
シリーズ第９弾！江戸前人情喜劇　「亀戸駅裏旅館～同窓会篇～」
ティアラ・クラシックス2021　山田華 虹色コンサート
江東少年少女合唱団　第30回サマーコンサート
”社会風刺コント集団”　ザ・ニュースペーパー LIVE 2021
ティアラこうとうジュニアオーケストラ　第15回定期演奏会
岩崎宏美コンサートツアー　～太陽が笑ってる～
お江戸深川大講談まつり 再び！　講談の気骨
歌ネタ四銃士　爆笑浪漫飛行
結成61周年 薗田憲一とデキシーキングス　Live in Camellia Part.21
野村萬斎　狂言の夕べ　江東公演

今月の先行予約公演NEW
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新発売
木6/10

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
6/9 水

新発売
木6/10

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／ 3,200円　一般／ 3,500円全席指定

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト お江戸深川大講談まつり 再び！
講談の気骨
講談界の大ベテランにして人間国宝・神田松鯉と
その芸魂を受け継ぐ女流講談師・神田阿久鯉。師弟
が繰り広げる話芸の世界。
語りだけで聴くものの脳裏にいきいきと情景を映

し出す「講談」。卓越した言葉の使い手…講談師の
至芸をたっぷりとお楽しみください！ 　

16:30開演　江東区文化センター　ホール

12
日

9

出演：神田松鯉、神田阿久鯉

11：00、14：00開演　森下文化センター　多目的ホール
友の会／1,100円　一般／1,300円　こども（小学生以下）／600円　親子ペア／1,600円
※当日各200円増。2歳以下は大人１人につき１名までひざ上無料

全席指定

7
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4
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17：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,670円　一般／6,300円

デビュー 45周年を迎えた岩崎宏美によるスペシャルコンサート!
これまでの45年を振り返りつつ、新たな魅力をバンドサウンドにのせてたっぷりとお
届けいたします!

日本の古典芸能の一つである狂言。鎌倉時代から
室町時代の頃に確立し、今日に至るまで一度も途絶
えずに伝承されてきました。出演者による解説もあり、
初めての方でもわかりやすくご覧いただけます。

aiwa/KINUJO presents
岩崎宏美コンサートツアー
～太陽が笑ってる～

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

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
第15回定期演奏会

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／800円　一般／1,000円
こども（4歳～高校生）／500円

全席指定

8
29

「合奏を楽しもう」を合言葉にティアラこうとうで練習に励んでいるこどもた
ちによる演奏会です。
いろいろな練習の制約を受けながらも、高関健先生の指導のもと一生懸命

に取り組んできた団員たちが、心のこもった演奏をお届けします。

日

コント山口君と竹田君コント山口君と竹田君

テツandトモテツandトモ

カンカラカンカラ

AMEMIYAAMEMIYA

嘉門タツオ嘉門タツオ

どぶろっくどぶろっく

テツandトモテツandトモ

神田松鯉神田松鯉 神田阿久鯉神田阿久鯉

岩崎宏美

野村萬斎 「文荷」

過去の公演より
高関健ⓒMasahideSato

29
水

9

18：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,950円　一般／5,500円

野村萬斎　
狂言の夕べ　江東公演

友の会／4,050円　一般／4,500円　こども（小学生以下）／2,300円　全席指定

シリーズ第９弾！江戸前人情喜劇
「亀戸駅裏旅館～同窓会篇～」
歌あり・コントあり・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」。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本公演が、2年ぶりに
かえってきます。「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。2年越しの出演
となる公募で選ばれた区民の方々もお見逃しなく！　

15:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

22
木祝

7

親子であそぼう！
こぶたちゃんのおもちゃ箱

指揮：高関健
曲目：モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲、ハイドン／
交響曲第100番「軍隊」、シベリウス／交響詩「フィ
ンランディア」

曲目（予定）：ロマンス、思秋期、聖母たちのララバイ　ほか

出演：野村萬斎　ほか　解説：中村修一

演目：蚊相撲、文荷

江東少年少女合唱団　
第30回サマーコンサート

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／1,200円　一般／1,500円　こども（高校生以下）／600円　※2歳以下ひざ上無料　　全席指定

8
21

記念すべき第30回を迎え、ティアラこうとう大ホールで演
奏します。作曲家・横山潤子さんに作曲を依頼し、世界初演
します。そのほか世界各国の歌や、東京シティ・フィルとの共
演もあり、記念にふさわしいプログラムを予定しています。

土

指揮：笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ：奥田和、金井美雪　パーカッション：篠崎智
協力出演：Koto Youth Chior　ゲスト：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　弦楽四重奏
第1部：「私たちが今、歌いたい歌」 曲目：ふしぎなポケット、証城寺のたぬきばやし、友だちはいいもんだ　ほか
第2部：「横山潤子の世界　Vol.3」 曲目：翼をください、たまごのから～まじょの卵のから（新曲委嘱作品）　ほか
第3部：「世界うためぐり」 曲目：アロハオエ、オブラディオブラダ、カントリーロード、エーデルワイス　ほか

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

こぶたちゃんのおもちゃ箱には何が入っている
のかな。親子でこぶたちゃんと一緒に手遊び歌や
ダンス、ふれあい遊びを楽しみましょう。
※会場はすべて椅子席、公演時間は45分の予定
です。

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／4,950円　一般／5,500円全席指定

9
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土

歌ネタ四銃士　爆笑浪漫飛行
～歌ネタライブ～

替え歌王 嘉門タツオを筆頭に営業の超売れっ子 テツandト
モ、ＡＭＥＭＩＹＡ、どぶろっくのエンターテイナー 4組がティアラ
こうとうに集結、替歌をメインに音楽と笑いの融合で皆さんをエ
キサイティングな世界に誘います。もちろん各出演者の爆笑持
ちネタも披露！貴重な歌ネタライブは必見です。お見逃しなく！

出演：嘉門タツオ、テツandトモ、ＡＭＥＭＩＹＡ、どぶろっく

か ずもう ふみにない
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公演中止

政治、経済、事件、芸能・・・etc。
タイムリーな社会問題を「笑いと批判」に変える！
ライブにこだわり続けるザ・ニュースペーパーのライブでし
か見られないコントをお楽しみに！！

8
28
土

”社会風刺コント集団”
ザ・ニュースペーパーLIVE 2021

14:00、17：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／4,320円　一般／4,800円

7
1
木

舞踊作家協会　連続公演第217回
「七夕によせて」

18:30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

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

8
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土

ティアラ・クラシックス2021
山田華 虹色コンサート

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

双子ソプラノデュオ山田姉妹で活躍中の姉、
山田華の念願の初ソロリサイタル！"新たな一面
を知って欲しい" そんな想いを込めて、『虹』を
テーマに、歌謡曲から童謡、唱歌・クラシックと、
さまざまなジャンルから名曲たちをお届けします。
ぜひ、あなたのお気に入りの一曲を見つけて

みてください♪私と皆さんが心の色でつながる、
温かいコンサートになりますように。初の弾き語
りにも挑戦します！

8
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木
13
金

14
土

第7回東京シティ・バレエ団
全国バレエコンペティション

時間未定　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般、予選・決選通し券／2,000円

次代を担う若いダンサーたちの
活躍を見届けてみませんか。8/12
（木）プレコンペティション・コンペ
ティション予選、8/13（金）コンペ
ティション予選、8/14（土）決選を実
施します。時間等の詳細は東京シ
ティ・バレエ団全国バレエコンペティ
ションホームページをご覧ください。

8
27
金

28
土

29
日

27日18:30、28日14：00、18:30、29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

深川とっくり座公演50回
丹青の「柳田格之進」
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。
今回の演目は丹青の「柳田格之進」。碁の最中に五十両の大金が
紛失！疑いをかけられた格之進は！ そして娘おきぬの恋の行方は！

8
22
日

東京シティ・フィルPresents
親子で楽しむポピュラーコンサート2021

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／1,350円　一般／1,500円　※当日500円増（友の会・一般のみ）

子ども（3歳～小学生）／500円　※2歳以下無料・要チケット
※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり

0歳から入場OK！
クラシックからア
ニメソングまで、親
子で一緒に楽しみま
しょう。

出演：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（アンサンブル）
ゲスト：東京シティ・バレエ団団員

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）

6
29
火

第755回無声映画鑑賞会
「Ｄ・Ｗ・グリフィスと映画創成期」

18:30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・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

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
かの活動写真弁士とピアノの生演奏でお届けします。

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…。

7
2
金

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～」

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／2,250円　一般／2,500円

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

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。

9
25
土

結成61周年 薗田憲一とデキシーキングス
Live in Camellia Part.21

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

ジャズの中で最もハッピーで心暖まるジャズと言われている
「デキシーランド・ジャズ」の大御所故薗田憲一が1960年にデ
キシーキングスを結成。世界の民謡から日本の童謡、唱歌、その
他ジャズになる可能性のある曲は見事にデキシーに消化し、見る
人・聴く人を楽しませるステージは各地で好評を得ている。

出演：薗田憲一とデキシーキングス　ゲスト：FUMIKA

過去の公演より　
イメージ写真

山田華

8
10
火

ティアラ・ワンコイン・コンサート2021
東京シティ・フィルPresents
木管五重奏コンサート

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

東京シティ・フィル団員によるアンサンブルコンサートを、ワンコイ
ン（500円）でお楽しみいただけます。今回は、フレッシュなメンバー
を中心とした木管五重奏プログラムをお届けします。5者5様の音色
によって紡がれる暖かいサウンドを、是非会場でお聴きください。

出演：正木知花（フルート）、高橋舞（オーボエ）、須東裕基（ク
ラリネット）、谷あかね（ホルン）　ほか
曲目：イベール／三つの小品　ほか

出演：山田華（ソプラノ）、内門卓也（ピアノ）
曲目（予定）：翼をください、ひこうき雲、私のお父さん（プッチーニ：
歌劇「ジャンニ・スキッキ」）、ああ、信じられない（ベッリーニ：歌
劇「夢遊病の女」）、虹色の空（オリジナル）

6
5
土

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

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

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！

清水ミチコ 春風亭小朝 マツダ映画社「イントレランス」

たちあおい

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）

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

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。 

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

新型コロナウイルス感染状況と出
演者の体調管理を優先し主催者と協
議の上、公演を中止いたします。

問合せ
https://tokyocityballetcompetition.com/

東京シティ・バレエ団　☎03-5638-2720

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!



66
歳以上対象

33
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

水

6
2

日

6
6

日

6
13

土

6
19

金

7
16

土

7
3

土・日

6
26・27

水

6
2

66
歳以上対象66

歳以上対象

新発売
木6/10

【2部のみ】

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

振替公演

※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。）

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。

7
11
日

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”

DRUM TAO 2021新作舞台
「光」

出演：柳家喬之助

7
22
木祝

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

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！

シリーズ“気軽に伝統芸能”
落語

8
9

月祝

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

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

「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。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。

出演：木乃下真市、松橋礼香　ほか

7
31
土

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

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！

木乃下真市コンサート with 松橋礼香
「津軽発　深川行き」

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

10
2
土

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

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。

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

DRUM TAO

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

柳家喬之助

木乃下真市、松橋礼香
栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード

太田弦
ⓒTakafumi Ueno

菊池洋子
ⓒYuji Hori

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！（6/12）

完売
情報

公演
中止
情報

落語公演情報
シリーズ！！

6
月

7
月

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

7/14（水） 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

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

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～

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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　

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

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）

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

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

18:30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〕

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

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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

第21回江東オペラハイライト　歌劇「夕鶴」「蝶々夫人」 66
歳以上対象

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

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

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

66
歳以上対象

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、下記の公演を中止します。
●若獅子会プロデュース公演 知覧へ
※次の公演は2021年3月号特別号のイベントラインナップに掲載いたしましたが、中止となりました。
●ずばり‼クラシック名曲コンサートVol.4　●オーケストラwithバレエ
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申し上げます。



66
歳以上対象

骨まで愛して

智恵子抄

雨あがる

★■

1996フジテレビ・角川書店・東宝

Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2021

新発売
木6/10 66

歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

〒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6月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号7月号は6月30日頃発送予定です。

7/16
全席指定 入場無料

金 15：00開始予定　ティアラこうとう　大ホール

申込
6/10㈭
10：00～

7/28（水）12:00～

新発売
木6/10

能体験
－能の舞でエクササイズ－

ワンコイン

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　☎03-3635-5500　締切：6/30（水）申込み

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〉6/30（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

©鹿摩隆司

２０１７年「新おさよ」ティアラこうとう／撮影：鹿摩隆司

©鹿摩隆司

「八つ墓村」Ⓒ1996
フジテレビ・角川書店・東宝

7/17（土）・18（日）東京
シティ・バレエ団「『白鳥の
湖』～大いなる愛の讃歌～」
の直前リハーサルを一部特
別公開いたします。
どのようなシーンが見ら
れるかは当日のお楽しみで
す。本番前日の緊張感や舞
台が出来上がる過程をお見
逃しなく。

※お席は２階席（バルコニー除く）のみとなります。
※開始10分前に大ホール前にお集まりください。

東京シティ･バレエ団

「『白鳥の湖』～大いなる愛の讃歌～」
公開リハーサル

⑴春風亭小朝プロデュース 新春寄席
　松鯉・小朝・ナイツ
（1/9（土）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　2枚

⑵タケカワユキヒデ スペシャル・ソロ・ライブ
　～ゲスト：杉真理～
（1/24（日）江東区文化センター　ホール）
出演者サイン色紙　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

6/26
（土）

監督：市川崑　
出演：豊川悦司、浅野ゆう子

江東シネマプラザ6月
「八つ墓村」

午後の部 15：00午前の部 11：00

落ち武者の祟りに呪われた「八つ墓村」
で次々と起こる連続猟奇殺人。怨念渦巻
く村で、探偵・金田一耕助が単身解決に
乗り出すのだが、事件は想像を絶する衝
撃の結末へとむかっていく。

（1996年／126分／カラー／35㎜フィルム）

全席自由　友の会 3,000円　一般 3,200円（全8回分）

江東シネマプラザ

6/26（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

6/26㈯

8/28㈯

9/25㈯

10/23㈯

八つ墓村 市川崑 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

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
今年放送されたテレビドラマ「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（年度4回実施）の第2回です。
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。

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

「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。

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

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

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
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

※2枠まで申込み可能

※1枠まで申込み可能

定期演奏会

活動日

対　象

事前研修会

ティアラこうとう　ホールボランティア募集

7/11（日）東京シティ・フィルによる楽器のクリニック
7/16（金）東京シティ・バレエ団 公開リハーサル
7/6（火）14:00～16:30

チケット発売のご案内江東区芸術提携団体

全席指定

東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団

『おさよ（落語版ジゼル）』
柳家花緑×東京シティ・バレエ団

一般／3,500円　
※24歳以下／2,500円、
　シルバー（65歳以上）／3,000円
※障がい者手帳をお持ちの方は、
　一般料金から500円引

9/23 木祝 15:00開演　神奈川県立青少年センター　紅葉坂ホール　

バレエの名作「ジゼル」を“江戸時代”に置き換えた創作落語「おさよ」がバ
レエと共演。柳家花緑と東京シティ・バレエ団がティアラこうとうで上演した
本作、ついに横浜で初公開です。
出演：柳家花緑、東京シティ・バレエ団

ティアラこうとうチケットサービス　　　☎03-5624-3333申込み
横浜アーツフェスティバル実行委員会　☎045-663-1365主　催

会場：ティアラこうとう　大ホール
対象：①小学生以上18歳未満の区内在住または区内バレエスタジオ所属

を基本とし、3年以上のバレエ経験者（中学生以上は5年以上）
※区外からの参加も可能です。
②毎週日曜日および舞台リハーサル（12/15（水）・16（木）・17（金））
に参加できる方。

オーディション参加費：1,200円

ティアラこうとう、区内各文化センター、総合区民センターにある
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
こうとうへ提出（郵送可）。
申込みに必要な内容：①氏名・ふりがな②性別③年齢④学年⑤
経験年数⑥身長⑦所属バレエ教室⑧保護者名⑨郵便番号・住所
⑩電話番号
申込先：〒135-0002 江東区住吉2-28-36　 

ティアラこうとう「くるみ割り人形」オーディション係
締　切：7/1（木）必着 
※オーディション合格後のレッスンは、毎週日曜日ティアラこうとう
リハーサル室で行います。
※欠席が多い場合は配役決定後でも出演を取り消す場合があります。

東京シティ・バレエ団/ティアラ“くるみ”の会東京シティ・バレエ団/ティアラ“くるみ”の会
「第35回くるみ割り人形」
　　 出演者オーディション
「第35回くるみ割り人形」
　　 出演者オーディション

第一次オーディション

第二次オーディション

 12/18（土）、19（日）に
ティアラこうとう大ホー
ルで開催される「くるみ
割り人形」の出演者オー
ディションを行います。
 江東区芸術提携団体
の東京シティ・バレエ
団、東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団
と共演する、本格的なバレエ公演です。
未来のバレエダンサーを目指す皆さん、プロダンサーと一緒にこの
舞台に出演してみませんか。

8/1（日）小学生の部11:00～／中学生以上の部15:00～（予定）
※時間は申し込み状況により変更する場合がございます。

8/17（火）※第一次オーディション合格者のみ　

対象楽器

　コンサートやイベントでのパンフレット配
布や会場案内の業務の補助を行うボラン
ティアを募集します。公演制作の現場を体
験していただくことで、舞台芸術への理解
を深めることができます。参加の方は、事
前研修会にご参加いただきます。

新発売
木6/10

18歳以上の区内在住・在勤・在学の方。若干名。

申込み ティアラこうとう　☎03-3635-5500

申込み等詳細は右記二次元コードからご覧ください。

一般以外の申込はDDDチケットセンター（神奈川芸術協会内）
☎045-453-5080へ（発売は6/28(月)より）

※当日はお席がある場合のみ開演15分前から受付


