
かめいどらぼ２０２１　朗読劇「ブンナよ、木からおりてこい」　水上勉 作
ココロにうるおい特別コンサート　大萩康司ギターリサイタル
シリーズ第９弾！　江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～同窓会篇～」
木村大 ギターコンサート Vol.５　木村大×沖仁　４seasons
島津亜矢　歌怪獣襲来ツアー 2021
殺しのリハーサル

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
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新発売
日1/10

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／ 1,500円　一般／ 2,000 円全席指定

ココロにうるおい特別コンサート
大萩康司ギターリサイタル

島津亜矢　
歌怪獣襲来ツアー2021　

「新しい日常」としての、舞台やコンサートが少しずつ開
催されるようになりました。豊洲文化センターでは「私たち
が今できること」を合言葉に、皆様に様々な芸術文化を提
供していきたいと考えています。
今回は「ココロにうるおい」と題し、このコンサートの趣
旨にご賛同いただいたギタリストの大萩康司さんをお呼び
しました。響き渡るクラシックギターの音色と温かみのある
トークで、ゆったりと音楽をお楽しみください。
※演奏時間は約60分（休憩あり）

14：00、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

3
水

3

友の会／ 900円　一般／ 1,000円全席指定

豊洲ソロクラシックアーティスト支援事業　
第１回スプリング
クラシックコンサート
江東区を活動の拠点とするアーティストの発掘と支援を目的としたコンサート。13歳以上

のソロクラシックアーティストを対象に出演者を公募。東京シティ・フィルハーモニック管弦楽
団が審査を行い、応募者23名の中から6名の出演者が決まりました。楽器や声楽など、いろん
な音が楽しめるコンサートです。それぞれの演奏者の魅力あふれる演奏をお楽しみください。

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

20
土祝

3

出演：りか（ボーカル・ウクレレ）、大橋祐子（ピ
アノ）、菊田茂伸（ベース）
曲目(予定)：カモンナマイハウス、テネシー・ワ
ルツ、買い物ブギー、ひょっこりひょうたん島、り
かオリジナル曲

出演：中野亜維里（ソプラノ）、吉野和かな（ピアノ）、友光曜子（メゾ・
ソプラノ）、衛藤理子（ヴィオラ）、宙子（ソプラノ）、伊藤順一（ピアノ）
曲目：プッチーニ／歌劇「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さま”、フランツ・リスト／スペイン狂詩曲（スペ
インのフォリアとホタ・アラゴネーサ）S.254 R.90、ジョルジュ・ビゼー／歌劇「カルメン」より“ハバネラ”（恋
は野の鳥）、クラーク／ヴィオラソナタ、マスカーニ／アヴェ・マリア、ショパン/バラード第2番 作品38 ほか 15：00開演　森下文化センター　多目的ホール

友の会／1,400円　一般／1,500円
※当日各200円増

全席指定
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28

ウクレレの弾き語りスタイルで、楽しく懐か
しい昭和歌謡の世界へ誘います。江利チエミの
ＪＡＺＺ、笠置シヅ子のブギウギで元気が出ます。

日

13
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14：30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　※当日各500円増

毎年大好評となっているクラシックギター界のプリンス“木村大”シリ
ーズの5回目は日本が誇るフラメンコ・ギタリストの沖仁と共演！
クラシックとフラメンコ　両雄の競演。
「四季」の風が吹き抜けるスーパーギターセッション！！

木村大 ギターコンサート Vol.５
木村大×沖仁 ４seasons

出演：木村大（ギター）、沖仁（ギター）
曲目（予定）：ヴィヴァルディ「四季」より４seasons～、タルレガ／涙（ラグリマ）、
宮沢賢治／星めぐりの歌　ほか

11：30、15：30開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／S席6,120円　Ａ席4,500円　
一　般／S席6,800円　Ａ席5,000円

全席指定

4
3

幼少の頃より数々のグランプリを手にした演歌
の申し子。ステージでは演歌のみならず洋楽・Jポ
ップと抜群の歌唱センスを披露！

土

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

島津亜矢

出演者9人

沖仁木村大

りか 大橋祐子 菊田茂伸

柳家小三治

伊藤順一

衛藤理子友光曜子

中野亜維里

宙子

吉野和かな

柳家小里ん
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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／4,050円　一般／4,500円　小学生以下／2,300円 ※本公演は感染防止対策を十分取った上で全席着席となりますのでご了承ください。

歌・コント・喜劇あり‼山口弘和氏（コント山
口君と竹田君）の特別書下ろしシリーズ第９弾の
「亀戸駅裏旅館」。昨年度、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、ご披露できなかった待
望の「亀戸駅裏旅館」が、お目見えします。
「亀戸駅裏旅館」で起きる大騒動！笑って、泣
いて、下町人情にあふれる喜劇をたっぷりお楽
しみください。昨年度、公募で選ばれた区民出演の方々も大活躍します!　

シリーズ第９弾！
江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～同窓会篇～」

出演：コント山口君と竹田君、テツandトモ、カンカラ、俵山栄子、押田佐代子、花原あんり、区民出演者

コント山口君と竹田君

ⒸSHIMON SEKIYA

テツandトモ カンカラ

友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円　シニア（60歳以上）／ 3,800円　※当日各200円増全席指定

砂町文化亭
柳家小三治・柳家小里ん二人会
砂町文化センターの大人気落語会を、今回はティア

ラこうとうでソーシャルディスタンスを確保して行い
ます。人気・実力ともに当代随一の小三治師匠、その
芸はまさに円熟の域にあります。重要無形文化財保
持者（人間国宝）である小三治師匠の古典落語の妙
味と、柳派の滑稽落語の世界を大事にし、廓噺に造詣
が深く当代一の妙手と称される小里ん師匠との二人
会をお楽しみください。

19:00開演　ティアラこうとう　大ホール
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金
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新春下町ライブ　
ウクレレ片手に昭和スウィング～懐かしの昭和歌謡～

作：水上勉　演出：齊藤理恵子（劇団青年座）　
出演：オーディション合格者（50音順）・荒井ぶん、伊藤啓子、
五藤卓哉、竹内笙子、永久夢乃、原則子、本多明子、ムラ、望月清香
ボランティアスタッフ：蒼井あん、山口悦子

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会・一般／1,000円全席指定

2
21

亀戸文化センター開館当初から行っている、参加型舞台公演「かめいどら
ぼ」。今年は、新たに劇団青年座に脚本構成・演出をお願いし、その劇団青年
座が舞台化した作品であり代表作の『ブンナよ、木からおりてこい』を朗読劇
でお届けします。弱肉強食の自然界の中で生きるために、壮絶な闘いを繰り
広げる小動物たち。さて、どんな新しい舞台になるのでしょうか。お楽しみに!

日

かめいどらぼ２０２１
朗読劇「ブンナよ、木からおりてこい」
水上勉 作 
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殺しのリハーサル

13：00、17：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,800円　一般／5,300円

「刑事コロンボ」の原作者として知られる作家、レビンソン&リンクが、
1982年、TV映画として書き下ろした知る人ぞ知る最高傑作‼
日本でもＮＨＫで放映され大きな反響を呼びました。物語の舞台は「劇

場」、実力派俳優たちが繰り広げる白熱のバックステージ物語、珠玉の人
間ドラマ。ミステリーの醍醐味、衝撃のクライマックス！心地よく騙され
た快感に胸躍るミステリーファンを魅了してやまない圧巻の舞台です。

3
29
月

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」

18：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／3,150円　一般／3,500円

この愛　美しい花の香のようにあ
なたの心へ「あったかいんだからコン
サート第4弾」。期待の若手歌手と共
にバラエティに富んだ歌の世界へ誘
います。どうぞお楽しみください。　

出演：穂積磨矢子（ソプラノ）、下川慶子（ソプラノ）、中原沙織（ソプ
ラノ）、佐藤圭（テノール）、松原悠馬（テノール）、川井彩子（ピアノ）
曲目：歌劇「蝶々夫人」より「ある晴れた日に」、「椿姫」、「リゴレット」、
「さくらさくら」　ほか　※曲目が変更になる場合もございます。

2
14
日

第14回　江東バンドFESTIVAL
粋でイナセないいバンド！

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 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

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？

3
28
日

14：00開演　古石場文化センター　大研修室
全席自由 友の会・中学生以下／1,000円　一般・大学・高校生／1,500円　

※当日一般500円増、大学･高校生100円増

2
11
木祝

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

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
全席自由 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。

江東区文化センターがおおくりする、伝統芸能まるわかりイ
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。

3
26
金

27
土

28
日

26日19：00、27日14：00、19：00、28日14：00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　※当日各500円増　

中学・高校生／2,000円　小学生以下／1,500円

義理と人情を縦糸に、人間のおかしさと哀しさを横糸に紡ぎ
ながら江戸情緒あふれる舞台を繰り広げる、深川とっくり座。古
典落語を大胆に脚色した独自の芝居を創作し、上演しています。
今回は「火焔太鼓」と「船番所」の傑作短編2本立て! 太鼓の音
で始まる恋。役人の心に届くか一途な願い。どうぞお楽しみに!

第752回無声映画鑑賞会
「『シーク』製作百年～ヴァレンチノ祭り～」

出演：秋野太作、山本みどり、こだま愛、清雁寺繁盛　ほか

2
14
日

16：00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

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。

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

出演（予定）：都笑亭レギュラーメ
ンバー
ゲスト：春風亭一朝

3
13
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」

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

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！

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

2
19
金

寄席　都笑亭Vol.129スペシャル

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
全席自由 友の会／900円　一般／1,000円　※当日一律1,500円

「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。

秋野太作

昨年度公演

穂積磨矢子

山本みどり

マツダ映画社「熱砂の舞」

ゲスト審査員：神保 彰
ゲスト出演：フラワーズ（第 13回グランプリ）

2
12
金

THE 伝統芸能
柳家さん喬独演会

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

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。

出演：柳家さん喬

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～

14：00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　

親子割引／5,000円（大人と小学生以下のこども1名）

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。
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、「メリー・ポピンズ」メ
ドレー、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

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」

3
20
土祝

ふれあいこどもまつり
けんじサーカス
猫の事務所・どんぐりと山猫・よだかの星

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／2,250円　一般／2,500円（3歳以上）　※当日各500円増

※0歳～2歳までのお子様はひざ上にて無料でご鑑賞いただけます。

感染症拡大防止対策をとった上
で開催する「ふれあいこどもまつ
り」。都内6会場で開催され、舞台公
演、ワークショップなど、さまざまな
催しを行います。その一つとして開
催される、「けんじサーカス」。宮澤
賢治の世界を劇団ぱれっとが３つの
ものがたりで表現します。心優しいこどもたちへ、そして昔こ
どもだったおとなたちへ、感動の舞台をお届けします。
演出：佐瀬佳明　音響：橋本勇太　照明：奥宮康裕
出演：宇野桃子、丸本育寿、遠藤絵梨、やまもとひろみ、中谷巴、
　　　佐瀬佳明

3
6
土

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「りんごかもしれない」

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

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：真島恵理バレエスタジオ、花柳かしほ、スティーブン・シーゲル　ほか
芸術監督：真島恵理

2
13
土

歌は 歌えば 詩になっていく　
友部正人・おおはた雄一
ゲスト　原田郁子 from クラムボン

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。

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）、原田郁子（ボーカル、ピアノ）、芳垣安洋（パーカッション）、
伊賀航（ベース）

芳村伊十冶郎 田中奈央一 秋吉沙羅 邦楽囃子方集団　若獅子会
柳家さん喬

友部正人 おおはた雄一 伊賀航 原田郁子芳垣安洋 フラワーズ（第13回グランプリ受賞バンド）

春風亭一朝

シモン・アダレイ 小象ババールのお話

深川とっくり座公演49回　

丹青の「火焔太鼓」と「船番所」
かえん だいこ

無声映画時代を代表する夭折
の美男スター、ルドルフ・ヴァレ
ンチノの代表作『シーク』が製作
されて、2021年で100年を迎
えます。そこで『シーク』とその
続編（後日譚）にして遺作となっ
た、ヴァレンチノの最高傑作『熱
砂の舞』の豪華2本立てを、澤登
翠、坂本頼光の活弁と湯浅ジョウ
イチの生演奏でお届けします。

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

加藤登紀子コンサート2021 
未来への詩（うた）

加藤登紀子
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新発売
日1/10

新発売
日1/10

新発売
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歳以上対象

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 総合保育サービスのHAS　☎ 0120-500-315
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

マーク
説明

託児サービスあり （株）マザーズ　☎ 0120-788-222
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。
●春風亭小朝プロデュース 新春寄席　松鯉・小朝・ナイツ（1/9）
●白石加代子「百物語」アンコール公演第三弾（1/16）
●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！！

振替公演

1
月 44

歳以上対象

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

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！

2
月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

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

福間洸太朗ピアノリサイタル

66
歳以上対象

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

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

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

花岡詠二　新春室内楽＆スイングコンサート

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! 

55
歳以上対象

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」

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

ニューイヤー　江東オペラ　ガラコンサートin豊洲

66
歳以上対象

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

マタイ受難曲2021　－人は嘘をつく－

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

完売御礼

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

3/7（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

3/6（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」。第14回は、滋賀県出身の落語家、三遊亭
わん丈の独演会!趣のある和室で、じっくりとお
楽しみください（全席椅子席）。
出演：三遊亭わん丈

第14回東大島亭　三遊亭わん丈独演会

1/12（火） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

2/16（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：三遊亭ふう丈（1/12（火））　春風亭一花（2/16（火））

上方落語　九雀亭

三遊亭ふう丈桂九雀 春風亭一花

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

三遊亭わん丈

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施設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

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
※ご好評につき、ライブ配信を実施いたします。詳細は4面をご覧ください。

タケカワユキヒデ スペシャル・ソロ・ライブ　～ゲスト：杉真理～

66
歳以上対象

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

竜馬四重奏LIVE2021　～YELL～

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／1,800円　一般／2,000円

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”」

66
歳以上対象

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

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」

完売情報

完売御礼

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
※東京シティ・フィル・コーアの出演を予定しておりました
が、会場の定めるステージ上の感染予防対策ガイドライン
を鑑み、合唱を変更してプロの声楽家による特別編成にて
開催させていただきます。

指揮：高関健（常任指揮者） 
曲目／モーツァルト：交響曲第31番 ニ長調 「パリ」、ショスタ
コーヴィチ：交響曲第8番 ハ短調
※ヴェルディ：レクイエムの演奏を予定しておりましたが、「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」を鑑み、曲目を上記に変更させていた
だくこととなりました。

66
歳以上対象

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

藤岡幸夫Ⓒ青柳聡飯守泰次郎Ⓒ金子力 高関健ⒸStasLevshin
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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

〒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。

2021年1月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号2月号は1月29日頃発送予定です。

動画配信
決定！！
動画配信
決定！！

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（先着90名様）　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

「みんなのミュージカル 
ホンク！」は、「本格ミュージ
カルに出演しよう」をコンセ
プトに始まった区民参加型
ミュージカルです。
アンデルセンの童話「み
にくいアヒルの子」を元にし
た作品の出演者を小学生か
ら大人まで、性別を問わず
広く募集します。
オーディション合格後は、
8月の本番に向けて稽古を実施。新演出で上演するこの舞台に、あな
たも出演してみませんか。

■対象
①小学生～成人
②4月～8月までの毎週日曜の稽古、および8/7（土）、集中稽古（8/11
（水）～8/16（月））、舞台リハーサル（8/18（水）～8/20（金））、本番
（8/21（土）～8/22（日））に参加できる方。
■オーディション参加費
2,000円（オーディション当日に支払）
■申込・問い合わせ
みんなのミュージカル担当　Tel03-3536-5061
所定の申込書に記入の上、窓口、または郵送、メールでお送りください。
〒135-0061江東区豊洲2-2-18豊洲文化センター　みんなのミュー
ジカル担当宛　e-mail：toyosu_culture@kcf.or.jp
しめきり：2/21（日）必着
※所定の申込書は江東区内各文化センターに設置。または豊洲文化センター
HPよりダウンロードしてください。
※オーディション合格後の稽古には費用がかかります。

2/7 日 15：00開演　東大島文化センター　レクホール

2/25 木 14：00開演　ティアラこうとう　大ホール1/22 全席
指定

入場
無料金

18：00開演（30分間程度）　
ティアラこうとう　大ホール

申込
1/10㈰
10：00～

申込
1/10㈰
10：00～

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

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

東大島文化センター　☎03-3681-6331申込み

ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333申込み

ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333申込み

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〉1/31（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。

好評につき、ライブ配信決定！！ご自宅にてライブを
お楽しみいただけます。
日時：1/24(日)16:30～
チケット料金：3,000円（アーカイブ配信なし）
以下のサイトよりお申込みください。
https://w.pia.jp/t/takekawa-pls/

信田洋子

第3回の様子

昨年度の様子

2018年『Octet』©鹿摩隆司

タケカワユキヒデ 杉真理

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。※二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（弦楽器）コーナー
定員60名まで／参加費500円

④フィナーレ演奏「邦楽～伝統と未来～」
定員80名まで／参加費500円

②打ち物（打楽器）コーナー
定員80名まで／参加費500円

①吹き物（管楽器）コーナー
定員60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　各コーナー開演30分前開場
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：小山豊（津軽三味線）、小湊昭尚(尺八）、秋吉沙羅（笛)、大多和正樹（和太鼓）

①吹き物コーナー（管楽器）

出演：邦楽囃子方集団 若獅子会②打ち物コーナー（打楽器）

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

③弾き物コーナー（弦楽器）

④フィナーレ演奏「邦楽～伝統と未来～」

タケカワユキヒデ　スペシャル・ソロ・ライブ
～ゲスト：杉真理～

2019 年 8月の公演より

出演者配役オーディション
参加者
募集！

「みんなのミュージカル ホンク！」

〈本公演〉
公演日　2021/8/21（土）～22（日）1日2回公演、全4回を予定
会　場　豊洲シビックセンターホール

第1次オーディション（実技）
第2次オーディション（面接）

コンサート開催中に地震
や火災が発生したら皆さん
はどうしますか？今回は、日
本赤十字社による防災セミ
ナーと東丸真耶によるピア
ノコンサートを開催いたし
ます。
※今回、屋外避難は行いま
せん。

1/23（土）・24（日）東京シティ・バレエ団『ウヴェ・ショルツ・セレク
ションⅡ』のゲネプロ（直前リハーサル）を一部公開いたします。本番
前夜の緊迫感をお楽しみください。

期待の若手ピアニストが奏でる
～避難訓練コンサート～ 400名ご招待

2/25（木）開催！ティアラこうとう

入場無料　※要事前申込、全席指定チケット制

東京シティ･バレエ団
「ウヴェ・ショルツ・セレクションⅡ」
ゲネプロ 一部公開

※お席は２階席（バルコニーを除く）からお選びいただけます。
※開演10分前に事前説明を行います。それ以降のご入場はできません。
※途中で監督や振付家の指導が入ります。
※質問コーナー等の時間は設けておりません。

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」
（10/1(木)ティアラこうとう 小ホール）
川﨑翔子サイン入りクリアファイル2枚セット

3/14（日）
3/13（土）

※第1次オーディション合格者のみ

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！
　12月号に同封しましたご
招待状をご持参の上、直接会
場にお越しください。
※新規入会された方で、ご招待
状をお持ちでない方は下記に
お問合わせください。

ⓒ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

問合せ

12：00開演
全席自由

入場
無料


