
歌は 歌えば 詩になっていく　友部正人・おおはた雄一
ティアラ・クラシックス2021　青木智哉ピアノコンサート
ティアラこうとう アートシネマ上映会2021　オペレッタ映画「ウィーン気質」

今月の先行予約公演NEW
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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
12/9水

新発売
木12/10

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／ 800円　一般／ 1,000円　
小学生以下／ 500円　※4歳以上要チケット

全席自由

第14回　江東バンドFESTIVAL
粋でイナセないいバンド！
予選を勝ち抜いた15組のバンドが演奏

とパフォーマンスを競う江東バンド
FESTIVAL。ジャンル、年代問わず多彩な
バンドが勢ぞろい！今年のグランプリはど
のバンドの手に？

14：00開演　江東区文化センター　ホール

14
日

2

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214回 
「バレンタイン・スペシャル・コンサート」
パリからピアニストSimonAdda-Reyss（シモン・アダレイ）を招聘します。美しいピアノとダンスの

コラボをお楽しみください。

16：00開演　ティアラこうとう　小ホール

14
日

2

出演（予定）：都笑亭レギュラーメンバー
ゲスト：春風亭一朝

第一部：小象ババールのお話　
第二部：愛の時間
出演：森嘉子、ウタコ、小島直子、

桑原麻実、本田陽子、
前田一実　 ほか

芸術監督：森嘉子、雑賀淑子

ゲスト出演：フラワーズ（第13回グランプリ）

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
友の会／900円　一般／1,000円　※当日一律1,500円全席自由

2
19

「イッチョウ懸命頑張ります！」
年に一度の都笑亭スペシャルは春風亭一朝師匠をお招きし

ます。
継承する5代目柳朝師匠譲りの江戸前本寸法をぜひ御期
待・お愉しみください。

金

東京音楽大学ピアノ演奏家コース在学中から日本各地での演奏を行い、2016年ピアノトリオ
「ザ・フレッシュメン」としてデビューした青木智哉。
幼少期からディズニーを愛している彼が、名曲たちを自身の編曲でお届けするコンサート。
ディズニー好きの彼ならではの演出やトークはもちろん、クラシックで培った技術と感性によっ
て繰り広げられる、壮大なディズニーの世界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

2
13
土

ティアラ・クラシックス2021
青木智哉ピアノコンサート～ディズニーの世界～

友の会／3,600円　一般／4,000円　親子割引／5,000円（大人と小学生以下のこども1名）全席指定

出演：青木智哉（ピアノ）
曲目：美女と野獣、ホール・ニュー・ワールド、僕の願い、パート・オブ・ユア・ワールド、

プーさんのハニーハント、花のワルツ、ハンガリー狂詩曲第2番　ほか

13
土

2

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

言葉にできない言葉と言葉の間を表現で
きるミュージシャンの詩（うた）を聴き、ひら
めきや考えが浮かんだり、何かやろうという
気持ちを起こさせるそんなステージです。

歌は 歌えば 詩になっていく　友部正人・おおはた雄一

出演：友部正人（ボーカル、ギター）
おおはた雄一（ボーカル、ギター）
芳垣安洋（パーカッション）
伊賀航（ベース）

指揮：アントン・バウリク　
演奏：クルト・グラウンケ管弦楽団
出演：インゲボルグ・ハルシュタイン、ルネ・コロ、ダグ
マール・コラー　ほか
1971年/ドイツ映画/ドイツ語/カラー /日本語字幕付き/101分

11：00、14：00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／2,300円　一般／2,500円
※当日各400円増、入替制

全席自由

3
13

シュトラウス・メロディーが満載の傑作オペレッ
タを映画化！誰もが知るワルツやポルカの名曲に乗
せて贈る、大人の恋の物語！

土

ティアラこうとう アートシネマ上映会2021
オペレッタ映画「ウィーン気質」

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 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。
❺ 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。
❻ 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。
❼ その他 入退場時はお客様同士の間隔を空けてのご移動をお願いいたします。また、その他感染防止措置にご協力ください。

※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いたしますので、ご確認ください。

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

友部正人 おおはた雄一 伊賀航芳垣安洋

フラワーズ（第13回グランプリ受賞バンド）

友の会／一般　各500円　※4面イベントタイムスケジュールもご覧ください。全席自由

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト
弾く・吹く・打つ　まるごと体験・ニッポンの音！
知っ得、納得、日本の伝統楽器
江東区文化センターが

おおくりする、伝統芸能
まるわかリイベント。
今年は「日本の伝統音
楽」がテーマ！聴いて、見
て、触れて、ニッポンの音
楽と楽器があなたにグッと近づきます！知っているようで知らない
日本の伝統音楽を、第一線で活躍している演奏家の皆さんが、
さまざまな角度から楽しくわかりやすくお伝えします。

①13:00③15:00開演　江東区文化センター　談話ロビー　②14:00④16:00開演　江東区文化センター　レクホール
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2

芳村伊十冶郎 田中奈央一 秋吉沙羅

若獅子会

春風亭一朝

寄席 
都笑亭Vol.129スペシャル

出演：柳家さん喬

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
友の会／3,300円　一般／3,800円全席指定

2
12

古典落語の名手「柳家さん喬」。人情噺と言えばさん喬と称
賛され、円熟した高座にファンは増加の一途。紫綬褒章の貫禄
か、ますます磨きのかかった至芸は観るものを魅了します。

金

柳家さん喬

THE 伝統芸能
柳家さん喬独演会

小象ババールのお話

シモン・アダレイ
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ティアラマンスリーコンサートVol.223
「バレンタインコンサート愛の調べ“第2章”」

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

チョコレートの代わりに愛をこめて甘い音楽をお届けし
ます。

1
12
火

福間洸太朗ピアノリサイタル

14：00、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
全席指定 友の会／3,000円　一般／3,500円

豊洲シビックセンターホールのピアノ“FAZIOLI”に、また新しい
風を吹き込むアーティストが登場します。映画「蜜蜂と遠雷」でピア
ノ演奏を担当し、フィギュアスケートや
パリ・オペラ座バレエ団とのコラボなど、
様々な分野で活躍する福間洸太朗。今
回のリサイタルでは、誰もが聴きなじ
みのある曲や福間氏本人によるこだわ
り抜いた選曲で、幅広い楽曲をお聴き
いただきます。福間洸太朗の魅力溢れ
る世界をお楽しみください。
出演：福間洸太朗（ピアノ）、池田卓夫（朗読「ファウスト博士」）
曲目（予定）：バッハ／コラール『主よ、人の望みの喜びよ』、トーマス・マン／『ファ
ウスト博士』第 8章から、ベートーヴェン／ソナタ第 32番ハ短調 Op.111　ほか

2
7
日

竜馬四重奏LIVE2021
～YELL～

15：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／5,400円　一般／6,000円

ほぼ1年ぶりにお客様をお
迎えして行うホール公演とな
ります。
初披露となる新曲の発表も

予定され、高まる期待と意気
込みのなか、会場に来てくだ
さるファンのみなさんと、ステ
ージ上の4人が持ち得るすべ
ての熱量で作るこの公演が、
みなさんの心をひとつ前に進
めることができますように。

1
7
木

12：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会・一般／500円

曲目（予定）：ワーグナー／歌劇「ローエングリン」より第 3幕への
前奏曲、モンティ／チャルダッシュ、大島ミチル／風笛　ほか
出演：須東裕基（クラリネット）、皆神陽太（ファゴット）、目等貴士
（パーカッション）、吉武由夏（ヴァイオリン）、瀬野恒（コントラバス）

1
15
金

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

18：30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　

学生／3,000円（高校生以下）　※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。

出演：熱帯 JAZZ楽団／スペシャルゲスト：CHAKA（Vo）

1
9
土

花岡詠二　
新春室内楽＆スイングコンサート

15：30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

出演：花岡詠二スヰング・ショッツ、アンサンブル・ダ・コーエ
曲目（予定）：美しく青きドナウ、ラデツキー行進曲、モーツァルト・
ディベルティメント、ス・ワンダフル、小さな花、浜辺の歌、春の小
川　ほか

懐かしい日本歌曲＆スイング、nostalgicなひとときを！

ティアラ・ワンコイン・コンサート2021
東京シティ・フィルの“らじおけ。” 
公開収録！

1
23
土

24
日

23日17:00、24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7,200円、S席5,400円、A席3,600円　

一　般／SS席8,000円、S席6,000円、A席4,000円
※当日学生席2,000円（高校生以上25歳以下の学生対象。当日残席のある場合のみ販売。）

東京シティ・バレエ団
「ウヴェ・ショルツ・セレクションⅡ」

プログラム：『Octet』、『Air!』、『天地創造』よりパ・ド・ドゥ
主な出演（予定）： 佐合萌香、中森理恵、清水愛恵、キム・セジョン、
玉浦誠、福田建太、吉留諒

出演：今村やよい（ソプラノ）、林晶子（ソプラノ）、川口暁子（フ
ルート）、宇賀神朋子（ヴァイオリン）、鶴岡亜紀（ピアノ）
曲目：エルガー作曲「愛の挨拶」、クライスラー作曲「愛の喜び」
「愛の悲しみ」、ゴーベール作曲「ロマンス1908」、小林秀雄作曲
「すてきな春に」、カッチーニ作曲「翼を持つ愛の神よ」　ほか

2
11
木祝

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,400円　一般／6,000円

５５年分の歌の中から、大切
な歌を大きな花束にして、皆さ
んに聴いていただけるようにプ
ログラムを作りました。
テーマは「未来への詩」。過

去から贈られた歌を未来に届け
られるように。

出演：加藤登紀子
曲目（予定）：百万本のバラ、時には昔の話を、知床旅情、愛の讃歌、
未来への詩（うた） ほか

指揮：ベルト・グルント
演奏：クルト・グラウンケ管弦楽団
出演：アンナ・モッフォ、ルネ・コロ、ダグマール・コラー　ほか
1971 ／ドイツ映画／ドイツ語／カラー／日本語字幕付き／ 101分

2
20
土

21
日

マタイ受難曲2021
－人は嘘をつく－

20日18：00、21日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／4,300円　一般／4,800円　※当日500円増

コロナ禍の現代において「人は嘘
をつく」ことをテーマにクラシックの
大曲「マタイ受難曲」を換骨奪胎、今
人類が向かい合っているウイルスと、
人と神の存在をテーマにストーリー
を展開。エヴァンゲリスト役には歌手
ではなく役者を配し、ジャズやポップ
ス、様々なジャンルの歌手とプレイ
ヤーによるバッハへのオマージュ。
出演：shezoo（シズ／企画・編曲・音楽監督）、石川真奈美（歌）、
松本泰子（歌）、行川さをり（歌）、田中邦和（サックス）、佐藤
桃（チューバ）、西田夏奈子（語り）、千賀由紀子（語り）　ほか
曲目：バッハ／マタイ受難曲

2
20
土

ティアラこうとう アートシネマ上映会2021
オペレッタ映画
「チャールダーシュの女王」

11：00、14：00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

※当日各400円増、入替制

カールマン作曲の名作オペ
レッタを完全映画化。青年貴
族（ルネ・コロ）と踊り子（アン
ナ・モッフォ）の許されざる恋
の物語を舞曲に乗せて描く。

2013年、ティアラこうとうで
の『ベートーヴェン交響曲第7
番』日本初演以降、「NHKバレエ
の饗宴」で放送され話題となり、
当団のレパートリーとしても絶大
な人気を誇る「ウヴェ・ショルツ」作品。この度ついに新たな作品を加え、
再び衝撃と感動をお届けします。「目で見る音楽」と称されるシンフォニ
ック・バレエで跳躍するダンサーたちを、是非劇場でご覧ください。

左より、今村やよい、林晶子、川口暁子、宇賀神朋子、鶴岡亜紀

レインボータウンFM
で放送中のラジオ番組
「東京シティ・フィルの“ら
じおけ。”」のメンバーが
ティアラ・ワンコイン・
コンサートに登場！何でも
アリな番組の雰囲気をそ
のままに、「楽しいトーク」
と「メンバーがアレンジした名曲の数々」をお届けします。

曲目（予定）：YAMATO、花は咲く、Oriental Bird　 ほか

完売御礼

©Marc Bouhiron

振替公演 1
16
土

白石加代子「百物語」
アンコール公演第三弾

16：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

白石加代子の朗読劇アンコール公演
第三弾がカメリアホールに登場します。
（本人談）「九十九話を語り終えて、当初
は肩の荷がおりて、すっきりしたのだけ
れど、時を経て次第に、まるで愛を失っ
たかのような想いに襲われたの。」
そしてアンコール公演が始まった。
伝説の第一夜の作品を含む四作品を

お届けします。

演目： 夢枕獏「ちょうちんが割れた話」、筒井康隆「如菩薩団」、
半村良「箪笥」、和田誠「おさる日記」
構成・演出：鴨下信一　出演：白石加代子

「箪笥」

2018年『Octet』Ⓒ鹿摩隆司

1
24
日

タケカワユキヒデ スペシャル・ソロ・ライブ
 ～ゲスト：杉真理～

16：30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円　江東区民／4,800円

『ガンダーラ』『モンキ
ーマジック』『ビューティフ
ル ネ ー ム』『銀 河 鉄 道
999』等の大ヒットを生ん
だタケカワユキヒデのス
ペシャルライブ。ゴダイゴ
の名曲はもちろん、ゲスト
に『ウイスキーが、お好き
でしょ』でお馴染みの杉真理を招き、ビートルズ・ナンバーも
演奏します。贅沢なライブをお楽しみください。
曲目（予定）：ゴダイゴ／ガンダーラ、モンキーマジック、ビューティ
フルネーム、銀河鉄道 999
杉真理／ウイスキーがお好きでしょ　ほか

タケカワユキヒデ 杉真理

竜馬四重奏

加藤登紀子コンサート2021 
未来への詩（うた）

加藤登紀子

shezoo

12
19
土

オーケストラwithバレエ
～「くるみ割り人形」組曲～

15:00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　江東区民／3,800円

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
団によるクリスマスプ
レゼント！ 今だからこそ
ご覧いただける、特別編成による「くるみ割り
人形」をお届けします。
指揮：井田勝大　
演出・振付：石井清子
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
バレエ：東京シティ・バレエ団
曲目：ドリーブ／バレエ音楽「シルヴィア」組曲 （オーケストラのみ）、チャイ
コフスキー／バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲（オーケストラwith バレエ）

東京シティ･バレエ団

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

12
20
日

ずばり!! 
クラシック名曲コンサートVol.3

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／2,250円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

題名の通りクラシック音楽の名曲の数々を集めた公演! クラシッ
ク音楽に詳しくない方、大歓迎です! NHKテレビ「ららら♪クラシッ
ク」で長年司会を務めた、作曲家・ピアニストの加羽沢美濃が楽し
いトークとともにご案内します。実力派キャストによる演奏を贅沢に
聴ける、クラシック・ファンも満足していただけるプログラムです。

出演：加羽沢美濃（司会・作曲家）、長谷川陽子（チェロ）、波多江史朗（サック
ス）、奥村愛（ヴァイオリン）、米津真浩（ピアノ）、山田姉妹（ソプラノ・デュオ）
曲目（予定）：ベートーヴェン／月光、チャイコフスキー／アンダンテ・カンター
ビレ、ビゼー／カルメンファンタジー 、モーツァルト／夜の女王のアリア　ほか

加羽沢美濃
奥村愛
ⒸWataru+Nishida

長谷川陽子
ⒸHideki Shiozawa 波多江史朗 山田姉妹米津真浩

1
30
土

31
日

ニューイヤー　江東オペラ
ガラコンサートin豊洲

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
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

江東オペラのソリストと合唱団がオペラの名合唱曲と
名アリアの数々を皆さんにお届けします。

指揮：伊藤馨、土師雅人　
演奏：江東オペラ合唱団、シビックアンサンブル

昨年度公演の様子

残席わずか
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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）

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

ご好評につき次の公演は完売いたしました。
●ティアラマンスリーコンサートVol.222
 「篠﨑由美子プロデュース　名渡山遼　ウクレレコンサートinティアラこうとう」(12/4）
●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（12/12）
●カントリー＆ウエスタン　I SAW THE LIGHT Vol.50（12/13）
●春風亭小朝プロデュース 新春寄席　松鯉・小朝・ナイツ（1/9）
●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（2/20)
●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（3/6）

落語公演情報
シリーズ！！

12
月 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211回　春待公演
19:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由　友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／3,000円　

3回セット券:一般／10,000円　学生／7,500円

さくら弦楽四重奏団2020　～ベートーヴェン生誕250周年記念～

1
月

残席わずか

振替公演

振替公演

66
歳以上対象

13：45、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／3,200円　一般／3,500円　※当日各500円増　

津軽三味線　脩一朗＆大地　～和の真髄～

66
歳以上対象

18：30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　

東京ブラスソサエティ　第48回クリスマスコンサート

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／3,150円　一般／3,500円　※当日各500円増

新春邦楽 和っしょい　其の10

66
歳以上対象

9日16：00、10日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／3,150円　一般／3,500円　学生／2,000円

Advanced Choreography vol.2
アドバンスト・コレオグラフィ　コンピュータによる新しい動きの探求! 

66
歳以上対象

66
歳以上対象

11：00、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　※当日各400円増、入替制

ティアラこうとう アートシネマ上映会2021　オペレッタ映画「こうもり」

66
歳以上対象

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

江東フィルハーモニー管弦楽団　第21回定期演奏会

春風亭一之輔

1/17（日） 13:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室
全席自由　
友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円
※当日各300円増
2021年は豪華な初笑いでスタート。人気落語家・春風亭一之輔をゲストに
迎えるもんすたぁずスペシャル公演をどうぞお見逃しなく！！
出演：春風亭一之輔、古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

新春寄席
RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演

12/6（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

12/4（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）：河内家るぱん　ほか

寄席 都笑亭 vol.128

12/10（木） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

1/12（火） 19:15開演

1/16（土） 14:00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：古今亭志ん吉（12/10（木））　三遊亭ふう丈（1/12（火））

上方落語　九雀亭

古今亭志ん吉桂九雀 三遊亭ふう丈

会場　東大島文化センター　第1和室

第13回東大島亭　
林家けい木・立川志の太郎二人会

林家けい木 立川志の太郎

※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。
※公演ごとに指定された各種割引をご希望のお客様につきましては、チケットご予約
の際にチケット取り扱い館までお問合せください。（インターネットからのクレジット
カード決済では適用できません。ご了承ください。）

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212回
「心に微笑を」今こそ守る日本文化の灯

15：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定　友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各３００円増

〈西山健治プロデュース〉
「クリスマス　ジャズコンサート」～日本ジャズ界の巨匠たちをお迎えして～

18：30開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定　友の会／1,800円　一般／2,000円

素浄瑠璃の会 
帰ってきた「浄瑠璃解体新書」　奥州安達原　袖萩祭文の段

66
歳以上対象 完売情報

66
歳以上対象

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
全席自由　友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円

Fazioliピアノ　４０周年記念コンサート
石井克典　ピアノリサイタル

おうしゅうあだちがはら そではぎさいもん

14：00、17：00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

高石ともや　年忘れコンサート2020 66
歳以上対象

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『東大島亭』。第13回は、1年ぶりの出演と
なる林家けい木と立川志の太郎による二人会！若手実力派の落語を趣
のある和室でお楽しみください。（全席椅子席）
出演：林家けい木、立川志の太郎

第341回
2021/3/26（金）
19：00開演

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339回
2021/1/29（金）
19：00開演

第340回
2021/2/13（土）
14：00開演

指揮：飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）
ピアノ：亀井聖矢  
曲目／モーツァルト：歌劇「劇場支配人」K.486序曲
ショパン：ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調作品11
チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 作品64
指揮：藤岡幸夫(首席客演指揮者）
サクソフォン：須川展也
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） 
曲目/ヴェルディ :レクイエムが予定されていましたが、「クラ
シック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン」等に鑑み、公演内容が変更となります。曲目は
現在調整中です。

66
歳以上対象

藤岡幸夫Ⓒ青柳聡飯守泰次郎Ⓒ金子力 高関健ⒸStasLevshi



Premium

①特選落語会　柳家さん喬独演会
（9/26 江東区文化センター　ホール）
サイン入り色紙　2枚

ミミヨリ情報

44
歳以上対象

ティアラ友の会会員及び
東京シティ・フィル各種会員の方

新発売
木12/10

〒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12月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号1月号は12月28日頃発送予定です。

『東京物語』Ⓒ1953_松竹株式会社『東京物語』Ⓒ1953_松竹株式会社

『つぐみ』Ⓒ1990_松竹株式会社『つぐみ』Ⓒ1990_松竹株式会社中嶋朋子中嶋朋子

第6研修室から奏でるMyコンサートスペシャル
AHO 2021特別演奏会

全席自由　入場無料　どなたでも　要事前予約

1999年に京都で生まれた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
に掲げ活動してきました。現在は主に東京で活動中。
早く人々が世界を往来できる日常に戻ることを願い、
世界各国の音楽をホルンアンサンブルでお届けします。
今回の「6研コンサート」は、レクホールへ会場を変

更し、スペシャルヴァージョンとしておおくりします。
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、世界の映画音楽より

12/6 日

プロムナードコンサート　
第1200回記念コンサート

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由　入場無料　当日直接会場へ

江東区文化センター2階談話ロビー
において、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が第
1200回を迎え、記念コンサートをホ
ールに会場を移し、開催します。たっぷ
りクラシック音楽をお楽しみください。
出演：江東区音楽家協会会員
曲目（予定）：ショパン／英雄ポロネーズ　ほか

3/6 土

【ご招待】舞踊作家協会連続公演第215回　
親子で楽しむ創作ダンス鑑賞 踊る絵本公演

16：00、18：00開演　ティアラこうとう　小ホール

2/7 日 15：00開演　東大島文化センター　レクホール

全席自由　各公演につき親子5組10名様
子どもも、大人も、楽しめる絵本。その絵本からダンスがあふ

れ出す！絵本をテーマにした創作ダンスを親子で楽しめる。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ともに、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？

12/20 日

第18回シビックギャラリーステージ　
江東区音楽家協会が贈る♪
Merry Merry Christmas 2020　

14：00開演　豊洲文化センター　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

江東区音楽家協会による「クリスマスコン
サート」です。誰でもが楽しめるようなクリス
マスらしい曲をお届けします。
曲目（予定）:マリアの子守歌、グノーのアヴェマリア、
映画「アナと雪の女王」よりレット・イット・ゴー　ほか

申込
12/10㈭

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

第４回（今年度4回実施）のテーマは「バ
レエ作品（種類等）について」。
バレエと言えど、クラシック作品（『白鳥の
湖』や『くるみ割り人形』など）から、コン
テンポラリー作品まで、幅広い種類があ
ります。クラシックの形式的な特徴や、コ
ンテンポラリーの振付家それぞれの色な
ど、解説します。最後には『グラン・パ・ド・
ドゥ』（クラシックバレエの形式。作品の重
要な見せ場。）の実演も予定してい
ます。※内容は変更となる場合が
あります。
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

2/24 （水）12:00開演

プロムナードコンサートよりプロムナードコンサートより

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

往復はがきに希望時間・住所・氏名・電話番号を記入のうえ、下記までご応募ください。
〒135-0002　江東区住吉2-28-36ティアラこうとう「踊る絵本」係まで
〆切12/31消印有効
※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。（応募はおひとり様1回限り）

申込み

東大島文化センター　☎03-3681-6331申込み

古石場文化センター　☎03-5620-0224申込み

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〉12/28（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。

①

古石場文化センター　大研修室会場

江東シネマフェスティバル 江東シネマフェスティバル 

深川が生んだ世界の巨匠・
小津安二郎監督にちなんだ
映画祭です。小津監督の代表
作『東京物語』や小津監督へ
のオマージュも見逃せない名
匠・山田洋次監督の『東京家
族』など、幅広く名作・傑作を
上映。ゲストトークや活動弁
士付きの上映回もあります。
映画納めは「シネフェス」で！

※当日各200円増、障害者は1回券より200円引
※『ピーターラビット』小・中学生100円（未就学児ひざ上の場合は無料、
席を利用する場合は100円）

※12/12(土)の1日券は完売いたしました。

※音声ガイドはイヤホン付小型FMラジオをご持参いただければどなたでもご利用で
きます。お持ちでない方はご相談ください。

◎上映終了後、ギャラリートークと展示解説あり（チケット購入者のみ先着30名・要申込）。

【関連イベント】（入場無料）
開催中～2/5（金）
　小津安二郎紹介展示コーナー特別展
　築山秀夫コレクション「原節子と小津映画－原節子生誕100年記念－」
12/12(土)・13（日)11:00～15:30「こども映画教室」制作作品上映

『忠魂義烈　実録忠臣蔵』【フィルム上映】
監督：マキノ省三　出演：伊井蓉峰　（活動弁士：澤登翠）
『ピーターラビット』（日本語吹き替え）実写CG
監督：ウィル・グラック　声の出演：千葉雄大、渋谷はるか

11：00

13：30

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/5（土）

『東京物語』【フィルム上映】（※音声ガイド付）
監督：小津安二郎　出演：笠智衆、東山千栄子、原節子

『羅生門』【フィルム上映】優秀映画鑑賞推進事業
監督：黒澤明　出演：三船敏郎、京マチ子、志村喬

★『東京家族』【フィルム上映】
監督：山田洋次　出演：橋爪功、吉行和子、中嶋朋子
ゲスト：中嶋朋子（俳優）、司会：笠井信輔（フリーアナウンサー）

10：00

13：00

16：30

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/12（土）

『わが青春に悔なし』【フィルム上映】優秀映画鑑賞推進事業
監督：黒澤明　出演：原節子、藤田進、大河内伝次郎

『つぐみ』【フィルム上映】
監督：市川準　出演：牧瀬里穂、中嶋朋子、真田広之

★◎『麦秋』【フィルム上映】（※音声ガイド付）
監督：小津安二郎　出演：原節子、笠智衆、淡島千景
ゲスト：築山秀夫（全国小津安二郎ネットワーク副会長、長野県立大学教授）
上映前特別講演「麦秋と原節子」

10：00

12：30

15：35

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/13（日）

1回券（トーク付き）★

1日券（12/13)

友の会／700円　一般／800円
1回券（トークなし） 友の会／450円　一般／500円

友の会・一般／1,300円 全席
自由

中嶋朋子（俳優）さんがゲストトークに
オールフィルム上映（「ピーターラビット」除く）

東京シティ･フィル
プレミアム公開リハーサル

1 （水）
ティアラこうとう　大ホール

　東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者の飯守泰次郎が指
揮する、第339回定期演奏会の直前リハーサルです。今回
は友の会会員様及び東京シティ・フィル各種会員様限定
で通常公演より長めの公開を
いたします！
　同封のご招待状をご持参
の上、直接会場にお越しくだ
さい。

ⓒ金子力

27
対象

ティアラこうとうチケットサービス　
☎ 03-5624-3333

Invitation

問合せ

12：00開演
全席自由

入場
無料

信田洋子

第1回の様子

日本の伝統楽器に注目し、吹き物・弾き物・打ち物（管弦打楽器）の演奏と体験をお楽しみいただ
きます。第一線で活躍中の演奏家によるカッコイイ演奏と、わかりやすく面白いお話しが盛りだくさ
ん！伝統音楽の“なるほど！”をたっぷりお伝えします。※一面とあわせてご覧ください。

談話ロビー（弾く）

談話ロビー（吹く）

レクホール（フィナーレ）

レクホール（打つ）

出演：小湊昭尚(尺八）、秋吉沙羅（篠笛)

13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00
③弾き物コーナー

定員80名まで／参加費500円

④フィナーレ～ニッポンの音色を未来へ～
定員80名まで／参加費500円

②打ち物コーナー
定員80名まで／参加費500円

①吹き物コーナー
定員80名まで／参加費500円

打ち物体験
定員１０名

吹き物体験 キャッパチくん作り
定員１０名

弾き物体験
定員１０名

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト

知っ得、納得、日本の伝統楽器
弾く・吹く・打つ　まるごと体験・ニッポンの音！ 

※体験は演奏チケットをお求めの方のみご参加いただけます。（各回先着10名まで）　※演奏と体験は開催時間が重なっているものがございます。お申し込みの際はご注意ください。

申込み 江東区文化センター☎：03-3644-8111

2021 2/11（木祝） 13：00開演　江東区文化センター
イベントを締めくくる、フィナーレライブ。
気鋭の若手演奏者によるカッコイイ邦楽！伝統を受け継ぎ、未来へ向かう和楽器と邦楽の可能性をたっぷりお聴か
せします。
出演：小湊昭尚(尺八）、秋吉沙羅（篠笛)、小山豊（津軽三味線）、大多和正樹（太鼓）

①吹き物コーナー

出演：邦楽囃子方集団 若獅子会②打ち物コーナー

出演：芳村伊十冶郎（長唄三味線）、岡本宮之助（新内三味線）
　　　田中奈央一（箏曲）、田辺銀冶（講談師 進行）

③弾き物コーナー

④フィナーレ～ニッポンの音色を未来へ～

完売御礼


