
よしもとお笑いライブin江東2021
ティアラ・クラシックス・2021　1966Quartet ～ DIAMONDS～

トリオ・カルディアの世界
後藤雅広 白石幸司　スインギン・クラリネット・デュオPart.30
和楽器演奏集団　独楽　～祝宴～

「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2回（全3回）
特撰落語名人会　柳家さん喬・林家彦いち・柳家三三　三人会

THE ５０+１執念～なぎら健壱５０+１周年コンサート～

西島数博プロデュース　TOYOSU DANCE LIVE 最終章～ LOVE IS ALL ～

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
8/9 月祝

新発売
火8/10

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／ 2,700円　一般／ 3,000円　※当日各500円増全席指定

和楽器演奏集団 独楽
～祝宴～
和楽器演奏集団 独楽、恒例の亀戸公演開催決定！
今年は結成20周年を迎えた女性津軽三味線ユニット
来世楽（ラセラ）と共に、例年以上に賑やかで華やかなス
テージをお届けします。ご期待ください！

13:30、17:30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
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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
友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円全席指定
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18：30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 前売　友の会／3,600円　一般／4,000円

当日　友の会／4,050円　一般／4,500円　
※5歳以上有料、4歳以下ひざ上無料。
　ただし、お席が必要な場合有料。

よしもと人気芸人が笑いをお届け！テレビとは一味
違う「生」のお笑いをどうぞお楽しみに!!

よしもとお笑いライブ
in江東2021

柳家さん喬 柳家三三林家彦いち

和楽器演奏集団 独楽

来世楽

石井克典

友の会・一般／1,000円　3歳～小学生／500円　
※2歳以下無料（要チケット）

全席自由

ゆかいな砂町ファミリーコンサート
砂町文化センターにゆかいな仲間がやってきます。歌
のお姉さんによる童謡やアニメソングとおしゃべりのほ
か、歌遊びや体遊びは会場のみなさんも参加できます。
歌のほかにマジックショーなども予定。ご家族一緒に楽し
みませんか♪

10:30、13：00開演　砂町文化センター　研修室
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透徹の響き　
石井克典ピアノリサイタル

出演（予定）：タカアンドトシ、トータルテンボス、とろサー
モン、トレンディエンジェル、コロコロチキチキペッパーズ、
ゆにばーす、オズワルド　ほか
※出演者が予告なく変更になる場合があります。

豊洲の舞台に人気の連続出演。最高峰のピアノ教授が届け
るピアノソナタ名作の深淵。

11：00、14：00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／2,300円　一般／2,500円　※当日各400円増、入替制全席自由

11
20
土

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2回（全3回）
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2回。
※開演時間により上映プログラムが異なります。
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Ｃ】交響曲第4番＆第6番「田園」88分
●14：00開演【プログラムＥ】交響曲第9番「合唱付き」76分

出演：和楽器演奏集団 独楽（植木陽史、川口真満、京極由加、
大升陽一郎、中井雄太郎、岡本綾香）
共演：来世楽

曲名：W.A.モーツァルト／ロンド イ短調 K. 511、L.v.ベートーヴェ
ン／ピアノ ソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3、A.スクリャービン／
ピアノ ソナタ 第4番 嬰へ長調 Op.30、F.ショパン／ピアノ ソナ
タ 第3番 ロ短調 Op.58
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6日17:00、7日16:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 各日友の会／4,500円　一般／5,000円

令和3年デビュー50＋1周年を迎えた「漢」なぎら健壱。残していきたいフォークソング
と人情味溢れるオリジナル曲を歌いつづけている。また音楽活動だけにとどまらず映画、ド
ラマ、テレビ、ラジオの出演、雑誌の執筆など幅広く活躍。本公演はコロナウイルス感染の
影響で中止になった昨年の50周年のアニバーサリーコンサートのリベンジ公演でもあり
ながら更なる進化を続け100周年(執念)を目指す「漢」なぎら健壱の姿をご期待ください。

THE ５０+１執念～なぎら健壱５０+１周年コンサート～
下町情歌Part.16　６日アコースティック・ヴァージョン.７日バンド・ヴァージョン

なぎら健壱

タカアンドトシ トータルテンボス

トレンディエンジェル オズワルド

半田健人 タブレット純

西島数博

出演：なぎら健壱　ゲスト（6日）：半田健人、タブレット純
演奏：OWNRISK（松本典明、叶沢伸明、雨宮直己、GOBOH鈴木）

28
日
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14:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／3,500円　一般／3,900円

実力者三人による極上噺をたっぷりとお楽しみください。

特撰落語名人会
柳家さん喬・林家彦いち・柳家三三　三人会
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15日18:00、16日13:00、17:00、17日13:00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／5,500円　一般／6,000円

2016年から開催してきた「TOYOSU DANCE LIVE」の最終章公演。昨年6月上演予定が新型コロナウイルス感染
拡大の影響から今秋への延期となりました。いよいよ最終章のダンスフェスティバルとも言えるスペシャル・プログラ
ム。
LOVE is ALL！をテーマに名作バレエを現代版にアレンジしたデュエット作品やソロダンスの新作、世界中で踊られ

るラヴェル作曲「ボレロ」映像クリエイションとのコラボの最新作を贈ります！

西島数博プロデュース
TOYOSU DANCE LIVE 最終章～LOVE IS ALL～

出演：西島数博、志賀育恵、小森悠冊、松岡梨絵、橋本直樹、HILOMU、清水夏生、日髙有梨、石田亮一、
デニス・チェン、坂口忍、安村圭太、木原浩太、理土-Lido-、水島渓、石毛祥太、木下愛唯、ソ・ギボム（振付）

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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秋の夕べを彩る　滋味あふれる楽曲をお贈りいたします。
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ティアラマンスリーコンサートVol.227
クラリネットとピアノで贈る　
ドイツ・ロマン派の夕べ　

18：30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
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座☆吉祥天女
第17回公演「おたふく物語」

5、6日14:00、19:00、7日14:00、17:30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／3,900円　一般／4,300円　※当日各500円増
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花岡詠二withフォレストレディース・
スウィング・オーケストラ

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／2,700円　一般／3,000円
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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

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.30
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30回目を迎えられました！進化は止まらない！
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THE 伝統芸能 特撰落語会
柳家権太楼 独演会

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／3,300円　一般／3,700円

実力派で、多くの人から慕
われている心温かな落語家、
ゴンさまの愛称で活躍中。
平成25年には、紫綬褒章

受章。ぜひたっぷりとお楽し
みください。

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

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

9
19
日

笑顔とアニメとクラシック
～「トムとジェリー」～

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。
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ティアラ・クラシックス2021
1966Quartet～DIAMONDS～

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

結成11年目を迎え
たこの秋に、NEWアル
バムをリリースいたし
ます。その発売を記念
して、いち早くそのア
ルバムからUKロックナ
ンバーをたっぷりお届
けいたします。新たなメンバーで歩み出した1966カルテット
サウンドの音圧を、是非、体感しにいらしてください。

曲目（予定）：ビートルズ／ヘルプ！、ジョン・レノン／スターティン
グ・オーバー、デヴィッド・ボウイ／スターマン、オアシス／ホワッ
トエヴァー、クイーン／レディオ・ガ・ガ　ほか

出演：新村尚子（クラリネット）、北野公恵（ピアノ）
曲目：ブラームス／クラリネット・ソナタ作品120第1番・第2番、
シューマン／幻想小曲集作品73、子供の情景作品15より　ほか

北野公恵

花岡詠二(クラリネット)花岡詠二(クラリネット)

新村尚子

左:井口貴子　右:髙橋典子

日野真奈美（フルート）
星野沙織（ヴァイオリン）
高橋亜侑美（ピアノ）

柳家権太楼

10
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トリオ・カルディアの世界
〈昼の部〉親子で楽しむファミリーコンサート（こども対象）
〈夜の部〉ゆったり音楽を楽しむコンサート

〈昼の部〉13：30、〈夜の部〉18：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 〈昼の部〉友の会・一般／500円　※2歳以下ひざ上無料

〈夜の部〉友の会／2,500円　一般／2,800円　中学生以下／1,500円　※当日各500円増

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）：恋人よ我に帰れ、ビギン・ザ・ビギン　ほか

出演：杏里

出演：小林陽一(ドラム)、
松島啓之(トランペット)、
佐藤敬幸(アルトサックス)、
リンヘイテツ(ピアノ)、
安田幸司(ベース)

ゲスト：飯田さつき(ボーカル)
曲目（予定）The Sun will be Coming、
Broadway、On the Sunny Side Of 
the Street　ほか

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）、村上敏明（テノール）、城倉かほる（ソプラノ）、ブラス・
エキスパート・ファイヴ（金管五重奏団）
司会・進行：片岡一郎（活動写真弁士）
曲目：美しく青きドナウ、青い目の人形、尾高尚忠／フルート協奏曲　ほか

出演：花岡詠二、フォレストレディース・スウィング・オーケストラ
ゲスト：二井田ひとみ、河原真彩(トランペット)、赤崎文音(トロ
ンボーン)、青木研(バンジョー)、山本琢(ピアノ)、加藤人(ベース)、
籠利達郎(ドラム)
曲目（予定）：浪路はるかに、夜空のトランペット、私の青空　ほか

9
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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

【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。

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」

9
12
日

名曲で綴る　
渋沢栄一の描いた未来

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

渋沢栄一が訪れたパリ万
博で上演されていたオペラ
や、国賓の歓迎会で演奏さ
れた曲などを通して、近代
の偉人渋沢栄一の思いを
たどります。

笑いあり涙ありの人情溢れる本格時代劇を公演している劇
団・座☆吉祥天女。今回の舞台は江戸時代後期の本所横網です。
時は江戸時代後期。三味線の師匠の姉・おしずと日本橋の

大店に嫁いでいる妹・おたかが目黒不動尊に来ている。彫金
師の来助・おその夫婦は、
腕は良いが酒飲みで未だ独
り身の弟子・貞二郎を心配し、
おしずとお見合いをさせる
為、目黒不動尊に誘ったの
だった。女は面倒と言ってい
た貞二郎だが、相手がおし
ずと知ると‥。

国立音楽大学附属小学校からの幼
なじみ3人組にて結成。｢カルディア」
とはギリシャ語で｢心」を意味している。
各々が様々なフィールドで活躍しつ
つ、トリオ・カルディアでは幼なじみ
にしか出来ないアンサンブルを展開。
昼の部では0歳児から入場可能な

ファミリーコンサートを。夜の部では
クラシックから映画音楽まで、トリオ・
カルディアならではのアレンジでゆっ
たりとお楽しみいただけるステージ
をお届けします。

花岡詠二率いる“フ
ォレストレディース・ス
ウィング・オーケストラ”
ゲストに、二井田ひと

みほか、プロ・ミュージ
シャンによる華麗なサ
ウンドを！

10
1
金

19：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 友の会／3,500円　一般／3,800円　※当日500円増

小林陽一クインテット　
～結成45周年
CD発売記念コンサート～

白石光隆Ⓒ岩切等 竹山愛

過去の様子
桜井しおり
ⒸTomoko Hidaki

映像提供ブレーントラスト

8
月

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

江東少年少女合唱団　第30回サマーコンサート

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

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 44
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
【2部のみ】

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

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

9
月

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

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

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」 66
歳以上対象

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

aiwa/KINUJO presents　岩崎宏美コンサートツアー　～太陽が笑ってる～ 66
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／800円　一般／1,000円　こども（4歳～高校生）／500円

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 44
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218回　「八百万の神々、ティアラへようこそ」 66
歳以上対象

やおよろず

小林陽一 松島啓之

佐藤敬幸 リンヘイテツ

安田幸司 飯田さつき

14：00の部 残席わずか1部 完売

サロン・ドゥ・ティアラ
渋沢栄一が描いた未来

詳細
4面

9/1（水）14：00～15：30

アルバム「The Sun will be Coming」
（いつか太陽はやって来る）の中から癒し
のジャズナンバーをお送りします。コロナ
収束を願い演奏します。

10
16
土

ANRI LIVE 2021 
Voice to Voice 

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。

杏里

残席わずか
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66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

9 18・19

新発売
火8/10

新発売
火8/10

新発売
火8/10

ミミヨリ情報

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

※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。

完売情報

落語公演情報
シリーズ！！

10
月

9/25（土） 14:15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：芸人THEブラスト

上方落語　九雀亭

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
全席自由　友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円

桑原志織　ピアノリサイタル　Fazioliジャパン プレゼンツ 66
歳以上対象

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

グッドピープル 66
歳以上対象

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／2,700円　一般／3,000円　※当日500円増

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 66
歳以上対象

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

春風亭柳枝　真打昇進襲名披露公演 66
歳以上対象

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」 66
歳以上対象

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

66
歳以上対象

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　スペシャルガラコンサート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

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

神田陽子の講談まつりVol.6　女流競艶講談まつり　芸歴50年から1年生まで11人の女講談師勢ぞろいです! 66
歳以上対象

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 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／4,950円　一般／5,500円

歌ネタ四銃士　爆笑浪漫飛行　～歌ネタライブ～ 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

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

9/17（金） 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.131 66
歳以上対象

66
歳以上対象

9/26（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 66
歳以上対象

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

伝統芸能公開「落語」特別版　第四回 深川de圓満会 66
歳以上対象

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

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） 66
歳以上対象

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3,600円　一般／S席6,000円、A席4,000円

川野夏美コンサート２０２１ 66
歳以上対象

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

音楽のキセキ　～吉俣良トークコンサート～ 66
歳以上対象

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

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 66
歳以上対象

12:00開演　江東区文化センター　サブ・レクホール
全席自由　友の会・一般／500円

東京シティ・バレエ団　ワンコイン・バレエ・レクチャー 44
歳以上対象

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

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

定期演奏会

江東区芸術提携団体　チケット発売のご案内

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

桂九雀 芸人THEブラスト

プロムナードコンサート（第1225回）特別プログラム
第29回 イヴニングコンサート
「ピアソラ生誕100年を記念して」

全席自由　入場無料　どなたでも　当日直接会場へ
江東区文化センターにおいて、月3回・
金曜の12時から行っているプロムナ
ードコンサートの特別プログラムとして、
夏の夜のひとときを皆様と一緒に過ご
すために企画したコンサートです。
出演：江東区音楽家協会会員
曲目（予定）：ピアソラ／リベルタンゴ、タンゴエチュード　ほか

8/27 金 18:00～　江東区文化センター ホール

第21回シビックギャラリーステージ
if MUSIC fes in TOYOSU

入場無料　先着50名　当日直接会場へ
魅力あふれる、さまざまなアマチ
ュアバンドによる演奏をお楽しみ
ください。

9/12 日 12:00～　豊洲シビックセンターギャラリー

日本ユニシス・プレゼンツ
川畠成道チャリティコンサート

全席自由　ご招待　ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方　※1人2枚まで　
楽しみながら「ともに感じ、ともに考え
る」体験型コンサートです。先着100名
様を招待します。
障がいを持つ方の社会参加を支援する
団体、公益財団法人日本盲導犬協会へ
のご寄付にご協力願います。
出演：川畠成道（ヴァイオリン）、

須関裕子（ピアノ）
曲目：マスネ／タイスの瞑想曲　ほか

9/16 木 18:00開演　豊洲シビックセンターホール

問合せ 豊洲文化センター　☎03-3536-5061電話・窓口で（先着順） AERIAL

完売御礼　ご好評につき、次の公演は完売となりました。●ミュージカル　「冒険者たち～この海の彼方へ～」（8/13～16） ●ティアラ・クラシックス2021　山田華　虹色コンサート（8/14）
●みんなのミュージカル ホンク！～みにくいアヒルの子～(8/21、8/22） ●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（8/22）

　

高関健
ⓒ金子力
高関健
ⓒ金子力

ロリー・マクドナルド
ⓒBenjamin Ealovega
ロリー・マクドナルド
ⓒBenjamin Ealovega

飯守泰次郎
ⓒ金子力
飯守泰次郎
ⓒ金子力



骨まで愛して

智恵子抄

雨あがる

★■

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
火8/10 66

歳以上対象

66
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

新発売
火8/10

66
歳以上対象

※入場無料：A、Bは事前申し込みが必要です

ティアラあ～とふるＤＡＹＳ

〒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8月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号9月号は8月31日頃発送予定です。

全席
自由

10/6（水）12:00開始　

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〉8/31（火）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
⑴木村大ギターコンサートVol.5　
　木村大×沖仁 4seasons
（3/13(土)ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

⑵島津亜矢
　歌怪獣襲来ツアー2021
（4/3(土)ティアラこうとう　大ホール）
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

8/28
（土）

監督：斎藤武市　出演：渡哲也、浅丘ルリ子

江東シネマプラザ8月
「骨まで愛して」

午後の部 15：00午前の部 11：00

麻薬密売グループの用心棒をしてい
る加納は組織に嫌気がさし、ボスの秘
書・あや子と香港への脱出を約束する。
だが不意の銃撃戦で負傷し、あや子を
裏切ってしまう。過去を捨て平穏な
日々を過ごす加納だったが…。流行歌
をBGMに愛憎劇とアクションが合体したロマン・アクション。

（1966年／91分／カラー）

全席自由　友の会 2,200円　一般 2,400円（全6回分）

江東シネマプラザ

8/28（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

申込
8/10㈫
10：00～

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◎

▲

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

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
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3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。

Ⓒ日活

※当日はお席がある場合のみ開演15分前から受付

江東区文化センター　☎03-3644-8111　申込み

過去の公演の様子

こうとうこうとうこうとうこうとう
キッズシネマフェスティバルキッズシネマフェスティバルキッズシネマフェスティバルキッズシネマフェスティバル

☆友の会／ 400円　一般／ 500円　中学生以下／ 100円
★友の会／ 600円　一般／ 700円　中学生以下／ 200円　
　親子ペア券／ 800円　※2歳以下ひざ上無料

8/22（日）10：00～

8/21（土）13：20～

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】

～アートでつながろう！ハートフルな2日間♪～9/18（土）・19（日）

江東区音楽家協会が贈る
ファミリーコンサート

18日（土） 19日（日）

【1部】ファミリーコンサート
11:30～12:30

【2部】名曲コンサート
14:00～15:00

出演／江東区音楽家協会

要申込

ヘルマンハープミニコンサート＆体験
コンサート14:00～
体験①14:20～②15:10～
楽譜が読めなくても美しい音色で
弾くことができるドイツ生まれの
楽器の体験とミニコンサート。
出演／遠藤佳子、浅生直子

要申込

金管五重奏を聴いてみよう！
アンサンブルコンサート
11:00～11:50
トランペット、ホルン、トロンボーン、テューバ、
キラキラした楽器からは、どんな音が出るのか
な？華やかで美しいアンサンブルをお楽しみに！
出演／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

バレエダンサーの踊りをみてみよう！
＆フォトセッションコーナー
①12:30～12:45②13:30～13:45
バレエダンサーの踊りを目の前で
見てみましょう。踊りを見たあとは
ダンサーさんと写真を撮ろう。
出演／東京シティ・バレエ団

要申込

要申込

ティアラこうとうには“アート”がたくさん！
生の芸術にふれてココロを元気に！

2021年度 後期オーディション

場所：ティアラこうとう大会議室
対象：小学校4年生～高校生（バレエ経験：小学生は3年以上、中学・高

校生は5年以上）。所属バレエ教室に通い、先生の許可を得た方。
申込：往復ハガキ（126円）に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
話番号を記入の上、下記までご郵送ください。
〒135－0002江東区住吉2－28－36　
ティアラこうとう　ジュニアバレエ教室係

締切：9/4(土)必着

ティアラジュニアバレエ教室

　東京シティ・バレエ団の団員が指導するティアラこうとう主催
のバレエ教室です。様々な教室に通っているこどもたちが刺激し
あいながら、バレエ技術の向上のためレッスンに励んでいます
（4クラス制、レッスンは日曜日）。

参加者
募集

日 10:00～（予定）9/26

9/1
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

10/1金 12：00開始　ティアラこうとう　大ホール

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

太田弦
©Takafumi Ueno

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
定期演奏会のリハーサル
風景を特別に公開します。
　

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
申込
8/10㈫
10：00～

受付中

申込
8/10㈫
10：00～

申込
8/10㈫
10：00～

藤岡幸夫
©青柳聡

渋沢史料館所蔵

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

～舞台芸術をもっと楽しむつどい～

会　場：ティアラこうとう大会議室
参加費：友の会／無料　一般／ 500円
講　師：川上恵（渋沢史料館 副館長）
対象者：どなたでも　※先着50名様

サロン・ドゥ・ティアラ
2021～2022

渋沢栄一が描いた未来
9/1（水）14：00～15：30

公演を
もっと

楽しむなら!

　9/12（日）に開催する、「名曲で綴る　
渋沢栄一の描いた未来」の事前講座で
す。渋沢栄一が内外の賓客を招いて開催
したレセプションや、民間の立場で行った
外交活動について、渋沢史料館の川上恵
さんにレクチャーいただきます。

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！」
江東区文化センターがお送りする「伝統芸能まるわかり」イベント！
江東区ゆかりの演目に、渋沢栄一をテーマにした講談も!こどもから大
人まで参加できる体験コーナーもお楽しみに!

9/12（日）江東区文化センター　入場無料

昔ながらの講釈場で楽しむ講談　会場：2階談話ロビー
出演 時間

出演 時間

出演 時間

講師 時間

講師・辻講釈 時間

講談で聴く怖～いおはなし　会場：2階サブレクホール

講談体験　会場：3階研修室

張り扇作り体験　3階研修室

知っ得！納得！展示コーナー

①神田織音&こども講談師

②田辺銀冶
③宝井琴鶴
④神田山緑

⑤神田山緑
⑥一龍斎貞橘

12:45～13:15、
13:15～(こども講談師発表)
14:00～14:30
14:45～15:15
15:30～16:00

①13:30～14:00
②15:00～15:30

田辺銀冶
宝井琴鶴

宝井梅湯

13:30～14:00
15:15～15:45

2階展示ロビー
【ホール公演】 講談の気骨　神田松鯉・神田阿久鯉　＊チケット発売中！

神田松鯉、神田阿久鯉

12:00～16:00

16:00開場、16:30開演

張り扇作り　12:45～15:30
辻講釈
13:00～13:30、14:30～15:00

※1,000円、小学生以下無料

0歳からの親子でリトミック！

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18日
笑顔とアニメとクラシック　～「トムとジェリー」～19日

①11:00～11:30
②12:30～13:00
生演奏にのせてからだを使ってリ
ズム遊びをしよう！親子でいっしょ
に楽しめます。
講師／羽純（ヴァイオリニスト）

要申込

みんなＤＥスポーツ　
13:30～16:00
パラリンピック競技「ボッチャ」を
体験しよう！ほかにもだれでも楽し
めるスポーツ、ゲームをやってい
ます。参加賞もあるよ！
協力／おあしす福祉会

両日
•東川小学校、毛利小学校の
　児童による作品展示♪
•木のおもちゃの販売♪
•スコーン販売♪
•深川江戸資料館 出張展示
「ふかえど屋」♪
•キッチンカー出店♪

チケット
発売中！

①13:00～ 14:00　②15:00～ 16:00　※詳細2面
14：00開演　※詳細2面

【カラー／ 107分／ 35㎜フィルム】
■同時開催（13:00～）
「活動写真弁士になろう！」
　　　　　　成果発表会

【カラー／ 80分／ 35㎜フィルム】

小津安二郎監督作品／活弁付きサイレント映画／モノクロ

山崎バニラ「生れてはみたけれど」写真提供：マツダ映画社

9/ 1：第344回定期演奏会（藤岡幸夫／東京シティ・フィル首席客演指揮者）　
10/1：第66回ティアラこうとう定期演奏会（太田弦／大阪交響楽団正指揮者）

A

B

公開リハーサル


