
DRUM TAO 2021新作舞台　「光」
シリーズ“気軽に伝統芸能”　落語
栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第66回ティアラこうとう定期演奏会

今月の先行予約公演NEW
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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
5/8 土

新発売
日5/9

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／ 2,700円　一般／ 3,000円全席自由

舞踊作家協会
連続公演第217回
「七夕によせて」

夜空で光っているお星さまたち－世界中に美しい光をとどけ
ています。
私たちは音楽と舞踊を愛しています。お星さまに願いを込

めながら踊ります。
コロナが早く鎮まりますように…。

18:30開演　ティアラこうとう　小ホール

1
木
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出演：アキオキムラ、石黒節子、ケイタケイ、一色眞由美、花柳かしほ、
花柳衛菊　ほか
芸術監督：新井雅子

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／2,250円　一般／2,500円全席自由
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15：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／7,200円　一般／8,000円

それでも、前へ！進む！
重なり合い、一つになる復興への願いと祈り。力強い和太鼓の

響きに弾むメロディー、圧倒的なパフォーマンス。舞台に溢れる希
望の光に、あなたは心を奪われる。時代を突き抜ける！
“THE NIPPON エンターテイメント”

「ピタゴラスイッチ」でおなじみの栗コーダーカルテットとビューティフルハ
ミングバードが3年ぶりに江東区文化センターへやってきます。
1部は親子でほのぼの楽しむ60分、2部は音楽をじっくり楽しむ120分の

コンサートです。昨年3月、新型コロナウイルス感染症拡大により中止となっ
た公演です。楽しみにしてくださっていた皆さま、お待たせいたしました！
本公演は前後左右の座席を空けて販売いたします。ごゆっくり、安心してお

楽しみください。

DRUM TAO 2021新作舞台
「光」

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

シリーズ“気軽に伝統芸能”
落語

14:00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／1,800円　一般／2,000円
江東区民／1,800円

全席指定

7
22

東京オリンピック・パラリンピックを迎え、日本の文化・伝統
を再発見するシリーズ。身近な伝統芸能「落語」の魅力をあら
ためて味わいましょう！

木祝

櫻岡史子（パンフルート）宇賀神朋子（ヴァイオリン）高田幸恵（ピアノ）

栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード

マツダ映画社「イントレランス」

DRUM TAO

木乃下真市、松橋礼香

柳家喬之助

9
月祝
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13：30、16：30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定【1部】友の会／1,800円　一般／2,000円　中学生以下／1,000円

※2歳以下ひざ上無料
【2部】友の会／2,700円　一般／3,000円　中学生以下／1,500円

栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード
1部：0歳から入場できる ほのぼのコンサート　2部：じっくり音楽を楽しむコンサート

友の会・中学生以下・江東シネマ倶楽部会員／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

全席自由

第755回無声映画鑑賞会
「Ｄ・Ｗ・グリフィスと映画創成期」

多様な表現技法を開拓し、“映画芸術の父”と呼ば
れるＤ・Ｗ・グリフィスの代表作『イントレランス』と
映画創成期を彩った“映画の魔術師”ジョルジュ・メ
リエス、“アメリカ劇映画の始祖”エドウィン・Ｓ・ポー
ターの作品を、澤登翠ほかの活動弁士とピアノの生
演奏でお届けします。

18:30開演　古石場文化センター　大研修室

29
火

6

ティアラマンスリーコンサートVol.225

「ルーマニアの贈り物～立葵の庭で～」

出演：柳家喬之助

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第66回ティアラこうとう定期演奏会

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
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現在、大阪交響楽団正指揮者で若手指揮者のホープ
太田弦と、国内外で活躍するピアニスト菊池洋子をソリ
ストに迎えました。リスト、ラフマニノフ、エルガーの名
曲をお楽しみください。

土

太田弦ⓒTakafumi Ueno 菊池洋子ⓒYuji Hori

指揮：太田弦　ピアノ：菊池洋子
曲目：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 作品43、エルガー／創作主
題による変奏曲「謎（エニグマ）」作品36

出演：木乃下真市、松橋礼香　ほか

出演：澤登翠（弁士）、山城秀之（弁士）、樗澤賢一（弁士）、
坂本真理（ピアノ）

15：00開演　深川江戸資料館　小劇場
友の会／3,420円　一般／3,800円全席自由

7
31

今や日本を代表する津軽三味線奏者・木乃下真市が、
深川江戸資料館に初登場！江戸の情緒漂う会場で日本の
風情を奏でる。午後のひととき、津軽三味線をご堪能くだ
さい！

土

木乃下真市コンサート with 松橋礼香
「津軽発　深川行き」

ルーマニアの民族楽器であるパンフルートの音色をお届けします。様々な楽器でルーマニア民謡、
ルーマニア舞曲などを演奏します。どうぞ、お楽しみください。

出演：櫻岡史子（パンフルート）、宇賀神朋
子（ヴァイオリン）、高田幸恵（ピアノ）
曲目：ルーマニアの風景、地方の舞曲メドレ
ー（ルーマニア舞曲）　ほか

たちあおい
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14：00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 

ブリティッシュ・スタイルの金管バンド「東京ブラスソサエ
ティ」の第45回定期演奏会です。ブリティッシュ・ブラスと共
に60年を歩んだ山本武雄氏の傘寿を記念し、ブラスバンドの
原点を求めて、マルコムアーノルド「金管バンドのための小組
曲」、パーシー フレッチャー「労働と愛」、民謡「優しき鐘の音」
などを演奏します。

東京ブラスソサエティ
第45回記念定期演奏会

7
4
日

ふるさとこうとう音楽のつどいVol.27 
「第九」演奏会

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1,350円　一般／1,500円

笑激!!お笑いカーニバル in こうとう
5
30
日

11：00、14：30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　※当日各500円増

出演：ナイツ、三四郎、どぶろっく、四千頭身、吉住、ニッチェ、U字
工事、あばれる君、エイトブリッジ、トム・ブラウン、インスタントジョ
ンソン、ラランド、ゾフィー、ザ・マミィ
※都合により、出演者が一部変更になる場合があります。
※本公演は、2020年6月14日（日）の振替公演です。
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水

0才からのジャズコンサート
～Kuni Mikami from New York～

10：30、13：30、15：30開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／1,400円　一般／1,500円　こども（０歳～小学生）／300円

※当日各300円増　※シート席、おむつ替え・授乳コーナーあり

ニューヨークで活躍する
ピアニストによる赤ちゃん
から大人まで楽しめる本格
ジャズコンサート。NYのベ
テランピアニスト、クニ三上
が率いるトリオによる演奏
で、ジャズの名曲のほか、クラシックやアニメ曲もジャズで演奏し
ます。毎年大好評のコンサート、総合区民センターで11回目の開
催です。赤ちゃん連れはもちろん、大人だけの入場も歓迎です。

出演：クニ三上（ピアノ）、林正男（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目（予定）：チュニジアの夜、大きな古時計、シューベルトの子守唄　ほか

6
6
日

カントリーミュージックコンサート
I SAW THE LIGHT Vol.51

15：30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／4,500円　※当日各500円増

26年目に突入のカントリーミュージック
コンサート、石田新太郎のペダルスチールと
娘・長女美也のボーカル、息の合ったメンバー
との歌と演奏をお楽しみください。今回は「ひ
だまりの詩」が1997年に180万枚ヒット、同
年の紅白歌合戦に出場、その後ソロとして活
躍されている藤田恵美さんがゲストです。
トークを交えて、カントリーミュージックと恵
美さんの歌声をお楽しみいただきます。
出演：石田新太郎とシティライツ／石田新太郎（ペダルスチールギター）、竹
野康之（キーボード）、飯塚直斗（エレキギター）、渡邊健太（アコースティック
ギター）、熊田和訓（ベース）、新井宏和（ドラムス）、石田美也（ボーカル）
ゲスト：藤田恵美

5
22
土

朗読ｔｏ演劇のひととき

14：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円　小学生／500円

民話や名作の朗読と、親子でも楽しめる演劇、一度にふた
つが楽しめる公演です。

出演：NPO法人朗読の会「話輪和」、劇団かっぱ倶楽部
演劇：「現代（いま）をみた河童パート2」　ほか

5
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𠮷田正生誕１００周年記念
YKO元気が出るコンサート2021!!

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4,500円　A席3,600円　一般／S席5,000円　A席4,000円

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、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。

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

5
20
木

21
金

22
土

23
日

14：00、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　高・大学生／2,000円

中学生以下／1,000円（劇団扱いのみ）

小さな翼 新作書き下ろし
の喜劇・歌入り芝居！
つらい思いをした妻が、

最後に見る夢は…男とは、
女とは、夫婦とは？歌を交え
て織りなす夢のような（？）
物語。「あなたは最後にどん
な夢を見るのでしょう！」
※23日（14：00開演のみ）

作・演出：姫野眞由美　音楽：姫野眞佐美
出演：戸丸悟、姫野真由美、小川章子、泉菜々子、青木友成

演劇集団小さな翼 5月公演
歌入り芝居「最後に見る夢」

5
22
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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。

柳家花緑 清水愛恵 飯塚絵莉 吉留諒 濱本泰然

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

前回公演の様子

5
23
日

16:00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

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！
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

Ⓒ藤田真郷

5
29
土

江東シティオーケストラ
第54回定期演奏会

18：00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

江東区民を中心に組織される江東シティオーケストラの演
奏会です。是非お越しください。

指揮：佐藤宏充
曲名：シューベルト／「ロザムンデ」序曲、モーツァルト／交響曲
第35番「ハフナー」、シューマン／交響曲第4番

6
2
水

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～

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

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、愛をください～Don’t you cry～　ほか 

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。

過去の公演より　

11
金

12
土

13
日

6
10
木

若獅子会プロデュース公演
知覧へ

10日16:00、11日・12日12:00、16:00、13日12:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

このドラマは戦争を描くも
のではありません。戦争を通し
て、あの昭和・平成を力強く生
き抜いた人達の人間愛の物語
です。令和に繋いだ、新国劇の
「殺陣 春夏秋冬」もあわせて
ご堪能ください。

脚本：笠原章　
演出：鷹匠昇
出演：笠原章、こだま愛、

一谷伸江　ほか

6
12
土

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
全席指定 友の会／6,120円　一般／6,800円

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!

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）

林家たけ平
ⒸSatomi_Asano 林家正楽（紙切り）

指揮：土田政昭　管弦楽：江東フィルハーモニー管弦楽団　
合唱：江東区民合唱団　
ソリスト：中村初恵（ソプラノ）、富岡明子（アルト）、高柳圭（テノー
ル）、狩野賢一（バリトン）
曲目：ベートーヴェン／交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱付き」　ほか
※ソーシャルディスタンスを配慮した客席となります。 
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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

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。　
●～舞台芸術をもっとたのしむつどい～
　サロン・ドゥ・ティアラ　柳家花緑が語る落語バレエの世界（5/10）

完売
情報

落語公演情報
シリーズ！！

5
月

6
月

残席わずか

6/6（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室
RAKUGOもんすたぁず

7/17（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」。今回は柳亭市弥と入船
亭小辰による二人会！人気と実力を兼ね備えた二人の落語をお楽しみくだ
さい（全席椅子席）。　出演：柳亭市弥、入船亭小辰

第16回東大島亭
柳亭市弥・入船亭小辰二人会

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

5/20（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：春風亭一花（5/20（木））

上方落語　九雀亭

※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216回〔端午の節句に寄せて〕

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。

6
25
金

春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会
～落語とピアノバラエティ～Vol.3

18：30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

7
3
土

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

14:00開演　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「ととのいました！」謎かけ名人ねづっち、BS日テ

レ笑点特大号の若手大喜利で活躍の昔昔亭喜太郎と爆笑間違
いなし。どうぞお見逃しなく！

44
歳以上対象

66
歳以上対象

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／1,350円　一般／1,500円　

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」

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

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」

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
全席自由　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。

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！

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

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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

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

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

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

中止

出演：昔昔亭桃之助、ねづっち、昔昔亭喜太郎　ほか

6
13
日

第34回花岡詠二スヰング・タイム
Memories of Benny Goodman

16:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／S席5,400円　A席4,500円　B席3,600円　

一　般／S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円
学生割引有（B席限定、主催者のみ取扱い：花岡詠二☎03-3648-1237）

曲目：アメリカン・パトロール、アマポーラ、ザッツ・ア・プレンティ　ほか

毎回大好評のこの公
演、昨年は新型コロナウ
イルス感染症でやむを
得ず延期となりました。
楽しみにお待ちいただ
いていた皆様、ようやく
３度目が実現します！今
回も前半は小朝が巧み
な語り口で落語を聴かせ、後半は清水ミチコがピアノの弾き
語りで抱腹絶倒のステージを繰り広げます。話芸の達人ふた
りの魅力をたっぷりとお楽しみいただくほか、二人のトークも
あり、今からワクワクする公演です。お見逃しなく！

柳亭市弥 入船亭小辰

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

スイングの王様ベニー･グッドマンの命日に贈るメモリアル･
コンサート。今年もハッピーな往年のジャズをお贈りします。コ
ンボスタイルとビッグ・バンドスタイルでお楽しみください。

6
24
木

二宮さよ子　牡丹灯籠
ひとり語り～夏の怪談

14：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円　※当日各500円増

【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）

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。

清水ミチコ 春風亭小朝

昔昔亭桃之助 昔昔亭喜太郎ねづっち出演：中島寿美枝、正岡美津子、川久保博史、新後閑大介、鈴木
香央莉、菅原千恵、善里卓哉、土師雅人　ほか

6
26
土

27
日

16：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

「鶴の恩返し」を題材とした日本人の心にしみ入る物語を團
伊玖磨が作曲した名作「夕鶴」と、長崎を舞台に一途な蝶々夫
人の生き様を描いたプッチーニの代表作「蝶々夫人」。二作品
をどうぞお楽しみください。

第21回江東オペラハイライト 
歌劇「夕鶴」「蝶々夫人」

中島寿美枝 正岡美津子 鈴木香央莉 菅原千恵

演出・振付：石田種生（プティパ、イワノフ版による）
再演演出：金井利久　指揮：井田勝大
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

7
17
土

18
日

17日17：00、18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9,000円　S席7,200円　A席4,500円　

一　般／SS席10,000円　S席8,000円　A席5,000円
※当日学生席2,500円（高校生～25歳以下対象。当日残席がある場合のみ販売）

創立翌年の1969年に、創立メ
ンバーの故・石田種生が演出・振
付した『白鳥の湖』。以来改訂をく
わえながら主要なレパートリーと
して上演を重ねてきた本作品。壮
麗な音楽と相まって心揺さぶられ
るオデットとジークフリード王子の真実の愛の力が引き起こす
奇跡をどうぞご期待ください!

東京シティ・バレエ団『白鳥の湖』
～大いなる愛の讃歌～

Ⓒ鹿摩隆司

つる が や くに やす

はなのあにつぼみのやつふさ

三遊亭ふう丈 港家小ゆき 曲師：沢村美舟

桂九雀 春風亭一花

完売御礼完売御礼
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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5月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号6月号は6月1日頃発送予定です。

第20回シビックギャラリーステージ
江東区音楽家協会前副会長
中根裕子さんの想いを繋ぐコンサート

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、江東区音楽家協会で長年活躍され、昨
年12月に急逝された故中根裕子前副会長の作曲集より、こどもから大人まで
楽しめるオリジナルピアノ曲をお届けします。
曲目：ピアノ連弾のための組曲より「ヘンゼルとグレーテル」、

「笑う五百羅漢」 ほか

5/16 日 14:00～14:40　豊洲文化センター　シビックセンターギャラリー

申込
5/1㈯～

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　

5/26 （水）12:00～　

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

能体験
－能の舞でエクササイズ－

ワンコイン

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〉5/31（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。

⑴ ⑵

Ⓒ2001 日活・フジテレビジョン

⑴ずばり!!クラシック
　名曲コンサートVol.3
（12/20(日)ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

⑵花岡詠二プレゼンツ
　新春室内楽＆スイングコンサート
（1/9(土)ティアラこうとう　小ホール）
出演者ＣＤ　1枚

古石場文化センター　大研修室会場

全席自由　月会員　友の会・一般／500円
※当日はお席がある場合のみ開演時間15分前から受付

5/22
（土）

監督：岡本喜八　出演：真田広之、鈴木京香

江東シネマプラザ5月
「助太刀屋助六」

午後の部 15：00午前の部 11：00

時は江戸。助六は幼き頃に父が家出、母とは死別した天涯孤独の身。
ひょんなことから仇討の助太刀をし、その快感を覚え、以後頼まれ
なくても助太刀を
買って出るようにな
る。7年ぶりに故郷
に帰ると、もうすぐ
仇討があることを知
る。しかしその仇と
は!?

（2001年／日活・フジテレビ／88分／カラー）

申込み 江東区文化センター　☎03-3644-8111

全席自由　友の会 3,400円　一般 3,600円（全9回分）

江東シネマプラザ

5/22（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

江東シネマ倶楽部年会員新規募集

特典 1特典 1
特典 2特典 2

毎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抽選会に参加できます

5/22㈯

6/26㈯

8/28㈯

9/25㈯

10/23㈯

助太刀屋助六 

八つ墓村

岡本喜八

市川崑

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、山崎努

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

武田祥照

武田祥照 昨年のギャラリーステージより

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
テレビドラマ「俺の家の話」
でも話題の『能』を気軽に
体験、学ぶことができるシ
リーズ公演です。観世流能
楽師・武田祥照を招き、年
度内4回開催します。美し
い姿勢や所作を学び、能の
面白さ、魅力を再発見しましょう。間近に体験
できる武田祥照の謡い、舞いの実演もお楽し
みください。
出演・指導：武田祥照
※当日は、足袋もしくは白い靴下をご持参く
ださい。

新発売
日5/9

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
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

第346回
11/12（金）
19:00開演

第347回
12/9（木）
19:00開演

第345回
10/14（木）
19:00開演

指揮：ロリー・マクドナルド 
ソリスト：調整中
曲目／ティペット：チャールズ皇太子の誕生日のための組
曲、シベリウス：交響詩「４つの伝説曲」 ほか

指揮：飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）  
【シューマン交響曲全曲演奏シリーズ 1】  
曲目／シューマン：交響曲第1番変ロ長調 作品38「春」、
交響曲第2番ハ長調 作品61

指揮：高関健（常任指揮者）　
【ストラヴィンスキー没後50周年記念プログラム】
曲目／ストラヴィンスキー：小管弦楽のための組曲 第2番、
バレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」、バレエ音楽「カル
タ遊び」、3楽章の交響曲

「楢山節考」Ⓒ 1958 松竹株式会社

「智恵子抄」Ⓒ TOHO CO., LTD.「骨まで愛して」Ⓒ 日活

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

江東区芸術提携団体である東京シティ・フィルハーモニック管弦
楽団の楽団員が楽器の演奏方法をお教えします。
ふだん練習していて自信のないところ、プロの練習方法などを気

軽に質問することのできる絶好のチャンス！

7/11㈰ 10:00～18:00

東京シティ・フィルによる
楽器のクリニック

東京シティ・フィルによる
楽器のクリニック

プロの演奏家に楽器演奏を習ってみませんか？

対象：小学生以上の初心者から上級者まで。楽器をご持参できる方。
料金：大人3,500円、小・中学生2,500円

対象：アマチュアオーケストラ・クラブ活動などで活躍中の方など。
4名までの団体（同じ楽器・曲目に限ります）。

料金：1組につき大人6,000円、小・中学生4,000円

対象楽器： ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、
オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、
トロンボーン、チューバ

会　場：ティアラこうとう音楽練習室 ほか
講　師：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団員
申込み：区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとうにある申込

用紙（ティアラこうとうＨＰからも入手可）に記入し、ティアラこうとう窓
口に提出 (FAX・郵送も可）
〒135-0002　住吉 2-28-36　
ティアラこうとう　楽器のクリニック係
https://www.kcf.or.jp/tiara/
☎：03-3635-5500　FAX：03-3635-5547

締　切：6/8（火）17:00（必着）
※応募者多数の場合は抽選となります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今回はレッスンの見学受付
はいたしません。ご了承ください。

個人レッスン（1枠：45分）

パートレッスン（1枠：60分）

【受講生募集】

信田洋子

飯守泰次郎 Ⓒ金子力
ロリー・マクドナルド
ⒸBenjamin Ealovega高関健 Ⓒ金子力

過去の公演の様子

※2枠まで申込み可能

※1枠まで申込み可能

完売御礼

チケット発売のご案内
江東区芸術提携団体

定期演奏会
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団


