演　※詳細２面

金子三勇士
バースデーコンサート2020
～ベートーヴェン
生誕250周年に寄せて～

16：00、18：00開演
※詳細２面

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」

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

シリーズ公演

はじめての方も
きっと夢中に

今こそ楽し
く舞台芸術を!

金子三勇士
©Ayako Yamamoto

小野明子
©Operaomnia.co.uk

青木純

「奥の細道ピアノコンサート」「奥の細道ピアノコンサート」

10/1
（木）

江東歴史3館シリーズ❶
芭蕉記念館
江東歴史3館シリーズ❶
芭蕉記念館

※詳細は１面をご覧ください。

「水辺にまつわるカンツォーネ」「水辺にまつわるカンツォーネ」

10/24
（土）

江東歴史3館シリーズ❷
中川船番所資料館
江東歴史3館シリーズ❷
中川船番所資料館

※9月10日(木)発売予定です。詳細は来月号に掲載いたします。

「江戸につながる
　ヴァイオリンの調べ」
「江戸につながる
　ヴァイオリンの調べ」

12/12
（土）

江東歴史3館シリーズ❸
深川江戸資料館
江東歴史3館シリーズ❸
深川江戸資料館

川﨑翔子川﨑翔子

全席自由
当日　友の会／500円　一般／700円
当日券はお席に余裕がある場合のみ、開演時間15分前から
販売します。

振替公演

指導

対象


