
ティアラこうとう・ジュニアバレエ団第12回発表会　バレエ・コンサート
林家たけ平独演会
加羽沢美濃 寺子屋クラシックス～ソプラノ徹底解剖～
和太鼓東京打撃団
特撰落語名人会　柳家さん喬・桂雀 ・々春風亭一之輔
「愛のままで...」あれから10年　ＪＵＮＫＯ ７０
春風亭小朝・東儀秀樹　夢の二人会

会員のための公演情報紙
ティアラペーパー

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。
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先行
3/9 木

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

 土
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16：00開演　江東区文化センター　ホール
友の会／3,240円　一般／3,600円全席指定

特撰落語名人会
柳家さん喬・桂雀 ・々三遊亭白鳥

林家たけ平独演会
FazioliピアノフォルティPresents
アレクサンドル・ヤコブレフ
ピアノリサイタル

10
日

6
4

全席指定
19：00開演　ティアラこうとう　小ホール

友の会／3,600円　一般／4,000円

ティアラこうとうチケットサービス

15：00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

火

5
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15:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／2,500円　一般／2,800円　※当日各200円増全席指定
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　寄席の風情もたっぷりに、下町亀戸で林家たけ平独演
会のお知らせです。今回は、今年真打昇進を果たした話題
の春風亭三朝と、寄席色物の重鎮、マジックの松旭斉美智、
そして林家一門から林家まめ平。たけ平もたっぷり二席申
し上げます。１日限りの笑いの殿堂、カメリアホールのたけ
平独演会、ご来場お待ちしています。

19:00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,000円全席指定

　ロシアンピアニズムの若き至宝！高松コンクール、伊ポッ
ツォーリコンクールなどの圧倒的な優勝をはじめ、世界の
主要コンクールで1位～3位を占めた数は50余り。
　さらに円熟味を増すカンタービレの美しさ、俊英のピア
ニストが厳選した珠玉のプログラムをお聴き逃し無く！

テーマ／「太鼓　天と地を結ぶ綱となり　解き放たれて快となる」 
　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
て東京を拠点に活躍する和太鼓グループ「東京打撃団」。国内外の公
演をはじめ、「EXILE TRIBE」全国ツアーに参加するなど、多方面から
好評を博しています。国境を越えて楽しめる和太鼓の息の合ったア
ンサンブル！タイゴング等アジアの打楽器も使用した情緒的な曲も
盛り込んで、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
友の会／3,400円　一般／3,800円全席指定

　三者三様の魅力でお送
りする特撰落語名人会。
　いつの時代も変わらぬ
噺家の心意気、話芸にご
期待ください。

　「加羽沢美濃 寺子屋クラシックス」が面白くて
勉強になると人気上昇中です。今回はBS-TBS
「日本名曲アルバム」に出演中の山田姉妹をゲス
ト講師に迎えて、『声』の魅力に迫ります。２月の
デビューＣＤから、昭和フォークも楽しめます。

　ロシア民謡、クラシック、映画音楽など幅広いジャンルをデュオやトリオ、さまざまなバリエーションで
お楽しみいただきます。
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歳以上対象

66
歳以上対象

66
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今月の先行予約公演NEW
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▼3/9　先行木

5/27
6/3
6/4
6/10
6/24
6/30

5/4

和太鼓　東京打撃団

ティアラ・クラシックス2017
加羽沢美濃 寺子屋クラシックス
～ソプラノ徹底解剖～

Viva la Musica 2017
バラライカwithアコーディオン＆ピアノ
～ロシア民謡からクラシック、映画音楽～

4
木・祝

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール　

5

全席指定

ティアラこうとう・ジュニアバレエ団　第12回発表会
バレエ・コンサート

友の会／1,800円　一般／2,000円

44
歳以上対象

30
金

18：30開演　ティアラこうとう　大ホール

6

全席指定

春風亭小朝・東儀秀樹
夢の二人会
～落語と伝統音楽の競宴！～

友の会／3,600円　一般／4,000円　江東区民／3,800円
※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。

66
歳以上対象

24
土

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール　

6

全席指定 友の会／6,300円　一般／7,000円

　ティアラこうとうが主催するジュニアバレエ教室のこども達による公演です。　　
　今年は8つのヴァリエーションからなる「ブリリアント・プロローグ」と「眠れる森の
美女」をお届けします。ご家族そろってお楽しみください。

　ＪＵＮＫＯ ７０特別企画
　江東区の皆さまと秋元順子が歩んだ70
年間の名曲の数々が今蘇る！秋元順子の生
まれてからの人生節目節目に流行した楽曲
を披露。60代の流行歌として「愛のままで
...」を熱唱。70歳の節目に披露する曲は？
　秋元順子と皆さまの人生のヒストリーを
今振り返る。
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新発売
金3/10

新発売
金3/10
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出演：北川翔(バラライカ)、 大田智美(アコーデ
ィオン)、鈴木菜穂子(ピアノ) 
曲目（予定）：M.ジャール／映画「ドクトル・ジバゴ」
よりララのテーマ、久石譲／映画「菊次郎の夏」よ
りサマー、J.ガーシュウィン― I.フロロフ／「ポーギ
ーとベス」の主題による幻想曲　ほか

先行
3/9 木

先行
3/9 木

先行
3/9 木

先行
3/9 木

先行
3/9 木

先行
3/9 木

先行
3/9 木

新発売
金3/10

出演：林家たけ平、林家まめ平、春風亭三朝、松旭斉美智

　落語と伝統音楽〈雅楽〉が同時にお楽しみいただける待望の特別
プログラムがティアラこうとうで実現！
　落語はおなじみ春風亭小朝がとっておきの古典落語を口演、雅
楽は東儀秀樹が笙（しょう）・篳篥(ひちりき）等を用いて古典のみな
らず現代音楽のレパートリーまで華麗に披露。それぞれの巧みな
世界を存分にお楽しみください。
　日本伝統文化の魅力満載の公演です。

「愛のままで...」あれから10年
ＪＵＮＫＯ ７０

プログラム：第一部　ブリリアント・プロローグ2017、 第二部　「眠れる森の美女」より
※音楽は録音したものを使用します。
ゲスト：春野雅彦、福田建太、三間貴範、濱本泰然、吉留諒（東京シティ・バレエ団）
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

春風亭小朝 東儀秀樹（Ayako Yamamoto）

過去の発表会より（撮影:鹿摩隆司、寺田真希）

柳家さん喬 桂雀々 三遊亭白鳥

ⓒ 藤田真郷

林家たけ平

林家まめ平 松旭斉美智春風亭三朝

曲目（予定）：モーツアルト／ ピアノソナタ第18番二長調k. 576、ブラームス／ヘンデルの主題による変奏
曲とフーガop.24、ムソルグスキー／組曲「展覧会の絵」、チャイコフスキー／組曲「くるみ割り人形」（プレトニ
ョフ編曲）、リスト／チェルケッスク行進曲（グリンカ／歌劇「ルスランとリュドミラ」より）

出演：村山二朗（篠笛）、田川智文・加藤拓哉・横山亮介・
露木一博・佐藤晃弘・藤本恭平・長谷川暢（和太鼓）

曲目（予定）：フニクリ・フリクラ、からたちの花、
翼をください、アヴェ・マリア　ほか
出演：加羽沢美濃（ピアノ）、山田姉妹（ソプラノ･デュオ）

北川翔 大田智美 鈴木菜穂子加羽沢美濃 山田姉妹

木・祝
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18:30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　※当日一律4,500円

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

66
歳以上対象

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／2,250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。
　昔昔亭桃之助真打昇進披露乃会」

5
24
水

今期より友の会割引有
江東シネマプラザ第39期

全席自由　友の会 3,800円　一般 4,０00円（全11回分）
江東シネマ倶楽部

4/22（土）～3/24（土）
古石場文化センター
大研修室会場

昭和の名画を楽しむ「江東シネマ
プラザ」。江東シネマ倶楽部に入会
いただくと４月～来年３月の上映会
を予約なしでご鑑賞いただけます。
特別上映会無料招待やグッズ抽選
会など特典が増えました。※今期
より１年（11回分）となりました。

新規会員募集

4/22㈯
5/27㈯
6/24㈯
7/22㈯
8/26㈯

9/23 ㈯
10/21 ㈯
11/25 ㈯
1/27 ㈯
2/24 ㈯
3/24 ㈯

流れる☆
東京暮色
青年の樹
RAILWAYS 49歳で電車の
運転士になった男の物語★

日本の夜と霧

放浪記☆

豚と軍艦
水戸黄門漫遊記☆

天城越え
友情
愛と死の記録

日程 日程作品名 作品名

★は音声ガイド付き上映（FMラジオを通してナレーション放送）　☆は３５ミリフィルム上映

全席自由　臨時会員券　友の会・一般　500円

3/25
（土）

監督：西河克己　出演：吉永小百合、高橋英樹、大坂志郎　ほか

江東シネマプラザ3月
「伊豆の踊子」（昭和38年／87分）

午前の部 11：00 午後の部 15：00

14：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由

5
5

金・祝

　90歳までひたすら描き
まくった画狂老人北斎。海
外で、ジャポニズムブーム
を巻き起こした浮世絵。さ
て、様々なジャンルの舞
踊家はどんな舞を踊るの
でしょう。

　最新のヒット曲から懐かしの名曲までカントリーの全てをお届
けします。ゲストはカントリー大好き人間、なぎら健壱さんです。

柳家花緑の落語バレエ
「新・おさよ」ーバレエ「ジゼル」

5
28
日

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／3,400円　一般／3,800円　区民／3,600円

午後の部 15：00

出演：石田新太郎とシティライツ、石田美也　ゲスト：なぎら健壱

19:00開演　江東区文化センター　中庭特設会場
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円　ペア券／9,400円　シニア（60歳

以上）／4,700円　学生／3,000円　小･中学生（保護者同伴）／2,000
円　2階立見券（前半・後半）／各500円（中庭開催時のみ当日発売）

火

午前の部 11：00

カントリー＆ウエスタン
I SAW THE LIGHT Vol.43

6
10
土

15:00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

　大作曲家ブラームスと作曲家シューマンの妻で人気のピアニストクララとの恋愛と友情
と尊敬の要素が入り交じった40年におよぶ愛情物語。ドラマティックな朗読でたどりながら、
ふたりの愛しい日々から紡ぎ出されたブラームスの名曲をピアノ演奏でお届けします。

朗読：風祭ゆき（クララ）、宮内良（ブラームス）、天木妙子（ナレーション）
ピアノ演奏：榊原紀保子
曲目：「６つのピアノ小品」第２曲『間奏曲』／第３曲『バラード』、「１６のワルツ」第１５番、「２つの
ラプソディ」第１番、交響曲第３番第３楽章（ピアノ版編曲）、ハンガリー舞曲第１番（ピアノ版編
曲）、弦楽６重奏曲第１番第２楽章（ピアノ版編曲）、ブラームスの子守歌（ピアノ版編曲）　ほか

出演：クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、木村紘（ドラムス）
曲目：イパネマの娘、崖の上のポニョ、バッハ／メヌエット　ト短調　ほか

ドラマティック朗読コンサートⅡ 
ブラームスとクララ
～最愛の女とともに～

舞踊作家協会第192回 
「奇才？天才？北斎！」
年間テーマ：舞踊美術館

出演：第1部　花岡詠二スヰング・オールスターズ（各種コンボ）、
　　　第2部　花岡詠二スヰング・オーケストラ（ビッグバンド）
曲目（予定）：Sing Sing Sing、レッツ・ダンス、メモリーズ・オブ・
ユー　ほか

出演：花柳面、花柳面萌、有
馬百合子、鈴木彩乃、大谷け
い子　ほか
三味線演奏：杵屋浅吉

ティアラマンスリーコンサートVol.193　
こどもの日のクラシック

友の会／1,800円　一般／2,000円　
こども(18歳まで)／500円　未就学児無料（大人1名につき2名まで）

5
20
土

大正の頃、伊豆天城を背景に、旅芸人の踊り子に寄せる高校生のほの
かな慕情を描く。吉永小百合
が純情なヒロインを演じ、頭
脳明晰で孤独な高校生役の
主人公には人気絶頂期の高
橋英樹が扮する。

6
18
日

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　

一　般／S席6,000円、A席5,000円

66
歳以上対象

5
11
木

11:00、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／1,100円　一般／1,200円　こども（０歳～小学生）／300円

当日各200円増　※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり。

　こどもから大人まで全ての世代に贈
る平日昼間の本格ジャズコンサート。
毎年好評の企画、８回目の登場です。
ニューヨーク在住のピアニストがジャ
ズの名曲からクラシック、アニメ曲ま
で演奏します。赤ちゃんと一緒でも大
人一人でもOK。パパママには生演奏
の癒しの時間、祖父母にはこどもたち
と一緒の幸せな時間をお届けします。

　小津安二郎監督が影響を受けた、エルンスト・ルビッチ監督
の初期の代表作「結婚哲学」を上映。映画をより面白くする弁
士の力をたっぷりお楽しみください。

　歌・ピアノ・ヴァイオリン・フルー
トによる、大人はもちろんお子様
にも楽しんで頂けるクラシックコ
ンサートです。ソロ・アンサンブル
の他にバレエ音楽「眠れる森の美
女」をお話付きでお送りします。

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

6
4
日

11:00開演　豊洲文化センター　レクホール
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円　こども／1,000円

※２歳までひざ上鑑賞無料、ただし座席を必要とする場合は有料。

　おなじみコンサート・バンビーニ。今年も音楽劇とコンサート
の二部構成でお贈りします。第１部はサン＝サーンスの名曲を
アレンジした、新作音楽劇「どうぶつたちのカーニバル」。様々
な動物たちの物語を音楽と華麗なダンスで演出します。第２部
はみんなが知ってるジブリなどのアニメソングや歌って踊れる
曲をお届けします。ご家族みんなでお楽しみください。

　今年5月に真打昇進をいたします昔昔亭桃之助による記念
落語会です。常設展示室で行っている伝統芸能公開「落語」の
特別版としてお送りいたします。
　真打昇進披露口上もございます。どうぞお見逃しなく！

コンサート・バンビーニVol．12
「どうぶつたちのカーニバル」

5
30
火

18：30開演　古石場文化センター　大研修室
全席自由 友の会／1,000円　一般／1,500円　※当日各500円増

上映作品：「結婚哲学」「岐路に立ちて」
出演弁士：澤登翠、山城秀之

無声映画鑑賞会
「世界のＯＺＵが憧れた　ルビッチ・タッチ！」

66
歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

第31回花岡詠二プレゼンツ 
スヰングタイム

宮内良宮内良 榊原紀保子榊原紀保子

クニ三上クニ三上

過去の公演より　過去の公演より　

澤登翠澤登翠 「結婚哲学」「結婚哲学」

昨年のコンサートの様子昨年のコンサートの様子

昔昔亭桃之助昔昔亭桃之助 昔昔亭桃太郎昔昔亭桃太郎 春風亭昇太春風亭昇太

風祭ゆき風祭ゆき

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

44
歳以上対象

66
歳以上対象

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
出演：今村やよい・江口みゆき・長谷川宏子・林晶子・丸山和子（ソプラノ）、田﨑文子（ピアノ・リコーダー）、中優子（ピアノ）
曲目：源田俊一郎編曲ホームソングメドレーより「早春賦～赤トンボ～椰子の実」、ビゼー／歌劇「カルメン」より『もう恐れはせぬ』　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.191 マンスリー委員によるマンスリーコンサート

66
歳以上対象

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
シンガーソングライター、大須賀ひできによるソロライブ。
予定曲目：かたぐるま、ダンゴ虫のブルース、女ひとり、生きるものの歌、神流川　ほか

Viva la Musica 2017 大須賀ひできソロコンサート ハロー60’s

55
歳以上対象

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／バレエセット券 3,100円
（※本公演と3/30・31東京シティ･バレエ団「TOKYO CITY BALLET LIVE 2017」同時購入者対象）
構成・振付：石井清子・中島伸欣　バリ舞踊監修：イ・クトゥット・スアンダ　バレエ：東京シティ・バレエ団　バリ舞踊：アナッ・アグン・グデ・アグン・ラーマ・
プトラ、ニ・ニョマン・チプタ・ウィリアワティほか　ガムラン演奏：Terang Bulang（トゥラン･ブーラン）

東京シティ･バレエ団 バレエとバリ舞踊の饗宴～バリ版：真夏の夜の夢

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会・一般 500円
指揮：佐々木新平　予定曲目：ベートーヴェン／「フィデリオ」より序曲、バルトーク／ハンガリアン・スケッチ（以上ジュニアオケ）、ボロディン／「イーゴ
リ公」より“ダッタン人の踊り”（合同演奏）、ブラームス／ハンガリー舞曲第5番(指揮体験コーナーあり)、チャイコフスキー／｢エフゲニー・オネーギン｣
よりポロネーズ　ほか

東京シティ･フィル＆ティアラこうとうジュニアオーケストラ オーケストラの日2017 スペシャルコンサート

五世茂山千作・十四世茂山千五郎襲名記念
茂山千五郎家　
第18回江東狂言の会「薪狂言」

出演：茂山千作、七五三、あきら、千五郎、茂、童司、鳳仁、区民参
加者（「金津」のみ）　ほか
演目：鬼瓦（おにがわら）、木六駄（きろくだ）、金津（かなづ）

出演：宇賀神朋子（ヴァイオリン）、川口暁子（フルート）、鶴岡亜紀
（ピアノ）、今村やよい（ソプラノ）
曲目：チャイコフスキー／眠れる森の美女（お話付き）、ラヴェル
／ボレロ、シュトラウスⅡ世／ワルツ「春の声」　ほか

　クラシックバレエの名作「ジゼル」の舞台を江戸に置き換え
た創作落語「おさよ」（柳家花緑・作）を東京シティ・バレエ団
の華麗なるバレエと東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
の迫力ある演奏と共に柳家花緑自ら熱演します。

　風情のあるかがり火のも
とで繰り広げられる笑いの
世界をお楽しみください。
※雨天時はホールで開催。
（当日15:00決定、中庭と
は席番が変わります）

ひと

柳家花緑東京シティ・バレエ団

前回の公演より

「伊豆の踊子」Ⓒ日活「伊豆の踊子」Ⓒ日活

「放浪記」Ⓒ東宝「放浪記」Ⓒ東宝
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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
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

月

第
1・3
　  

休
館

月

第
2・4
　  

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　☎ 0120-834-988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）
※ティアラこうとうも9/16（金）～12/18（日）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
（PC） http://www.kcf.or.jp/ticket_goannai.html
（携帯） http://www.kcf.or.jp/keitai 

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）

※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。

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。
携帯URL

そ
の
他
の
施
設 

公
演

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：立川雲水（3/16（木））、三遊亭天どん（4/4（火））

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
3/16（木） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

4/4（火） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室
各施設で開催される落語会の情報です。
ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

66
歳以上対象RAKUGOもんすたぁず

料金：全席自由　友の会・一般／ 1,500円（当日300円増）
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭朝也

5/7（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　第1和室

66
歳以上対象

料金：全席自由　友の会・一般／ 500円　※チケット取扱いは豊洲文化センターのみ
出演（予定）：河内家るぱん　ほか

寄席 都笑亭 Vol.111
4/27（木） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

66
歳以上対象

料金：全席自由　友の会1,000円　一般1,200円　中学生以下500円（当日各300円増）
出演：三遊亭栄楽　ほか　演目：徂徠豆腐、親子酒　ほか

第127回大島落語会
3/17（金） 19:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

66
歳以上対象

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
出演：神谷満実子（ソプラノ）、林正樹（ピアノ）、白石幸司（クラリネット＆サックス）、青木研（バンジョー）、吉原
聡（ギター＆バンジョー）、山本由也（人形師）、梶原ゆか子（人形助手）、海野ひろ美（照明）　予定曲目：あやつ
り人形の葬送行進曲、「くるみ割り人形」よりこんぺい糖の精のおどり、雪女、花嫁人形、ヴォカリーズ　ほか

Viva la Musica 2017 神谷満実子 Spring Concert  Part.10 マリオネット

66
歳以上対象

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
2015年4月にティアラこうとうで行われ、大好評を博した日本初のアイリッシュハープの祭典。
出演：Rachel Hair & Joy Dunlop、坂上真清、hatao&nami、村上淳志、ANONA

東京アイリッシュハープ･フェスティバル2017

66
歳以上対象

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　※当日各500円増
草原のチェロとも呼ばれる馬頭琴。その奏者として多方面で活躍するセーンジャー（賽音吉雅）の来日16周年
記念コンサート。　
曲目（予定）：恋情（オリジナル楽曲）、モンゴル民謡、スーホと白い馬、日本の歌メドレー　ほか

セーンジャーコンサートツアー In ティアラこうとう

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席2,700円、A席2,250円／一般 S席3,000円、A席2,500円
指揮＆トーク：大沢可直
曲目（予定）：映画「南太平洋メドレー」「煙が目にしみる」、ミュージカル「見果てぬ夢」「ウエストサイド物語」「デ
ィズニーメドレー」、𠮷田メロディー「いつでも夢を・哀愁の街に霧が降る・おまえに・寒い朝」　ほか

不朽のムード音楽！ 𠮷田正記念オーケストラ

66
歳以上対象

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
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）：ス・ワンダフル、世界は日の出を待っている　ほか

ティアラJAZZ LIVE 2017 スインギン・クラリネット・デュオPart.21

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　 友の会 S席3,330円、A席2,700円、B席2,070円／一般 S席3,700円、
A席3,000円、B席2,300円  ※江東区民は一般料金（S席～B席）より各200円割引
指揮：高関健　曲目：チャイコフスキー／弦楽セレナーデ、ヴェルディ／歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲、
歌劇「ナブッコ」序曲、歌劇「椿姫」第1幕前奏曲、歌劇「運命の力」序曲、歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第49回ティアラこうとう定期演奏会

44
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会・一般 500円
BS-TBS「日本名曲アルバム」で人気上昇の双子ソプラノ・デュオ、山田華・山田麗が、昭和フォーク、アリアの名曲　
ほかを歌います。　曲目（予定）：雨やどり、結婚しようよ、なごり雪、あなた、プッチーニ／歌劇「ジャンニ・スキッキ」
より“私のお父さん”、モーツァルト／歌劇「魔笛」より“夜の女王のアリア”、イタリア民謡／フニクリ・フニクラ　ほか

ティアラ ワンコイン・コンサート2017 山田姉妹コンサート

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 6,800円／一般 7,560円
曲目（予定）：高校三年生、学園広場、銭形平次、修学旅行、絶唱、春はまた君を彩る　ほか

芸能生活55周年 舟木一夫コンサート2017

2020
歳以上対象

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 900円／一般 1,000円／４歳～中学生 500円　※3歳以下保護者１名につき１名まで無料
客席前方は桟敷席。小さなお子様が動き回っても安心です。後方はイス席をご用意します。ベビーカーのまま会
場にお入りいただけます。　出演：薄井信介（チェロ）、福田理貴（ヴァイオリン）、井澤久美子（ピアノ）、小川岳史
（パーカッション）　曲目（予定）：白鳥／サン＝サーンス、リベルタンゴ／ピアソラ、さんぽ、小さな世界　ほか

ファンタジーコンサート ０歳から入場ＯＫ！ ポケットコンサート リターンズ！！ ～チェロ薄井信介となかまたち～

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会 1,800円／一般 2,000円／こども（中学生以下） 
1,000円／ママ友割（大人2人以上） 1,900円
出演：江川ゲンタ（パーカッション）、仲田美穂（ピアノ）、城間里佳（ボーカル）、五反田靖（トランペット）、佐野聡（トロンボーン）、澁谷和利（ベース）、
宮本仁（パーカッション）、MUTSUMI（ダンサー）　曲目（予定）：サザエさん、ドラえもんのうた、ディズニーメドレー、となりのトトロ　ほか

親子で楽しむ Kids meet Music! ～マンボで踊ろう！チャチャチャで歌おう！南の国の熱い音楽～

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 3,400円／一般 3,800円／こども（小学生以下） 2,000円
歌あり・コントあり・喜劇ありの120分!! 山口弘和（コント山口君と竹田君）の特別書き下ろしシリーズ第６弾。「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。公募で選ばれた区民
の方の出演もお見逃しなく！　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　ほか　

人情喜劇 亀戸駅裏旅館感謝篇 ～さようなら番頭さん～

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会・一般 1,500円（スパークリングワインまたはソフトドリンク1杯付き）
お話し：佐藤麻衣（ソムリエ）　出演：トリオベール　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）：ヴィヴァルディ／独奏協奏曲集「四季」より“春”第一楽章、プッチーニ／オペ
ラ「ジャンニ・スキッキ」より私のお父さん　ほか

ワインと生演奏のひととき

66
歳以上対象

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 2,200円／一般 2,500円　※当日各200円増（１ドリンク付）
出演：佐藤修セレナミュージック（ビッグバンド）、オルケスタ・ティピカ・シンパティカ（タンゴバンド）、
キャロル山崎（ヴォーカル）　曲目：ラ・クンパルシータ、リベルタンゴ、Ａ列車で行こう、君住む街角　ほか　

タンゴとビッグバンドの夕べ 君住む街角 ON THE STREET WHERE YOU LIVE

66
歳以上対象

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 4,000円／一般 4,500円
マダン劇「烏鵲橋（おじゃっきょ）アリラン」は、韓国の七夕伝説を基に新しく創作された物語です。劇中では韓国
の結婚式など伝統的な風習が随所に登場し、笑いあり、涙ありの楽しいマダン劇公演です。　

韓国民族芸術団「クンドゥル」マダン劇公演 ～烏鵲橋（おじゃっきょ）アリラン～

66
歳以上対象

古石場文化センター　大研修室　全席自由　友の会・一般 1,０00円　※当日500円増
深川生まれで、「写真界の芥川賞」とも称されている木村伊兵衛写真賞を受賞した写真家・大西みつぐ第１回
監督作品。地元の人が本人役で出演するなど、「まちの人」たちで作られています。２月に深川江戸資料館で上
映し、好評につき小津安二郎監督ゆかりの地・古石場文化センターで再上映します。

映画「小名木川物語」

66
歳以上対象

豊洲文化センター　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
曲目（予定）：シューマン/クライスレリアーナ、バルトーク/ピアノソナタ（1926）、ショパン/ノクターン
op.48-1、フォーレ/ノクターンop33-2、ガーシュイン/ラプソディインブルー　ほか

FazioliピアノフォルティPresents 石井克典ピアノリサイタル

66
歳以上対象

豊洲文化センター　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　※当日各500円増
出演：松田昌、倉沢大樹（エレクトーン・鍵盤ハーモニカ）、岡部洋一（パーカッション）
曲目：七つの子、キャラバン、ノクターン、リベルタンゴ、アンダルシア　ほか

松田昌 40th Anniversary concert

66
歳以上対象

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 2,300円／一般 2,500円／江東区民 2,300円
今年生誕250年を迎える滝沢馬琴出生の地、深川で『南総里見八犬伝』を題材にした浄瑠璃をお楽しみください。前回好評だった「伴作住家の段」
に続く、「蟇六住家の段より丸塚山の段」を、解説、対談付きで分かりやすく聴かせます。　出演：太夫／竹本千歳太夫　三味線／野澤錦糸

素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃｢花魁莟八総」

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会 900円／一般 1,000円／こども（３歳～小学生） 500円　
※2歳までのお子様で、座席をとらず膝の上でご鑑賞される場合は、無料でご入場いただけます。
昨年に引き続き、トリオベールが、クラシックの名曲からアニメ、映画音楽など、聴き馴染みのある作品を演奏します。　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／ディヴェルティメントニ長調より第一楽章、カッチーニ／アヴェマリア　ほか

～０才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

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 1,200円／小中高生 500
円　未就学児は無料　大人ペア2,000円
来場したこどもたちには、楽器のおもちゃをプレゼント！　出演：ぴたりんがくだん　羽純ｈａｓｕｍｉ（ヴァイオリン）、ふじい
みのり(ピアノ)、岡本夕佳(パーカッション)　曲目（予定）：おもちゃのチャチャチャ、春の童謡、ディズニーメドレー　ほか　

ぴたりんがくだん 親子で楽しむ0才からのリトミック・コンサートvol.2

66
歳以上対象

豊洲文化センター　シビックセンターホール　全席指定　友の会 7,020円／一般 7,800円
演出：原田優一　出演：彩乃かなみ、悠未ひろ、紫城るい、YUKA chanband〈中林成爾（チェロ）、杉田孝弘（ベ
ース）、相良宗男（ドラム）、YUKA（ピアノ）〉　曲目（予定）：宝塚の懐かしい曲より、ミュージカル、ポップス　ほか

「20th Anniversary Concert」 宝塚OG～同期のすみれ～

ご好評につき次の公演は完売いたしました。
● 立石一海トリオ（JAZZピアノトリオ）0歳からのコンサート 親子でジャズ！アニメから童謡まで
　（3/4豊洲文化センター　レクホール）

残席わずか

完
売
情
報

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 4,000円／一般 4,500円
曲目（予定）：シチリアーナ（G.フォーレ）、ジュピター（G.ホルスト）、アメイジング・グレイス（黒人霊歌）、中国
地方の子守歌（岡山県民謡・山田耕筰／和田薫編曲）、望郷のバラード（C.ポルムベスク）　ほか

天満敦子 無伴奏ヴァイオリンリサイタル2017

66
歳以上対象

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
一部：ダイナミックにイタリアオペラを　二部：あまく明るく心躍らせカンツォーネ　シャンソンを
出演：穂積磨矢子（ソプラノ）、中原沙織（ソプラノ）、川井彩子（ピアノ）、木川翔（テノール）、佐藤圭（テノール）、門倉光太郎（バリトン）
曲目：歌劇「アイーダ」より勝ちて帰れ、歌劇「トスカ」より抜粋ほか、グラナダ　カタリカタリ　ダンツァ　愛の讃歌　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.192 ～未来の星と共に～あったかいんだからコンサート第2弾

ティアラこうとう　大会議室　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円／こども 500円（2才までの膝上鑑賞無料）
※公演時間約60分（休憩なし）　※本公演に着ぐるみは登場いたしません。おむつ交換室・授乳室・ベビーカ
ー置場完備　曲目：ぞうさん、アイアイ、あたまかたひざポン、おにのパンツ、ゆりかごの歌、ほっとけーきはす
てき、アイスクリームのうた、『ヘンゼルとグレーテル』より「ホークスポークス魔法だぞ」　ほか

親子で楽しむクラシック名曲コンサート こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席4500円、A席3,600円／一般 席5,000円、A席
4,000円／バレエセット券（S席） 3,900円（※本公演と3/12「バレエとバリ舞踊の饗宴」同時購入者対
象）／学生 2,000円（高校生以上25歳以下の学生※要学生証提示　当日受付にて座席指定券と交換）
演目：ウヴェ・ショルツ振付「Octet」（日本初演）、アレッシオ・シルヴェストリン振付「譜と風景」、安達悦子再振付「パキータ」第2幕

東京シティ･バレエ団 「TOKYO CITY BALLET LIVE 2017」

66
歳以上対象

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
歌劇王ヴェルディの名作。恐ろしい運命に操られた兄弟の数奇な愛と憎悪の物語。（原語・字幕・テロップ付き公演）
指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人　演奏：江東オペラ合唱団・管弦楽団　レオノーラ：29日  日隈典子・30日  
津山恵　マンリーコ：29日  山田精一・30日  土師雅人　ルーナ伯爵：29日  村田孝高・30日  山口邦明　ほか

第32回江東オペラ歌劇 「イル トロヴァトーレ」

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
※当日各300円増　対象年齢は3歳～小学生。３歳以上は要チケット
出演：西川可奈子、菅原聡史、辻麗子、菅原明　演出：源紀　音楽：神尾憲一、塩谷翔　
振付：山本教子、相羽源氏

参加・体験・感動！ ふれあいこどもまつり・劇団東少 ミュージカル「白雪姫」 美しい心の「白雪姫」がおりなす、愛と感動の物語

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 2,250円（当日2,750円）／一般 2,500円（当日3,000円）／
中学・高校生 1,500円／小学生以下 1,000円 ※開演１時間前から入場整理券を配布します。
江戸庶民パフォーマンスあり。出演者が江戸庶民の姿で、常設展示室に登場します。
3月12日（日）11：00～、13：00～（各40分程）　要入館料

深川とっくり座公演43回目 丹青の「食えないはなし」

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会・一般 7,000円
出演：KAN（ピアノ・ヴォーカル） 、室屋光一郎（ヴァイオリン）、徳永友美（ヴァイオリン）、島岡智子（ヴィオラ）、
奥泉貴圭（チェロ）

KAN Concerto col Quartetto da Muroia
　　　　コンチェルト・コル・クヮルテット・ダ・ムローヤ

桂九雀桂九雀

はなのあにつぼみのやつふさ

残席わずか



66
歳以上対象

ミミヨリ情報

ティアラこうとう 大ホール公演（予定）

〒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。

★今月号は「ティアラのすむまち」をお休みさせていただきます。

2017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27日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計7名様

応
募
方
法

江東区は、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京シティ・バレエ団と芸術提携を結び、
音楽・舞踊を通じて区における芸術文化の振興や普及、区民の自主的な創造的文化活動の育成・発展に寄与するため、共に協力しています。

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

1.和楽器演奏集団 独楽
（9/4　カメリアホール）
オリジナルタオル／2名

3.宇崎竜童　弾き語りLIVE
（9/11ティアラこうとう大ホール）
サイン色紙／3名

〈しめきり〉3/30（木）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 ② ③

チケット発売のご案内
江東区芸術提携団体

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2017年度ティアラこうとう定期演奏会

会場：ティアラこうとう　大ホール　14:00開演　全席指定

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
オペラシティ定期演奏会

友の会　S席5,670円　A席4,770円　B席3,780円　C席2,880円
一　般　S席6,300円　A席5,300円　B席4,200円　C席3,200円
※プラチナ（60歳以上）　PS席4,800円　PA席4,000円
※江東区民は一般料金（S席～C席）より各200円割引

年間シリーズ券（全4公演：6/3までの販売）
会員・一般　Ｓ席10,640円　Ａ席8,400円　Ｂ席6,800円

ウィンター
3/18（土）
第305回
14:00開演

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番　変ホ長調　作品73「皇帝」
ブラームス／ピアノ四重奏曲第１番　ト短調　作品25
指揮：高関健　ピアノ：牛田智大

9/30（土）
第50回
※5/10発売

6/3(土)
第49回

11/25（土）
第51回
※5/10発売

2018/2/3（土）
第52回
※8/10発売

指揮：高関健
（3面参照）

モーツァルト／歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲、ベートーヴェン／
ヴァイオリン協奏曲、チャイコフスキー／交響曲第6番「悲愴」
指揮：飯守泰次郎　ヴァイオリン：青木尚佳

～第50回記念演奏会～圑伊玖磨：オペラ「夕鶴」（演奏会形式）
指揮：高関健　つう：腰越満美　与ひょう：小原啓楼
運ず：谷友博　惣ど：峰茂樹　児童合唱：江東少年少女合唱団
グローフェ／ミシシッピ組曲（音による旅行）、ガーシュイン／
ラプソディ・イン・ブルー、Ｊウィリアムズ／「ハリーポッターと
賢者の石」よりヘドウィグのテーマ、「スター・ウォーズ組曲」
指揮：栗田博文　ピアノ：奥田弦

4/13（木）　
19:00開演　

音楽：千住明　台本：黛まどか　指揮：藤岡幸夫
ソプラノ：市原愛　メゾ・ソプラノ：富岡明子　
テノール：中嶋克彦　バリトン：与那城敬　
合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：藤丸崇浩）

Tiara MembersTiara Members

～舞台芸術をもっと楽しむつどい～　第１期

全席自由　入場無料　どなたでも　※当日直接会場へ

3/26 日

シビックギャラリーステージ
～春だ！LIVEだ！豊洲へGO！～　

12:30～19：00　豊洲文化センター　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（事前申込制）

3/26 日 10:00～　ティアラこうとう

　シビックセンターギャラリーにて、フリーライブを開催いたします。魅力あふ
れる様々なアマチュアバンドによるライブステージです。どなたでもお聴きい
ただけます。ぜひお越しください！
※出演順は豊洲文化センターまでお問い合わせください。

ティアラこうとう地域感謝祭

　Dúlarinnによるケルト音楽（アイリッシュハープほか）のロビーコンサート
（12:00～、13:00～）、春らんまん寄席（12:00～）、お抹茶コーナー（12:00
～）、スタンプラリー、ケータリングカーによる軽食販売など、家族で楽しめる
イベントがたくさんあります。詳しくはティアラこうとうまでお問合せください。

時　間：13:30～15:00　会　場：ティアラこうとう中会議室ほか
参加費：友の会／ 1,000円　一般／ 2,500円（全2回・ワンドリンク付）
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　☎5624-3333　

1 5/20(土)　バレエの魅力
 （講師：結城美穂子）
2 7/15(土)　東京シティ･バレエ団について
 （講師：安達悦子、結城美穂子）

第１期（5月～7月）

サロン・ドゥ・ティアラ

2.グラシェラ・スサーナコンサート
（9/10シビックセンターホール）
サイン入り色紙／2名

友の会　S席6,750円　A席5,670円　B席4,500円　C席3,600円
一般　　S席7,500円　A席6,300円　B席5,000円　C席4,000円
※プラチナ（60歳以上）　PS席6,500円　PA席5,300円
※江東区民は一般料金より各200円割引

※第48回（3/4）も発売中です。

特別演奏会 オペラ「万葉集」
会場：東京文化会館　大ホール　全席指定

定員：30名

ティアラ友の会

今ご入会いただくと、
ティアラオリジナルチケットケースをプレゼント！

•チケット割引　•先行予約
•チケットの無料郵送（口座振替会員のみ）
•会員情報紙の送付　•アーティストグッズプレゼント
•指定飲食店での割引　など

どなたでもご入会いただけます。

入会金無料　年会費1,500円

会
員
の
特
典

会員募集中
　9月23日(土）、24日（日）にカメリアホールで開催予定の演劇祭（主
催：こうとう演劇まつり実行委員会）に参加する団体を募集します。希
望団体は4月6日（木）19:00から行う説明会に必ずご出席ください。

①朗読・演劇等舞台芸術団体（プロ・アマ不問）。原則江東区を中心に活
動する団体。
②上演内容は自由。ただし、演劇祭に相応しい作品内容であること。ま
た、上演時間は60分程度とする（舞台転換を含む。合同公演のため
照明・美術等に制限あり）。
③演劇祭運営に協力すること。
④参加費100,000円を納入のこと。ただし、この金額を演劇チケット代
にあてることも可（全席自由1,000円、50枚以上とする）
⑤申し込みの時点で上演演目が決まっていること。
⑥舞台稽古・リハーサル（平日・午後～夜間）に参加できること。
※詳細は応募要項をご参照ください。

第12回カメリア区民演劇祭　
参加団体募集

演劇集団
集まれ！

■参加資格 次の条件を満たす団体

　江東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、深川
江戸資料館に設置の申込書（財団HPからダウンロード可）に記入し、亀
戸文化センター（〒136-0071東京都江東区亀戸2-19-1　電話
03-5626-2121）へ提出または郵送。※申込み団体への説明会を4/6
（木）19:00から亀戸文化センターで開催します。

■お申込み

3/26（日）必着。※応募団体多数の場合は、実行委員会で協議の上、決
定させていただきます。
※参加団体が5団体未満の場合は、開催を見送る可能性があります。

■締め切り

こうとう演劇まつり実行委員会　電話090-7238-1857（松原）
■問合せ

KANKAN

岩崎宏美岩崎宏美

コッペリア　©Takashi Shikamaコッペリア　©Takashi Shikama

南こうせつ南こうせつ

綾小路きみまろ綾小路きみまろ

福田こうへい福田こうへい

AnimaAnima

Dùlarinn（ドゥラリン）Dùlarinn（ドゥラリン）

AERIALAERIAL PIECE PEACEPIECE PEACE

ミッチーdeたっちー☆キラキラLet's自己解放ミッチーdeたっちー☆キラキラLet's自己解放

大ホールイベントラインナップ
2017年度　ティアラこうとう

第49回　指揮：高関健
第50回　指揮：高関健
第51回　指揮：栗田博文
第52回　指揮：飯守泰次郎

東京シティ･フィル
ティアラこうとう
定期演奏会シリーズ

ティアラ ワンコイン・
コンサート2017シリーズ

ティアラこうとうで2017年3月現在で決定している公演を会員の皆さまにご案内いたします。
このほかにも順次新しい情報をお伝えしてまいりますので、どうぞご期待ください。

※公演・日程等変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

3公演予定
山田姉妹コンサート ほか　 5/10（水）、8/3（木）、1/24（水）

天満敦子無伴奏ヴァイオリンリサイタル2017
KAN Concerto col Quartetto da Muroia
芸能生活55周年　舟木一夫コンサート2017
不朽のムード音楽！𠮷田正記念オーケストラ
ティアラこうとう・ジュニアバレエ団第12回発表会　バレエ・コンサート
柳家花緑の落語バレエ「新・おさよ」―バレエ「ジゼル」
JUNKO 70
春風亭小朝・東儀秀樹　夢の二人会
東京シティ・バレエ団「コッペリア」
南こうせつコンサート
東京シティ･フィル　ドラゴンクエストコンサート
東京シティ･フィル　真夏のレクイエムこうとう2017
ティアラこうとうジュニアオーケストラ第12回定期演奏会
岩崎宏美コンサート2017
下校時間のクラシック
バレエの日　0歳からOK!　東京シティ・バレエ団のバレエコンサートvol.3
綾小路きみまろ笑撃ライブ！
フレッシュ名曲コンサート　オーケストラｗｉｔｈバレエ
花岡詠二プレゼンツ　KOTOユースジャズフェスタ2017
第32回くるみ割り人形
サンクトペテルブルク・アカデミー・バレエ「白鳥の湖」
春風亭小朝プロデュース　新春寄席
福田こうへいコンサート2018
オーケストラの日2018 スペシャルコンサート

4/1（土）
4/2（日）
4/13（木）
4/15（土）
5/4（木・祝）
5/28（日）
6/24（土）
6/30（金）

7/8（土）、9（日）
7/29（土）
8/5（土）
8/20（日）
9/3（日）
9/16（土）
9/17（日）
9/24（日）
10/4（水）
10/8（日）
11/12（日）

12/22（金）、23（土・祝）、24（日）
2018/1/4（木）
2018/1/6（土）
2018/1/27（土）
2018/3/25（日）

6/3（土）
9/30（土）
11/25（土）
2/3（土）

飯守泰次郎（真夏のレクイエム指揮ほか）

スプリング
5/10(水)
第306回
19:00開演

6/24(土)
第307回
14:00開演

7/22(土)
第308回
14:00開演

武満徹／３つの映画音楽、ベルク／ヴァイオリン協奏曲、
ブルックナー／交響曲第3番（1877年 第2稿）
指揮：高関健　ヴァイオリン：堀米ゆず子

パーセル（ブリテン編）／シャコンヌ（弦楽合奏のための）、ショスタ
コーヴィチ／ヴァイオリン協奏曲第1番、エルガー／交響曲第1番
指揮：藤岡幸夫　ヴァイオリン：木嶋真優

フンパーディンク／歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲、
ワーグナー（ヘルツェ編）／ヴェーゼンドンク歌曲集（女声
のための5つの詩）、ドヴォルザーク／交響曲第6番
指揮：下野竜也　メゾ・ソプラノ：池田香織

出演団体は
全8バンド




