
フォレスタコンサートin江東
ザ・ワイルドワンズ　スペシャルライブお楽しみはこれからだ！ 2020秋

1×1＝∞ シリーズ　神田将・中井智彦 ON STAGE　～在りし日の歌～
Fazioliピアノ40周年記念コンサート　海老彰子リサイタル
津軽三味線　脩一朗＆大地　～和の真髄～
江東歴史3館シリーズ③江戸につながるヴァイオリンの調べ
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第63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64回ティアラこうとう定期演奏会

東京シティ・バレエ団　TOKYO CITY BALLET LIVE 2020　「シティ・バレエ・サロン vol.9」

今月の先行予約公演NEW
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深川江戸資料館観覧券の特典付き

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
9/9 水

新発売
木9/10

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／ 5,400円　一般／ 6,000円全席指定

1×1＝∞ シリーズ
神田将・中井智彦 ON STAGE
～在りし日の歌～
歓びも、哀しみも、すべてが狂おしく、愛おしい。音の魔術師・エレク

トーン奏者の神田将と、卓越した表現力を誇るミュージカル俳優の中井
智彦がタッグを組み、オペラでもミュージカルでもない、新たな世界に
挑みます。舞台にはたったふたり。テーマは詩人・中原中也。「芸術」と
ともに、わずか三十年という生涯を駆け抜けた壮絶な姿を描く、オリジ
ナル音楽舞台です。

15：00、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
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土
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友の会／ 5,500円　一般／ 6,000円全席指定

フォレスタコンサートin江東
ＢＳ日テレ「ＢＳ日本・こころの歌」でおなじみ、話

題のコーラスグループ「フォレスタ」が日本のこころ
を届けます。

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

出演：澤田薫、横山慎吾、竹内直紀、塩入功司、大野隆、
吉田和夏、池田史花、三宅里菜、小笠原優子、財木麗子、
吉田明未
ピアノ：石川和男、山元香那子、大杉光恵
司会：石川牧子
※出演者は変更になる可能性があります。

出演：神田将（かんだゆき）、中井智彦
曲目（予定）：【第1部】音楽舞台～在りし日の歌～　サーカス／幻影／盲目の秋　ほか
 【第2部】SONGS　死の都、ラ・マンチャの男、愛せぬならば　ほか

3
火祝

11

出演：ザ・ワイルドワンズ

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／5,850円　一般／6,500円全席指定

11
7

歌って、笑って、感謝して

土

ザ・ワイルドワンズ　スペシャルライブ
お楽しみはこれからだ！ 2020秋

稀代の津軽三味線奏者、久保木脩一朗が率い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。
※本公演は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、使用する客席
数を50%以下とした上で昼夜2公演にてお届けいたします。

13：45、16：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール

12
6
日

津軽三味線　脩一朗＆大地
～和の真髄～

友の会／3,200円　一般／3,500円　※当日各500円増　全席指定

出演：脩一朗＆大地［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（津軽三味線）、米谷和修（尺八・篠笛）、荻野哲也（和太鼓）］

12
土

12

14：00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

日本で初めて作られたヴァイオリンは、深川の三味線職人が手掛けたと
言われています。江戸時代の薫りが残る明治初期の江東で、日本の西洋音
楽が幕を開けたのです。天保年間の町並みを再現した深川江戸資料館をイ
メージして、江戸とヴァイオリンの縁をコンサートでお楽しみください。

出演：小野明子（ヴァイオリン）、ゴウ芽里沙（ピアノ）
曲目：幸田延／ヴァイオリン・ソナタ第2番、メンデルスゾーン／歌の翼に、
　　　J.シュトラウスⅡ世／美しく青きドナウ　ほか

江東歴史3館シリーズ③深川江戸資料館
江戸につながるヴァイオリンの調べ

7
土

8
日

11

7日13:30、17:30、8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／3,600円　一般／4,000円

東京シティ・バレエ団のダンサーが新たな作品に挑戦する、大人気の“サロン”シリ
ーズ。9回目となる今回は、2日間4回公演にボリュームを増し、当団屈指の振付家達が、
新進気鋭のダンサー達と作品を発表します。昨年に続き招聘のゲスト振付家とは、オン
ラインでの制作に挑戦。この様子はSNSでも配信予定です。生の舞台での作品の誕生
を、お見逃しなく！

東京シティ・バレエ団
TOKYO CITY BALLET LIVE 2020

「シティ・バレエ・サロン vol.9」

振付：石井清子、中島伸欣、草間華奈、ジョン・ヒョンイル（ゲスト／ JHI BALLET CREATIVE）

小野明子©小野明子©Operaomnia.co.uk

The Seventh Positionⓒ鹿摩隆司　前回公演よりThe Seventh Positionⓒ鹿摩隆司　前回公演より

ゴウ芽里沙ゴウ芽里沙

神田将神田将

中井智彦中井智彦

ザ・ワイルドワンズ

指揮：沖澤のどか　ピアノ：金子三勇士
曲目：モーツァルト／交響曲第40番 ト短調 K.550
　　　リスト／ピアノ協奏曲第2番 イ長調
　　　リヒャルト・シュトラウス／交響詩「死と変容」作品24

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
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
※江東区民各席200円引

全席指定

2
20

2019年ブザンソン国際指揮者コンクール第1位に輝
いた沖澤のどかが登場! 国内外で活躍する人気ピアニ
スト金子三勇士との若き2人の共演をお見逃しなく!

土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第63回ティアラこうとう定期演奏会

沖澤のどか
©Yves Petit
沖澤のどか
©Yves Petit

金子三勇士
©Ayako Yamamoto
金子三勇士
©Ayako Yamamoto

指揮：広上淳一　ヴァイオリン：小林美樹
曲目：ドヴォルザーク／交響詩「真昼の魔女」作品108
　　　 ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
　　　 交響曲第7番 ニ短調 作品70

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
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
※江東区民各席200円引

全席指定

3
6

国内外問わず第一線で活躍する広上マエストロと、気
鋭のヴァイオリニスト小林美樹をソリストに迎えてお贈り
するオール・ドヴォルザーク・プログラム。

土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第64回ティアラこうとう定期演奏会

広上淳一
©Masaaki Tomitori
広上淳一
©Masaaki Tomitori

小林美樹
©Shigeto Imura
小林美樹
©Shigeto Imura

❶ 検温 来場前に検温をお願いします。体調不良の場合、ご来場をご遠慮ください。
 入場時の検温で３7.5℃以上の場合は入場をお断りいたします。
❷ マスク着用 ご来場時はマスクの着用をお願いいたします。
❸ 手洗い、アルコール消毒 ご鑑賞の前後に行っていただきますようご協力ください。
❹ お客様同士の間隔確保 入退場時はお客様同士の間隔を開けてのご移動をお願いいたします。
 また、接触を防ぐためお席の間隔を開けて、公演を実施いたします。
❺ 劇場の換気 入退場時、休憩時間にドアを開放し、換気を行います。
❻ お客様情報の取扱い 感染発生の場合、保健所等の公的機関にお名前・連絡先を提供することがあります。
❼ 劇場スタッフ マスクの着用を徹底します。また、一部スタッフはフェイスガードや手袋を着用する
 場合があります。

※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。

江東区文化コミュニティ財団では、公演実施に際し、江東区の方針に基づいて
財団ガイドラインを作成し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めます。
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歌う海賊団ッ!歌う海賊団ッ!

振替公演

11
8
日

カタヤマケイジ・コンサート2020

14：00、17：30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円　（ペンライト付き）

八代亜紀50周年シングル
「ワタシウタ」作詞・作曲
カタヤマケイジのハートフ

ルヴォイスに酔いしれてくだ
さい。
楽しいおしゃべりと共に。

11
22
日

Viva la Musica2020
赤松林太郎ピアノリサイタル

13：30、17：00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

ベートーヴェン生誕250年を迎えた2020年のメモリアル
イヤーに、“闘うピアニスト”赤松林太郎が奏でるベートーヴェ
ンの3大ソナタの特別プログラム。

出演：赤松林太郎
曲目：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」

11
8
日

いそべとし男声合唱団演奏会

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円

出演：いそべとし男声合唱団　指揮：須賀敬一､横田清文
ピアノ：永井博子
曲目（予定）：磯部俶の叙情歌「犀川」「松ノ花」、磯部俶の子ども
の歌「つりかわさん」「七五三」ほか､高田三郎 男声合唱組曲「確か
なものを」　ほか

11
13
金

14
土

15
日

座☆吉祥天女　第16回公演
『螢・大つごもり』

13・14日14：00、18：30、15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

〈螢〉船木栄吉の女房ときは元鈴木重
一の女房であった。その船木夫婦の処
へ、現在の重一の女房よし子が来て、
重一が新しい女を作り自分には芸者に
戻れと言っていると泣いて訴えた…
〈大つごもり〉大地主の山村嘉兵衛あ
や夫婦の元で奉公している女中のお
みねは、おじ夫婦が生活に窮している
と知らされ、あやに前借りを願うが断ら
れてしまう…
作：久保田万太郎　演出：鈴木龍男
出演：井口貴子、髙橋典子、坂口進也、高橋ひろ子、出口彰紀、
鶴山知子、稲元洋平、横幕和美　ほか

10
9
金

THE 伝統芸能
桂よね吉独演会

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

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。

出演：桂よね吉、桂二乗、桂笑金

9
26
土

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

11
30
月

Viva la Musica2020　
助川太郎Group ホールコンサート

16：00、19：30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　

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。

出演：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

著名な作曲家で
あり合唱指導者の
磯部俶先生が、早大
グリークラブＯＢを
中心に創設した「い
そべとし男声合唱
団」の演奏会です。

9
26
土

特選落語会
柳家さん喬独演会

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

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。

10
1
木

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」

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。

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

座☆吉祥天女

藤山大樹　江戸手妻
－Japanese Traditional Magic－

11
1
日

アラジンの歌からス
タートして、アラビア～
ヨーロッパ～中国～日
本の昔話を巡る旅。ミ
ュージカル、バレエ、中
国舞踊、日本舞踊、モ
ダンダンス、多様な身
体表現で綴るストーリーをお楽しみ下さい。

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

舞踊作家協会　連続公演第213回
「時空を超えて世界を巡る」

出演： 伊藤エリ、桑原麻美、鈴木恵子・鈴木彩乃、花柳奈光、
坂東箕三郎、大谷けい子　ほか
芸術監督：大谷けい子

今回踊る「内藤新宿むかし語り」

11
4
水

小林陽一＆スペシャルJJM
アートブレイキーに捧げる！ 
ジャズコンサート2020

19：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 友の会／3,500円　一般／3,800円　※当日各500円増

2000年アートブレイキーレガシ
ーコンサートで日本のジャズメッセ
ンジャーズと名づけられた小林陽
一。自己のクインテット結成44年
目にスペシャルJJMを結成。アー
トブレイキーの音楽をシャワーの
如くスイングする。

メンバー：岡崎好朗（tp）、櫻井智則
（ts）、池田雅明（tb）、三木成能（pf）、
中村健吾（b）、小林陽一（ds）

11
28
土

Fazioliピアノ40周年記念コンサート
海老彰子リサイタル

14：00、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
全席指定 友の会 ／4,500円　一般／5,000円　学生／2,500円

パリと東京を拠点に世界で活躍する、海老彰子が組んだ特別
プログラム。珠玉の変奏曲作品から、定評のあるフランス作品・
近代曲まで。昼・夜ペアチケット8,000円の販売はファツィオ
リジャパン（TEL 03-6809-3534）info@fazioli.co.jpまで

曲目（予定）：【昼の部（約 60分）】
W. A. モーツァルト／デュポールのメヌエットによる 9 つ
の変奏曲ニ長調　K.573 、L.v. ベートーヴェン／創作主題
による32の変奏曲　ハ短調WoO.80、J. ブラームス／ヘ
ンデルの主題による変奏曲とフーガ Op.24 変ロ長調
【夜の部（約 60分）】
G. フォーレ／主題と変奏 嬰ハ短調 作品 73、武満徹／雨
の樹素描 II－オリヴィエ・メシアンの追憶に、C.ドビュッシー
／ピアノのために、M. ラヴェル／夜のガスパール

助川太郎グループ

藤山大樹

小湊昭尚

土屋雄作

齋藤純一

美鵬直三朗

市川慎

川﨑翔子ⒸFumiko Tagami川﨑翔子ⒸFumiko Tagami

10
17
土

0歳から入場OK!
歌う海賊団ッ! ファミリーコンサート

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 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

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!

10
10
土

和楽器演奏集団 独楽
ー陽はまた昇るー

13：30、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／2,700円　一般／3,000円　※当日500円増

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！

桂よね吉

10
24
土

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」

14：00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

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。

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

ヴェネツィア

青木純

柴田杏里
Ⓒ土肥基之

海老彰子©武藤章海老彰子©武藤章

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

柳家さん喬

中川船番所資料館観覧券の特典付き

芭蕉記念館観覧券の特典付き
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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。
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

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！！

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
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

9/6（日） 海援隊 トーク＆ライヴ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。
※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

振替公演

振替公演

11/20（金） 19:00開演 会場　東大島文化センター　レクホール

全席自由
友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　※当日各300円増
第12回は、林家なな子と林家あずみによる二人会! い
つもの和室から、広い会場に変更しての開催です。東大
島亭でしか見られない秘密の芸があるかも・・・。お楽し
みに!
出演：林家なな子、林家あずみ（三味線漫談）

第12回東大島亭
林家なな子･林家あずみ二人会

10/15（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：春風亭正太郎

上方落語　九雀亭
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

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

◇3/23（月）に開催を予定しておりました「坂本冬美コンサート2020」公演は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を10/6（火）に延期し再発売を検討して
おりましたが中止となりました。
◇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。

44
歳以上対象

66
歳以上対象

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

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

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～

9
月

10
月

ひと

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／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増　

奈々福なないろvol.3 悲願千人斬の女 長編浪曲一挙口演

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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　

JAZZ with HAIKU 小島のり子トリオ

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　

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」

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

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～

振替公演

振替公演

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／2,800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

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

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

19：00開演　江東区文化センター　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.220
「ベートーヴェン生誕250年によす〈楽の音〉」

66
歳以上対象

昼の部13：00開演 、夜の部17：00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　昼夜通し券／5,000円　※当日各500円増

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～ 

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

舞踊作家協会 連続公演第210回 世界の昔ばなし

振替公演 66
歳以上対象

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

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

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62回ティアラこうとう定期演奏会

林家なな子 林家あずみ

桂九雀桂九雀 春風亭正太郎春風亭正太郎

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

10
月

残席わずか
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ミミヨリ情報

66
歳以上対象

44
歳以上対象

新発売
木9/10

〒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9月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号10月号は9月30日頃発送予定です。

古石場文化センター　大研修室会場

9/26
（土）

監督：伊丹十三
出演：山崎努、宮本信子

江東シネマプラザ9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
ポポに惹かれ、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。

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 1,200円　一般 1,300円（全3回分）

江東シネマプラザ

9/26（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

（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）

タンポポ　★
風のある道　■ 
戦場のメリークリスマス

9/26㈯
10/24㈯
11/28㈯

Ⓒ伊丹プロダクションⒸ伊丹プロダクション

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～ 14：00　②15：15～ 16：15
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。

「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

全席指定　友の会・一般／ 500円（2歳以下無料）
※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名様　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）

10/16 金
第17回 シビックギャラリーステージ

19：30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　どなたでも（先着50名様）　当日直接会場へ

IHI管弦楽団による、アンサンブルの夕べを開催します。作曲家や作
品について、わかりやすい解説付きです。10/25 日

第27回豊洲フェスタ
～江東区音楽家協会がおくる～
親とKidsのクラシック

午前11：00～　午後13：30～
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　入場無料　どなたでも（先着150名様）　要事前予約

豊洲フェスタの一環として行う、プロ
の演奏家による「親子で楽しむ本格的
クラシック音楽」のコンサートです。
豊洲文化センター
☎03-3536-5061

11/8 日

「いそべとし男声合唱団演奏会」
会員ご招待

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料（当選者）　ティアラ友の会会員10組20名様

男声合唱曲の名作「遥かな友に」で知られる著名な作曲家、磯部俶
先生が創設した「いそべとし男声合唱団」の演奏会に、ティアラ友の会
会員の方を10組20名ご招待します。友の会会員の皆さま、ふるって
ご参加ください。

往復はがきに住所・氏名・電話番号をご記入の上、〒135-0053 江東区
辰巳1-8-45-302 戸丸悟気付「いそべとし男声合唱団招待係」まで。
締め切り：9/30

14：00開演　※詳細3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3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」

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

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、販売いたします。
上映日当日にお問合せください。

振替公演

申込
9/10㈭
10：00～

申込
9/10㈭
10：00～

～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　大ホール
参加費：友の会／無料　一般／ 500円
定　員：40名

サロン・ドゥ・ティアラ
劇場体験 ～バレエ公演編～

ティアラこうとうの大ホールを「出演者」として体験してみましょう! バ
レエ公演を行う際に使用する舞台機構や楽屋の様子、舞台袖で行われ
ていることなど、東京シティ・バレエ団ダンサーがご案内します。

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

10/12（月）13:00～14:00（予定）

会　場：江東区文化センター　サブ・レクホール　（全席自由）
参加費：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の第２回（年
度4回実施）。第2回目は「トゥシューズ、衣裳の説明」。バレエ
特有の『トゥシューズ』を履いた動きの実演や、衣裳を実際に見
てみます。まるで浮いているように見えるダンサーの謎に迫り
ます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、定員を少
なく設けています。（15名）

解説：信田洋子（東京シティ・バレエ団）
出演：東京シティ・バレエ団

10/7（水）12:00開演

舞台に
乗って
みよう！

10/30（金）11:00～ 6
歳以上対象

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 飯守泰次郎 武藤章飯守泰次郎Ⓒ武藤章藤岡幸夫Ⓒ青柳聡

入場無料

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

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。

松本宗利音

申込み　

テーマ：

江東区音楽家協会江東区音楽家協会 本村佳子（ピアノ）五箇恵美子（語り）

新発売
木9/10

チケット発売のご案内江東区芸術提携団体

会場：サントリーホール 大ホール　全席指定
（東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅3番出口 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）より各席200円引

第340回
2021/2/13（土）
14：00開演

第341回
2021/3/26（金）
19：00開演

第339回
2021/1/29（金）
19：00開演

指揮：藤岡幸夫（首席客演指揮者）
サクソフォン：須川展也
合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：藤丸崇浩）
曲目／ウォルトン：「スピットファイア」より前奏曲とフーガ
菅野祐悟：サクソフォン協奏曲（仮題・須川展也委嘱作品・世界初演）
ホルスト：組曲「惑星」作品32

指揮：高関健（常任指揮者）
ソプラノ：中江早希　メゾ・ソプラノ：加納悦子
テノール：笛田博昭　バリトン：青山貴
合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：藤丸崇浩）
曲目／ヴェルディ：レクイエム

指揮：飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）
ピアノ：亀井聖矢
曲目／チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 作品64　ほか

申込み

今月の「アーティストグッズプレゼント」はお休みとさせていただきます。

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエレクチャー

信田洋子 東京シティ・バレエ団

出演／
〈バレエ〉東京シティ・バレエ団
出演：石井日奈子、且股治奈、栄木耀瑠　解説：安達悦子

〈オーケストラ〉東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団メンバー
解説：志田明子


