
名曲で綴る　渋沢栄一の描いた未来
桑原志織　ピアノリサイタル　Fazioliジャパン　プレゼンツ
奈々福なないろvol.4　「シコふんじゃった。」長編浪曲一挙口演
笑顔とアニメとクラシック～「トムとジェリー」～
朗読の杜 Vol.1 「木曜日にはココアを」風間杜夫＆熊谷真実
 アートシネマ上映会2021　「バーンスタイン＆ウィーン・フィル　ベートーヴェン全交響曲シネコンサート」
ANRI LIVE 2021 Voice to Voice
川野夏美コンサート２０２１
音楽のキセキ　～吉俣良トーク＆ピアノコンサート～ 

ミュージカル「冒険者たち～この海の彼方へ～」
みんなのミュージカル ホンク！　～みにくいアヒルの子～

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
7/9 金

新発売
土7/10

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／ S席5,400円　A席3,600円　
一　般／ S席6,000円　A席4,000円

全席指定

川野夏美コンサート２０２１
2017年より開催している、川野夏美コンサートも今年で
4回目。今回はティアラこうとうにて開催いたします。川野夏
美のオリジナル曲をはじめ、毎回スペシャルなコーナーにて
数々の名曲のステージをお届けしております。カラオケファ
ンはもちろんのこと、演歌・歌謡曲ファンの方もワクワクす
るステージをお届けします！

16:00開演　ティアラこうとう　大ホール

17
日

10

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
友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円全席自由

9
14
火

12
日

9

15：00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　江東区民／3,800円

1867年、将軍名代の徳川昭武の随行として、パリ万博を訪
れた渋沢栄一。そこで上演されていたオペラ「アフリカの女」を
はじめ、当時のパリで流行していた曲をコンサート前半で、後半
では明治以降の日本が西洋の文化を吸収し、急速に国際社会
へ出ていく情勢を、栄一の思いと重ねながら音楽でたどります。

名曲で綴る　
渋沢栄一の描いた未来

川野夏美川野夏美

沢村豊子 Ⓒ矢幡英文沢村豊子 Ⓒ矢幡英文玉川奈々福 Ⓒ御堂義乗玉川奈々福 Ⓒ御堂義乗

前回の公演より前回の公演より

桑原志織桑原志織

友の会／4,000円　一般／4,500円　こども（高校生以下）／2,000円　
※2歳以下ひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料。

全席指定

みんなのミュージカル ホンク！
～みにくいアヒルの子～
「本格ミュージカルに出演しよう」をコンセプトにした区民参
加型ミュージカル。オーディションに合格した小学生から大人
まで35名と、プロのミュージカル俳優が共演します。約5ヶ月
の間、毎週日曜日に「ダンス」「歌」「演技」の稽古に励み、アマ
チュアとは思えない感動的なステージを披露します。ご家族み
んなで楽しめるミュージカルの世界を、ぜひご堪能ください！

12:00、16：00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

21
土

22
日

8

桑原志織　ピアノリサイタル
Fazioliジャパン プレゼンツ

演奏：白石光隆（ピアノ）、竹山愛（東京シティ・フィル首席フルート
奏者）、クァルテット・リゾナンツァ（N響メンバーによる弦楽四重奏
団）、ブラス・エキスパート・ファイヴ（金管五重奏団）、村上敏明（テ
ノール）、城倉かほる（ソプラノ）　
司会・進行：片岡一郎（活動写真弁士）
曲目：アンダンテ・カンタービレ、美しく青きドナウ、ジ・エンターテ
イナー、青い目の人形、尾高尚忠／フルート協奏曲　ほか

出演：五東由衣、倉田英二、大至、水野江莉花、オーディションで合
格した区民

■作品内容
アンデルセンの「みにくいアヒルの子」をベ
ースにした英国生まれのローレンス・オリヴ
ィエ賞受賞作品。愛と涙と感動のユーモアあ
ふれる物語です。音楽も素晴らしく、どこと
なく懐かしさを感じ身体にすんなりと溶け込
む感覚は絶品です。

アルトゥール・ルービンシュタイン国際ピアノコンクール第２
位、栄誉あるコンクール史上、日本人最高位！
2016年マリア・カナルス国際音楽コンクール、2017年ヴィ

オッティ国際音楽コンクール、2019年ブゾーニ国際ピアノコン
クールでそれぞれ第2位と世界的躍進を続けるピアニスト。

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／2,700円　一般／3,000円　
※当日500円増

全席指定

9
18
土

奈々福なないろvol.4
周防正行監督作品・原作　玉川奈々福・作
「シコふんじゃった。」長編浪曲一挙口演
周防正行監督の傑作映画を、なんと浪曲にしてしま
いました。とある大学の、廃部寸前の弱小相撲部に入
ることになった大学生男子が、相撲と格闘する中で友
情をはぐくみ成長していく青春物語…。 

出演：玉川奈々福、沢村豊子（曲師）
曲目（予定）：M.ラヴェル／ラ・ヴァルス、L.v.ベートーヴェン／ピア
ノソナタ第31番、F.シューベルト／幻想曲D760「さすらい人幻想
曲」、F.ショパン／バラード第4番　ほか

16
土

10

16：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,580円　一般／6,200円

「オリビアを聴きながら」でデビュー。「CAT'S EYE」「悲しみがとまらない」「SUMMER CANDLES」
などが大ヒット。国内外を問わず、幅広い活動を行い、常にチャレンジを続けている。

ANRI LIVE 2021 Voice to Voice 

杏里

白石光隆 Ⓒ岩切等 竹山愛 村上敏明 城倉かほる

クァルテット・リゾナンツァ Ⓒ相田 憲克 ブラス・エキスパート・ファイヴ

出演：杏里

18
土

9

【1回目】13:00～14:00
【2回目】15:00～16:00　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会・一般／1,000円　こども（小学生以下）／500円

※2歳以下ひざ上無料

コンサートホールへようこそ!東京シティ・フィルハーモニ
ック管弦楽団と東京シティ・バレエ団が皆さんを音楽とバレエ
の世界にご招待。司会付きの参加型ワークショップ&コンサ
ートで、舞台芸術をわかりやすく、楽しくご紹介します。

東京シティ・フィルと東京シティ・バレエ団の　

はじめての音楽会

司会：桜井しおり（音楽ワークショップ・アーティストおとみっく）
出演：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団弦楽四重奏

東京シティ・バレエ団ダンサー

19
日

9

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／2,700円　一般／3,000円　こども（小学生以下）／1,000円

7人でオーケストラのような豊かなサウンドの“E7”（アンサンブル・セブン）。映像とぴったり合った演
奏はまさに「アニメ・コンチェルト」。人気アニメ「トムとジェリー」が画面いっぱいに飛び回り、みんなが
笑顔になる映像つきコンサートです。名曲コンサートとアニメ・コンチェルトの2部構成による90分の
プログラムです。

笑顔とアニメとクラシック
～「トムとジェリー」～

映像提供ブレーントラスト

過去の様子 桜井しおりⒸTomoko Hidaki

出演："E7"アンサンブル・セブン（竹本泰蔵、CHIAKi、上田博司、廣瀬麻名、馬場順子、薄井信介、瀬野恒）
曲目：リスト／ハンガリー狂詩曲第2番《「トムとジェリー」ピアノコンサート》、動物たちの謝肉祭　ほか

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

入場時の検温

休憩時等の換気 お客様情報の取扱い出演者・スタッフの対策徹底

マスク着用 手洗・消毒

感染発生時、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。
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八百万の神々、ティアラへようこそ。古来、日本では森羅万
象あらゆるものに、神が宿ると信じられて来ました。今回は、
東を守る朱雀や、牧神などの神々が賑やかに集います。

9
1
水

舞踊作家協会　連続公演第218回
「八百万の神々、ティアラへようこそ」

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

7
18
日

親子であそぼう！
こぶたちゃんのおもちゃ箱

11：00、14：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 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

8
13
金

14
土

15
日

16
月

ミュージカル
「冒険者たち～この海の彼方へ～」

13日14:00、18:00、14日～16日11:00、15:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,140円　一般／4,600円　

※8/13（金）はプレビューのため　一般／3,600円のみ

9
18
土

19
日

江東オペラ
スペシャルガラコンサート2021

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

江東オペラ出演のソリスト達がお送りするスペシャルな2日
間です。オペラの名アリア・合唱・重唱をオーケストラと共に
字幕付きでお送りします。迫力ある舞台をお楽しみ頂けます。

9
21
火

18:30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

朗読の杜 Vol.1
「木曜日にはココアを」
2021年本屋大賞にて第二位を獲得した小説家・青山美智

子のデビュー作。
珠玉の短編集より抜粋し、風間杜夫と熊谷真実が爽やかに

朗読する色とりどりの物語。

9
19
日

春風亭柳枝 
真打昇進襲名披露公演

12：30、16：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円

保守本流の正統派として高い評
価を受ける春風亭正太郎が、
2021年3月、62年ぶりに復活した
大名跡「春風亭柳枝」を襲名。新し
い時代を担う若手真打の誕生をお
祝いしましょう。

出演：春風亭柳枝、柳家権太楼（昼）、春風亭一朝（夜）、春風亭正朝、
春風亭一花　ほか

出演：神田陽子、神田京子、神田桜子、神田莉々子、桃川鶴女　ほか

曲目（予定）：大河ドラマ『篤姫』より、連続テレビ小説『こころ』より、映画
『冷静と情熱のあいだ』より、TVドラマ『Dr.コトー診療所』より　ほか

指揮：レナード・バーンスタイン
演奏：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1977～ 79年/カラー /ステレオ
【11：00開演】プログラムＡ：交響曲第1番＆第3番「英雄」87分
【14：00開演】プログラムＢ：交響曲第2番＆第5番「運命」79分

10
31
日

音楽のキセキ
～吉俣良トーク＆ピアノコンサート～

16:00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

大河ドラマ「篤姫」「江～姫たちの
戦国」、映画「冷静と情熱のあいだ」、
ドラマ「Dr.コトー診療所」「プライド」
など、日本のテレビ界に音楽の花を
添えてきたレジェンドのトークコンサ
ート。映像作品の印象を左右する劇
半音楽世界において、見るものに感
動を与え続けてきた吉俣良の貴重な
体験談や裏話を交え、彼の作り出す
音の世界を心からお楽しみください。

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。

7
22
木祝

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　こども（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！　

9
3
金

ティアラマンスリーコンサートVol.226
「3人のオペラヒロイン物語」

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／3,150円　一般／3,500円

「椿姫」よりヴィオレッタ、「ドン・パスクワーレ」よりノリーナ、「ランメ
ルモールのルチア」よりルチア3人のオペラヒロインの恋物語。ピアノ
伴奏と解説のナレーションでオペラ初心者の方でもわかりやすく演奏い
たします。有名なオペラアリアとデュエットをお楽しみください。

出演：前原美香（ソプラノ）、今村やよい（ソプラノ）、後埜上礼子（ソプラノ）、中尾遊（テノー
ル）、大井哲也（バリトン）、髙橋雄一郎（バス）、中優子（ピアノ）、沢田いほり（ナレーション）
曲目：「椿姫」より「乾杯の歌」　ほか、「ドン・パスクワーレ」より「騎士は
その眼差しに」　ほか、「ルチア」より「あたりは沈黙に閉ざされ」　ほか

出演：メアリー佐野、西川箕乃三郎、中村康之助、鈴木恵子、
鈴木彩乃、早川光江、大谷けい子
演目：牧神の午後　ほか　芸術監督：大谷けい子

前原美香

春風亭柳枝

神田陽子

野澤錦糸

橘ノ圓満

豊竹靖太夫

今村やよい 後埜上礼子 中優子 沢田いほり

9
15
水

グッドピープル

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／4,000円　一般／4,500円

2011年トニー
賞（主演女優賞）
ほか各演劇賞受
賞作品。
アメリカの格差
社会をテーマにコ
メディ要素も盛り
込んだ等身大の
人間ドラマです。

出演：戸田恵子、長谷川初範、サヘル・ローズ、木村有里、
阿知波悟美　ほか　作：デビッド・リンゼイ＝アベアー　
訳：黒田絵美子　演出：鵜山仁

出演：風間杜夫、熊谷真実

出演：橘ノ圓満、神田桜子、北海翼

出演：野澤錦糸（三味線）、豊竹靖太夫（太夫）

心とからだに響く「義太夫三味線」の１日教室。
錦糸師匠が奏でる音で文楽の世界に誘います。
日時：9/10（金）14時、18時の部（約2時間）
会場：森下文化センター　和室
対象：正座ができる方 各回15名

参加費1,000円
講師：野澤錦糸

指揮：諸遊耕史　演奏：江東オペラ合唱団・管弦楽団
出演：鮎澤由香理、竹内恵子、土師雅人、安藤英市、津山恵、
菅原千恵、井上雅人、山口邦明　ほか

9
22
水

18：30開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 友の会／1,800円　一般／2,000円　江東区民／1,800円

演奏の途中にわかりやすい解説を交え、
楽しく浄瑠璃に浸れます。

素浄瑠璃の会
帰ってきた「浄瑠璃解体新書」
伽羅先代萩 御殿の段

10
7
木

ティアラこうとう アートシネマ上映会2021
「バーンスタイン＆ウィーン・フィル
ベートーヴェン全交響曲シネコンサート」第1回（全3回）

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

名指揮者レナード・バーンス
タインが、その円熟期にウィー
ン・フィルと取り組んだベート
ーヴェン全交響曲演奏会のラ
イブ映像をスクリーン上映。全
3回シリーズの第1回。
※開演時間によって上映プロ
グラムが異なります。

10
2
土

伝統芸能公開「落語」特別版
第四回 深川de圓満会

19：00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

昨年に引き続き伝統芸能公開
特別版として、小劇場で開催しま
す。ゲストには講談の神田桜子さ
ん、和妻の北海翼さんと魅力満載
です。どうぞお楽しみください。

申込み 森下文化センター　☎03-5600-8666

9
26
日

神田陽子の講談まつりVol.6
お待ちかね!
涙と笑いの女流講談勢揃い

14：00、17：30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　昼夜通し券／5,000円

※当日各500円増

講談は落語と並ぶ日本の伝統話
芸です。ポンポンと調子よく張り扇
を叩きながら物語が進み、演じる
楽しさ、声を張る気持ちよさ、人情
の機微など愉しく学べます! ぜひ、
お遊びにいらしてくださいませ。
芸歴1年生から40年の大ベテ

ランまで華やかにおおくりします!
お楽しみに～

斎藤惇夫の児童小説「冒険者たち　ガンバと１５ひきの仲間」
がミュージカル化。プロの俳優と、オーディションで選ばれた実
力派ジュニアキャストが大活躍する感動の傑作ミュージカル！
この夏、ぜひご家族でお楽しみください。

めいぼくせんだいはぎ

公演をもっと楽しむためのワークショップ初開催！
錦糸直伝！ 義太夫三味線　徹底解説

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

イメージ写真

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（予定）：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）、石井野乃香（ファゴット）
曲目：イベール／三つの小品　ほか

ⓒKeitaHaginiwa2019

やおよろず

戸田恵子 長谷川初範

＝
18:30開演

＝ ＝＝
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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

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。

8
21
土

16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 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　　

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。

江東少年少女合唱団　
第30回サマーコンサート

曲目（予定）：ロマンス、思秋期、聖母たちのララバイ　ほか

9
4
土

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!

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

9
25
土

歌ネタ四銃士　爆笑浪漫飛行
～歌ネタライブ～

15：00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

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：神田松鯉、神田阿久鯉 出演：嘉門タツオ、テツandトモ、ＡＭＥＭＩＹＡ、どぶろっく

9
12
日

16:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／3,200円　一般／3,500円

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！ 　

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

出演：野村萬斎　ほか　解説：中村修一
演目：蚊相撲、文荷

9
29
水

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

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。

野村萬斎　
狂言の夕べ　江東公演

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」

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

8
29
日

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

「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。

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

公演中止
情報

落語公演情報
シリーズ！！

7
月

9
月

10
月

8
月

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

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

ティアラ・クラシックス2021　山田華 虹色コンサート 66
歳以上対象

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

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

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」

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

”社会風刺コント集団”　ザ・ニュースペーパーLIVE 2021 66
歳以上対象

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

結成61周年 薗田憲一とデキシーキングス　Live in Camellia Part.21 66
歳以上対象

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

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 66
歳以上対象

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

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 55
歳以上対象

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

ふるさとこうとう音楽のつどいVol.27　「第九」演奏会

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

DRUM TAO 2021新作舞台　「光」 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〕 66
歳以上対象

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。当日残席がある場合のみ販売）

東京シティ・バレエ団「白鳥の湖」　～大いなる愛の讃歌～ 55
歳以上対象

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

シリーズ“気軽に伝統芸能”　落語 柳家喬之助 33
歳以上対象

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

木乃下真市コンサート with 松橋礼香　「津軽発　深川行き」 66
歳以上対象

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 66
歳以上対象

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

柳亭市弥三遊亭ふう丈 港家小ゆき 沢村美舟 入船亭小辰

9/11（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。熊本県出身の二人による落語
と浪曲をお楽しみください（全席椅子席）。
出演：三遊亭ふう丈、港家小ゆき（曲師：沢村美舟）
※本公演は5/22（土）の振替公演となります。

第15回東大島亭　
三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会

66
歳以上対象

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

過去の公演より

高関健
ⓒStasLevshi

岩崎宏美

神田松鯉神田松鯉 神田阿久鯉神田阿久鯉

嘉門タツオ嘉門タツオ テツandトモテツandトモ AMEMIYAAMEMIYA どぶろっくどぶろっく
か ずもう ふみにない

野村萬斎 「文荷」

【2部のみ】

東京シティ・バレエ団　03-5638-2720問合せ
https://tokyocityballetcompetition.com/

完売御礼
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骨まで愛して

智恵子抄

雨あがる

★■

Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2021

山崎バニラの活弁大絵巻 『生れてはみたけれど』

☆優秀映画鑑賞推進事業　

『長靴をはいた猫』

★こどもが楽しい小津映画！ 

☆優秀映画鑑賞推進事業　

『銀河鉄道の夜』

新発売
土7/10 66

歳以上対象

新発売
土7/10 44

歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A
66

歳以上対象

新発売
土7/10

〒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7月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号8月号は7月31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

9/1
全席自由

全席
自由入場無料

水 12：00開始　ティアラこうとう　大ホール

7/28（水）12:00開始
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〉7/31（土）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

山崎バニラ「生れてはみたけれど」写真提供：マツダ映画社

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加藤登紀子コンサート2021 
　未来への詩（うた）
（2/11(木祝)ティアラこうとう　大ホール）
加藤登紀子自著　1冊

⑵加藤登紀子コンサート2021 
　未来への詩（うた）
（2/11(木祝)ティアラこうとう　大ホール）
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

7/24
（土）

監督：ワリス・フセイン　
出演：マーク・レスター、トレイシー・ハイド
声の出演：ラヴェルヌ知輝、佐々木りお

江東シネマプラザ7月
「小さな恋のメロディ」

午後の部 15：00午前の部 11：00

惹かれ合う11歳のダニエルとメ
ロディが、すぐにでも結婚したい
思いから、周囲の大人たちを困ら
せる事件を起こす。少年少女の淡
い恋心を描いたラブ・ストーリー
の傑作。どこか懐かしいテーマ曲
も日本で大ヒットした。

（1971年／106分／カラー／日本語吹き替え）

全席自由　友の会 2,600円　一般 2,800円（全7回分）

江東シネマプラザ

7/24（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

8/28㈯

9/25㈯

10/23㈯

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

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。
※第3回は10/6(水)開催予定です。続報
をお待ちください。

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 
ヴァイオリン：南紫音
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、ヴォーン・
ウィリアムズ：揚げひばり、シベリウス：交響詩「４つの伝説曲」
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. Ⓒ1979 COLUMBIA PICTURES 
INDUSTRIES,INC.

ALL RIGHTS RESERVED.

「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.

完売御礼

定期演奏会

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
※障害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

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

※当日はお席がある場合のみ開演15分前から受付

私たちと一緒にオーケストラに
参加しませんか？
さまざまなクラシックの名曲と
仲間に出会えます。

小学4年生～大学2年生の楽器経験があり楽器を持参できる方。
※入団にあたり後日オーディションがあります。
見学会は無料。受講料は後期15回程度
31,050円（教材費含む）

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

♪練習見学会♪

対象

高関健、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団員　ほか講師

参加費

8/8(日)18:00～19:00
ティアラこうとう　大ホール場所

日時

ティアラこうとう　☎03-3635-5500問合せ
不要。当日、直接会場へお越しください。申込み

江東区文化センター　☎03-3644-8111申込み

会　場：江東区文化センター　サブ・レクホール
参加費：友の会・一般／500円　※5/12（水）の延期公演です。
昨年度よりスタートした、レクチャー・コンサート。今年度は東京シティ・
バレエ団のレパートリー作品に注目し、その作品の特徴や東京シティ・
バレエ団ならではの演出や振付について、実演を交えながらレクチャー
します。第1回目は世界中で愛されている作品「白鳥の湖」です。東京シ
ティ・バレエ団の
演出では、物語の
結末に“ハッピー
エンド”を選択し
ています。その理
由や、演出による
違いなどにも迫り
ます。

9/8 （水）12:00開始　

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

江東区文化センターの“ワンコイン”シリーズ！

武田祥照

©青柳聡

昨年度の様子 信田洋子

オーケストラの音創りの過
程を覗いてみませんか？東京
シティ・フィル公開リハーサル
第2弾は、東京オペラシティで
行われる第344回定期演奏
会の練習風景を公開します。
指揮者は首席客演指揮者の
藤岡幸夫。どなたでも気軽に
お楽しみいただけます。

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

申込
7/10㈯
10：00～

プロの練習風景を 特別公開！ こうとうキッズこうとうキッズこうとうキッズこうとうキッズ
シネマフェスティバルシネマフェスティバルシネマフェスティバルシネマフェスティバル

☆友の会／ 400円　一般／ 500円　小・中学生100円
★友の会／ 600円　一般／ 700円　小・中学生200円　
　親子ペア券800円

猫のロペが主人のピエールを助けるために大
活躍。童話をもとにした愉快なアニメーション。
【カラー／ 80分／ 35㎜フィルム】

8/22（日）10：00～

8/21（土）13：20～

世界的巨匠・小津安二郎監督の映画はこどもだって楽しい！
Ｅテレや声優としておなじみの山崎バニラさんが大正琴を弾きながら小津監
督の初期のサイレント映画を楽しく語ります。

8/22（日）15：00～

古石場文化センター　大研修室 
会場

【1985年/朝日新聞社=テレビ朝日=日本ヘラルド映画グループ】

【1969年/東映動画】

【1932年/松竹蒲田】

宮澤賢治の有名な童話の登場人物を猫にして
描いた長編アニメーション。
【カラー／ 107分／ 35㎜フィルム】
※13:00～ワークショップ「活動写真弁士になろう！」発表会があります。




