
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第65回ティアラこうとう定期演奏会
ティアラこうとう・ジュニアバレエ団　第15回発表会　バレエ・コンサート
「𠮷田正生誕１００周年記念」YKO元気が出るコンサート2021!!
和太鼓　東京打撃団
純烈コンサート2021
稲垣潤一 コンサート2021
柳家さん喬一門会　柳家小太郎改メ柳家㐂三郎真打昇進襲名記念公演
二宮さよ子　牡丹灯籠　ひとり語り　～夏の怪談

今月の先行予約公演NEW
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3/9 火

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
3/9 火

新発売
水3/10

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／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。全席自由

東京シティ・フィルPresents
コンサート・バンビーニVol.15
弦楽器とバレエを見に行こう！
今回は会場をホールに変えて開催!
東京シティ・フィルの楽団員が演奏し、東
京シティ・バレエ団のダンサーが踊ります。
赤ちゃんも入場OK!
※公演時間は約45分

11：30、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

12
土
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指揮＆トーク：大沢可直
曲目（予定）：慕情、男と女、マンボ№5、クワイ河マーチ、東京オリンピック、𠮷田正交響曲7番、交響組曲シェヘラザード　ほか

曲目：ヴェルディ／乾杯の歌、葉加瀬太郎／情
熱大陸、チャイコフスキー／花のワルツ　ほか

出演：【篠笛】村山二朗
【和太鼓】田川智文、加藤拓哉、横山亮介、露木一博、佐藤晃弘、
　　　　長谷川暢

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／S席4,500円　A席3,600円　一般／S席5,000円　A席4,000円全席指定

5
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長らくお待たせしました！記念すべき𠮷田正生誕100
周年の節目、YKO元気が出るコンサートを開催いたし
ます。重厚なサウンドに元気になるプログラムの数々
の生演奏をお楽しみください！　なお、コロナ感染対策
により当面は政府の指針により客席数を50％に制限さ
せていただきますのでお求めはお早めにお願いします。

土

5
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15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1,800円　一般／2,000円

美しいヴァリエーションでオープニングを飾る「ブリリアント・プロローグ
2021」、プロコフィエフの音楽が彩る童話の世界「シンデレラ」を上演します。

ティアラこうとうジュニアバレエ団
第15回発表会　バレエ・コンサート

出演：ティアラこうとうジュニアバレエ団
ゲスト：春野雅彦、吉留諒、石井悠和、渡部一人、西澤一透
構成・演出・振付：石井清子
指導：安達悦子、堀田麻子、高木糸子、志賀育恵、上山千奈、信田洋子、友利知可子、
坂本麻実（東京シティ・バレエ団）

曲目（予定）：君がそばにいるから（新曲）、プロポーズ、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、幸福あそび、愛でしばりたい、プロポーズ、愛をください
～Don’t you cry ～　ほか 

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。

※会場定員に対する販売席数については事業ごとに異なりますので、各施設へお問い合わせください。
※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

撮影：鹿摩隆司

稲垣潤一 コンサート2021

17：30開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／6,120円　一般／6,800円全席指定
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和製シティ・ポップスの代表格。
「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!

土

高関健Ⓒ金子力

2019年度公演より

Ⓒ藤田真郷

山口真由
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水

6

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

3年連続紅白出場!!デビュー10周年を終え、新たな気持ち
で邁進します!
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。純烈のシングル「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に認定。

純烈コンサート2021
覚えてください！純烈です！！～スーパー銭湯アイドルと呼ばれてます～

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

和太鼓　東京打撃団
懐かしくて新しい和太鼓アンサンブル、東京打撃団。圧倒的な
音圧と繊細な演奏で楽しく舞台を駆けめぐる！高い演奏技術に裏
打ちされた音楽性と力強く楽しい舞台を目指し、東京を拠点に
国内外で好評活躍中。タイゴング等アジアの打楽器を使用した
情緒的な曲や、和太鼓アンサンブルの早いバチ捌きも必見です。
老若男女、皆が元気になれる和太鼓公演に乞うご期待！

16:00開演　江東区文化センター　ホール

23
日

5

𠮷田正生誕１００周年記念
YKO元気が出るコンサート2021!!

指揮：高関健　クラリネット：山口真由（東京シティ・フィル首席クラリネット奏者）
曲目：コープランド／バレエ組曲「アパラチアの春」、コープランド／クラリネット
協奏曲、チャイコフスキー／交響曲第4番 ヘ短調

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／一般料金より各席200円引

全席指定

4
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2021年度シーズン最初のティアラこうとう定期は、常任指揮者　高関健
がタクトを握ります。前プロには20世紀アメリカを代表する作曲家 コープ
ランドの《バレエ組曲》を、《クラリネット協奏曲》では首席奏者の山口真由が
ソリストを務めます。メインプログラムには、チャイコフスキーの《交響曲第
4番》をお贈りいたします。シーズン開幕となる本公演をどうぞお見逃しなく!

土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第65回ティアラこうとう定期演奏会

【第1部】牡丹灯籠（原作：三遊亭円朝）
【第2部】金色夜叉（原作：尾崎紅葉）

14：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／5,000円　一般／5,500円　※当日各500円増全席指定
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女優、二宮さよ子が演じる夏の怪!
江戸時代、東京は根津で語られる“牡丹灯籠”をひとり語り

にてお届けします。
第2部では尾崎紅葉原作“金色夜叉”を、また合わせて「二
宮さよ子の女優道」をテーマとしたミニトークショーも予定し
ています。
二宮さよ子の世界をご堪能ください。

木

二宮さよ子　牡丹灯籠
ひとり語り～夏の怪談
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19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／1,350円　一般／1,500円

初ソロリサイタル開催!ピアノの
名曲を初夏の風にのせて。

完売御礼

ティアラマンスリーコンサートVol.224

「第１回　敦賀谷州泰ピアノリサイタル」
つる

4
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Viva la Musica 2021　
神谷満実子Spring Concert Part.13
音楽は映像にさそわれて…　

18：00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

映画の中に音楽という絶妙な
時間が混じり合うと人々にとって
かけがえのない作品になります。

出演：神谷満実子（ソプラノ）、鳥
井俊之（ピアノ）、磯野正明（チェロ）、
山口とも（パーカッション）、白石幸
司（クラリネット＆サックス）
曲目（予定）：楽興の時第 3 番ヘ
短調［そして舟は行く］、埴生の宿
［ビルマの竪琴］、デボラのテーマ
［ワンス・アポン・ア・タイム・イン・
アメリカ］、彼こそは海賊［パイレー
ツ・オブ・カリビアン］　ほか
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17：00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　江東区民／3,800円

令和3(2021)年は、伊能忠敬が中心と
なって、一般には「伊能図」と称される『大日
本沿海輿地全図』を完成させてから200年
にあたります。これを記念して伊能忠敬の
業績を顕彰するとともに、日本の近代化を
支えた伊能図を末永く守り伝えるため、伊
能忠敬が測量の起点にした江東区におい
て、「伊能図完成200年の集い」を開催しま
す。記念となる落語会「伊能忠敬物語－大河
への道－」は、立川志の輔師匠による創作落
語です。志の輔落語の醍醐味が凝縮された
語りを心ゆくまでお楽しみください。

伊能図完成200年記念落語会
立川志の輔
「伊能忠敬物語－大河への道－」

4
18
日

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／3,150円　一般／3,500円　3歳～小学生／2,500円

※2歳以下膝上観賞1名無料

荒馬座民族芸能集
つながろう明日へ
～心を込めて無病息災～
心ゆさぶる太鼓の響き　身体はずむ　囃子と踊り、
祭りは元気のみなもと、困難を乗り越える力。
そして、ふるさとの心。
各地の祭りがコロナ禍で中止に

なりましたが、会場にお越し頂いた
皆様への感謝の気持ちと無病息災
を願い、心を込めてカメリアホール
に“まつり”をお届けします。

6
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13：00、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

昨年に引き続き、柳家さん喬一門から新しい真打が誕生し
ます。記念の公演に名人さん喬、喬太郎他が華を添えます。
落語とあわせ口上も見所のひとつです。どうぞお楽しみに！

出演：柳家さん喬、柳家喬太郎、柳家㐂三郎、柳亭左龍　ほか

柳家さん喬一門会
柳家小太郎改メ
柳家㐂三郎真打昇進記念公演

柳家さん喬 竹本千歳太夫（太夫） 野澤錦糸（三味線）柳家喬太郎 柳家㐂三郎 柳亭左龍

5
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木

THE 伝統芸能 素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃

花魁莟八総 富山の段

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／2,250円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

曲亭馬琴生誕の地、深川で「南総里見八犬伝」を題材とした
浄瑠璃をお楽しみいただきます。今回は富山の段。伏姫の数
珠、仁義礼智忠信孝悌の八つの玉が空に舞い上がり、光を放っ
て飛び散るあの名
場面が登場します。
※本公演は2020
年に中止となっ
た公演と同内容
でお届けします。

出演：竹本千歳太夫（太夫）、野澤錦糸（三味線）

5
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舞踊作家協会　連続公演第216回
〔端午の節句に寄せて〕

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

日本古来のお祭りや行事を大切にしたいと考えて企画しま
した。お節句と云えば～菖蒲、五月人形、鯉のぼり、かしわも
ち～いろいろありますね。みんなでお節句を踊ります!

出演：大谷けい子、さとうみどり、雑賀淑子、花柳面萌、山元美代子　ほか

過去の作品

敦賀谷州泰

はなのあにつぼみのやつふさ

曲目：〈昼の部〉横尾幸弘／「さくら」
の主題による変奏曲　ほか
〈夜の部〉中田章～武満徹編：早春
賊　ほか

3
3
水

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
全席指定 友の会／1,500円　一般／2,000円　※演奏時間は約60分（休憩あり）

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。
ギタリストの大萩康司さんによ

る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。

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

ⒸSHIMON SEKIYA

3
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シリーズ第９弾！　江戸前人情喜劇
「亀戸駅裏旅館～同窓会篇～」

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

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

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!　

コント山口君と竹田君 テツandトモ カンカラ

3
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木村大 ギターコンサート Vol.５
木村大×沖仁 ４seasons

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！！

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

3
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金

砂町文化亭
柳家小三治・柳家小里ん二人会

19:00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

シニア（60歳以上）／3,800円　※当日各200円増

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。沖仁木村大

柳家小三治

柳家小里ん

3
26
金

27
土

28
日

26日18：30、27日14：00、18：30、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!

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

※開演時間一部変更
　26日19:00→18:30
　27日 19:00→18:30

4
3
土

島津亜矢　
歌怪獣襲来ツアー2021　

11：30、15：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 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

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！

4
3
土

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。

出演：秋野太作、山本みどり、こだま愛、清雁寺繁盛、大至　ほか
秋野太作 山本みどり島津亜矢

神谷満実子 立川志の輔

出演：民族歌舞団　荒馬座　
演目：七頭舞、大漁節、三宅島の太鼓、
荒馬踊り、ぶち合わせ太鼓　ほか

荒馬踊り

ぶち合わせ

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

が や くにやす

中止

出演：敦賀谷州泰
曲目：ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ
第17番ニ短調　作品３１の２≪テンペ
スト≫全楽章、モーツァルト／ピアノ・
ソナタ第13番変ロ長調K.333全楽章、
リスト／ラ・カンパネラ（パガニーニに
よる大練習曲S.141-3）、フォーレ／
夜想曲第4番変ホ長調作品36
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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 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。
●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）
●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（3/20）
次の公演は開催を延期予定でしたが中止となりました。
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。
●森山良子コンサートツアー 2020～2021
●渡辺美里35th Anniversary Live Love Life　Sweet Emotion Tour 2019-2020

完
売・中
止
情
報

落語公演情報
シリーズ！！

3
月

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

5/22（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、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（全席椅子席）でお楽しみください。
出演：三遊亭ふう丈、港家小ゆき（曲師：沢村美舟）

第15回東大島亭　
三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会

4/27（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）：河内家るぱん　ほか

寄席都笑亭vol.130

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

4/22（木） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

3/11（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：林家あんこ（3/11（木））、三遊亭ふう丈（4/22（木））

上方落語　九雀亭

桂九雀

三遊亭ふう丈 港家小ゆき 曲師：沢村美舟

林家あんこ 三遊亭ふう丈

※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
の際にチケット取扱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。）

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」

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。

4
18
日

～０歳からシニアまで楽しめる～
トリオベール
ファミリーコンサート

11：00、13:30開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／1,100円　一般／1,300円

こども（3歳～小学生）／500円　※2歳以下ひざ上無料・要チケット

大好評のトリオベールのファミリー
コンサート。クラシックの名曲からアニ
メ、映画音楽まで、様々なジャンルの作
品をお届けいたします。十分な感染防
止対策をしてお待ちしておりますので、
ぜひ、ご家族でお出かけください。シー
ト席、おむつ替え・授乳コーナーあり

出演：竹添みどり（ヴァイオリン）、村原実穂
子（ヴァイオリン）、明和史佳（ピアノ）
曲目（予定）：モーツァルト／「フィガロの結婚」
序曲、カッチーニ／「アヴェ・マリア」　ほか

4
20
火

ティアラ JAZZ LIVE 2021　
後藤雅広 白石幸司 
スインギン・クラリネット・デュオ Part.29

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29回目を迎えます。進化は
止まらない!

4
24
土

25
日

第42回 江東オペラ
歌劇「トゥーランドット」
（全幕字幕付き原語上演）

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

古代中国が舞台、絶世の美人と
言われるトゥーランドット姫を得よ
うとあらゆる国の王子が難問を解
くためやってきます。そこに謎の
王子が現れます。果たして難問は
解けるのでしょうか。「ネッスンド
ルマ（誰も寝てはならぬ）」をはじ
めとする名アリアが散りばめられ
た大スペクタクルオペラ。プッチ
ーニ最後の大作! 乞うご期待。

指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人
出演：羽山弘子、日隈典子、小貫岩夫、土師雅人　ほか

出演：後藤雅広（クラリネット）、白石幸司（クラリネット）、
後藤千香（ピアノ）、小林真人（ベース）、楠堂浩己（ドラム）
曲目（予定）：世界は日の出を待っている、小さな花　ほか

5
15
土

林家たけ平独演会

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　

真打・林家たけ平
の独演会です。今回
は、「宗珉の滝」ほか
一席たっぷりとお届
けします。ゲストに
は紙切り芸でおなじ
みの林家正楽が登
場、座を盛り上げま
す。

出演：林家たけ平、林家つる子　ゲスト：林家正楽（紙切り）

5
22
土

柳家花緑の落語バレエ
「鶴の池」－バレエ「白鳥の湖」

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／3,150円　一般／3,500円　江東区民／3,300円

クラシックバレエの名作「白鳥の湖」が落語に! 2015年に
「おさよ～バレエ『ジゼル』より～」で前代未聞の落語×バレエ
コラボレーションを成し遂げた柳家花緑と東京シティ・バレエ
団が、新作「鶴の池ーバレエ『白鳥の湖』」をお届けします。

三遊亭わん丈

66
歳以上対象

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

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～」

66
歳以上対象

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

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」

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　※2歳以下ひざ上無料

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

5
22
土

江東子ども劇場観賞会
人形劇団むすび座
「オズのまほうつかい」

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／2,250円　一般／2,500円（3歳以上）　

※2歳以下ひざ上無料

子どもたちの豊
かな未来をねがっ
て多彩な活動を展
開している江東子
ども劇場。今回は、
人形劇「オズのま
ほうつかい」を開催
します。楽しさはそ
のままにむすび座ならではの独自の視点と、人形劇だからこ
そ可能な表現を追求し、新しいオズの世界観を創りだします。

出演：人形劇団むすび座出演：（落語）柳家花緑、（バレエ）オデット／清水愛恵、オディール／
飯塚絵莉、ジークフリード王子／吉留諒、ロートバルト／濱本泰然

トリオベール
©Yoshinobu Fukaya

林家たけ平
ⒸSatomi_Asano 林家正楽（紙切り）

柳家花緑 清水愛恵 飯塚絵莉 吉留諒 濱本泰然
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〒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3月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号4月号は3月31日頃発送予定です。

第19回シビックギャラリーステージ
～If music fesｔ in TOYOSU～

全席自由　入場無料　どなたでも　当日直接会場へ 50名様先着順
　豊洲シビックセンターギャラリーにて、
一日限りのフリーライブを開催いたし
ます。アマチュアを中心とした魅力あふ
れる様々なバンドによるライブステー
ジです。どなたでもお聞きいただける
イベントですので、ぜひお越しください！
※タイムテーブルは豊洲文化センター
までお問い合わせください。

3/28 日 12：00～20：10　豊洲文化センター　シビックセンターギャラリー

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
2021年度の全4回では、東京シティ・バレエ
団のレパートリー作品に注目し、その作品の特
徴的な踊りや、東京シティ・バレエ団ならでは
の演出や振付、特徴などについて、実演を交え
ながらレクチャーします。
第1回目は「白鳥の湖」です。世界中で上演され
ているこの作品は、なぜ演出により結末まで変
わることになったのか、セリフのないバレエで
物語を伝えるために使われるマイムや、白鳥の
動きをダンサーと一緒に体験しながら、その謎
に迫ります。

5/12 （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

アーティストグッズプレゼント

計3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〉3/31（水）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。

⑴ ⑵

信田洋子

TM & CopyrightⒸ 1953 
Paramount Pictures Corporation. 

All Rights Reserved. 
TM, Ⓡ& CopyrightⒸ2014 by Paramount Pictures. 

All Rights Reserved.

「八つ墓村」Ⓒ 1996
フジテレビ・角川書店・東宝

「助太刀屋助六」
Ⓒ 2001日活・フジテレビジョン

「智恵子抄」Ⓒ TOHO CO., LTD.

「小さな恋のメロデイ」ⒸCopyright 1971 
Sagittarius Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

⑴フォレスタコンサートin江東
（11/3（火祝）ティアラこうとう　大ホール）
出演者関連書籍　1冊

⑵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(金)ティアラこうとう　小ホール）
名渡山遼サイン入りCD　2枚

～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
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽
団演奏会リハーサルの模様を特別にご
見学いただけます。
2021年度第一段は、常任指揮者高関
健による第65回ティアラこうとう定期
演奏会のリハーサルを公開します。
オーケストラの音楽創りの過程をどう
ぞお楽しみください。

4/16（金）12:00～　ティアラこうとう　大ホール

過去の公演の様子

ⒸMasahide Sato

Ⓒ堀田力丸

申込み

古石場文化センター　大研修室会場

全席自由　一般／500円　2020シネマ倶楽部会員／400円
当日券は開演時間15分前から販売 （完売の場合は販売いたしません）　

3/13
（土）

監督：ウィリアム・ワイラー　
出演：グレゴリー・ペック
　　　オードリー・ヘプバーン
日本語吹き替え：城達也、池田昌子

江東シネマプラザ・特別上映会
「ローマの休日」

午後の部 15：00午前の部 11：00

アン王女は、公務の毎日にうんざりし、親善
旅行で訪れたローマの宮殿から脱走を図
る。偶然出会ったアメリカ人の新聞記者
ジョーは、スクープを撮るため王女と知ら
ないふりをしてローマのガイドをする。い
つしか二人に強い恋心が芽生えるが……。

（1953年／アメリカ／118分カラー）
（日本語吹き替え）

ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

問合せ ティアラこうとう　☎03-3635-5500

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 江東区文化センター　☎03-3644-8111

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

スプリングコンサート
16:00開演時間 ティアラこうとう　大ホール会場

全席指定　入場無料　※要申込

3.20
Sat

東京シティ・フィル常任指揮者、高関健マエストロ
を音楽監督に迎えた初めての演奏会!今回は、ベー
トーヴェン交響曲第5番「運命」をお届けします。団
員が奏でる若さ溢れる演奏をぜひお聴きください。
指揮：高関健
曲名：スッペ／喜歌劇「軽騎兵」序曲、

ベートーヴェン／交響曲第5番ハ短調「運命」

日時：3/13 ㈯ 18:00～19:00
場所：ティアラこうとう 大ホール※申込不要、直接会場へお越しください。
対象：入団を検討されている小学 4年生～大学 2年生。中学生以下の方
は保護者同伴。
募集パート：弦楽器、フルート、クラリネット、ファゴット、ホルン
活動内容：2021年 4月～8月、前期 17回程度。
8月に演奏会を予定。
参加費：31,600 円（予定）

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
（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）より各席200円引

第342回
6/16（水）
19:00開演

第343回
7/28（水）
19:00開演

第344回
9/3（金）
19:00開演

指揮：高関 健（常任指揮者）
曲目／ブルックナー：交響曲第5番 変ロ長調（原典版）

指揮：下野 竜也
ピアノ：小山 実稚恵
曲目／バーバー：弦楽のためのアダージョ、交響曲第1番、
伊福部昭：ピアノと管弦楽のための協奏風交響曲

指揮：藤岡 幸夫(首席客演指揮者）　箏：遠藤 千晶
尺八：藤原 道山
曲目／千住明：月光～尺八、十三弦とオーケストラの為の、
大島ミチル：箏と尺八のための協奏曲 ̶無限の扉̶、ショ
スタコーヴィチ：交響曲第5番 ニ短調

Little Rose

高関健Ⓒ金子力 藤岡幸夫Ⓒ青柳聡

コープランド：バレエ組曲「アパラチアの春」
コープランド：クラリネット協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第4番　ヘ短調
リスト：交響詩「レ・プレリュード」
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
エルガー：創作主題による変奏曲「謎（エニグマ）」
シューベルト（吉松隆編）：
　シューベルト＠ピアノ協奏曲（世界初演）
シベリウス：交響曲第1番　ホ短調

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲　ロ短調
ブラームス：交響曲第1番　ハ短調

指揮：太田弦
ピアノ：菊池洋子

指揮：高関健
クラリネット：山口真由

指揮：藤岡幸夫
ピアノ：田部京子

指揮：高関健
チェロ：北村陽

第66回
10/2（土）

第67回
2022
1/29（土）

2021年度ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2021年度 ティアラこうとう定期演奏会

ティアラこうとう　大ホール会場 15：00開演 14：00開場
全席指定　S席8,400円／A席7,200円／B席6,000円

年間シリーズ券発売のご案内

全4公演がセットになったティアラこうとう定期演奏会年間シリーズ券は、
1公演ずつ購入するよりも40%OFF!!この機会にぜひお求めください。

第65回
4/17（土）

第68回
2022
3/5（土）

新発売
水3/10

新発売
水3/10

全席自由　友の会 3,800円　一般 4,０00円（全10回分）

江東シネマプラザ

4/24（土）～2/26（土）
古石場文化センター
大研修室会場

日程 作品名 監督 主な出演

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、特典あり！
第43期

映画を鑑賞でき、うれしい特典付きの江東シネマ倶楽部会員になり
ませんか？

66
歳以上対象

★35㎜フィルム　■モノクロ（「楢山節考」は一部モノクロ）
◎日本語吹き替え　▲FMラジオによる音声ガイド付き

江東シネマ倶楽部新規会員募集

特典 1特典 1
特典 2特典 2

全10回の上映会を予約なしにご鑑賞できます

素敵なグッズが当たる特別抽選会に参加できます

申込
3/10㈬
10：00～

4/24㈯

5/22㈯

6/26㈯

8/28㈯

9/25㈯

10/23㈯

早春 

助太刀屋助六 

八つ墓村

小津安二郎

岡本喜八

市川崑

淡島千景、池部良

真田広之、鈴木京香

豊川悦司、浅野ゆう子

クレイマー、クレイマー
（予定）

1/22㈯

2/26㈯

楢山節考

マルサの女

木下惠介

伊丹十三

田中絹代、高橋貞二

宮本信子、山崎務

ロバート・
ベントン

ダスティン・ホフマン、
メリル・ストリープ

マーク・レスター、
トレイシー・ハイド

★■▲

★

◎

◎

▲

11/27㈯

斎藤武市

熊谷久虎

小泉堯史

渡哲也、浅丘ルリ子

山村聡、原節子

寺尾聰、宮崎美子

ワリス・
フセイン7/24㈯ 小さな恋のメロディ

特典 3特典 3 上映日には指定店舗での割引が受けられます

新発売
水3/10

高関健先生の指導のもと、
着実にレベルアップしています。
2021年度前期の団員募集に
あたり見学会を開催します。

ティアラこうとう
ジュニアオーケストラ 練習見学会

下野竜也
ⒸNaoya Yamaguchi


