
芸づくし大江戸トリップ

高石ともや年忘れコンサート2021
春風亭小朝プロデュース　「新春寄席　桂文枝・春風亭小朝二人会 with ナイツ｣
新春邦楽「和っしょい」其の11
金子三勇士　ニューイヤーコンサート2022
広瀬香美　WINTER CONCERT 2022

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
Happyクリスマス☆ミュージカルコンサート2021

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
10/9 土

新発売
日10/10

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／ 5,300円　一般／ 5,800円　※当日各500円増全席指定

高石ともや年忘れコンサート2021
「フォーク・ソングの元祖」とも呼ばれている高石ともや。
1966年デビュー、シンガーソングライターとして話題作を発表し続ける
一方、マラソンでも活躍を続けています。
毎年好評を得ている恒例の年忘れコンサートです。

15:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
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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／3,420円　一般／3,800円　※当日各200円増全席指定
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18日17：00、19日15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

　ティアラこうとうの“くるみ”は、東京シティ・バレエ団と、オーディションで選ばれたこど
もたちとの共演が特徴です。プロのバレエ団とオーケストラ、そしてこどもたちが創り出す
夢の世界を、ご家族そろってお楽しみください。

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

友の会／1,400円　一般／1,500円　※当日各200円増全席指定

下町ライブ2021
ウクレレ片手に昭和スイング
～古き良き時代の日本語ジャズ～
ウクレレの弾き語りスタイルで、懐かしい昭和の匂いがする、日本語ジャズを
お楽しみ下さい。戦後の日本を元気にした名曲の数々、笠置シヅ子のブギウギ、
美空ひばり、江利チエミのジャズなど。きっとアナタを笑顔にする！そんな下町コ
ンサートです。

15：00開演　森下文化センター　多目的ホール

14
日

11

新春邦楽「和っしょい」其の11

出演：東京シティ・バレエ団、ティアラ“くるみ”の会　
指揮：井田勝大
構成・演出・振付（イワーノフの原型による）：石井清子
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　合唱：江東少年少女合唱団

新春恒例の邦楽企画、今回も和物の魅力を
存分に表現する賢者たちがここに集結。琉球舞
踊とエイサーそして津軽三味線、日本古来の
手品「和妻」。津軽、江戸、琉球の文化を一度に
味わう贅沢企画です。

出演：高石ともや、河合徹三、坂本健、村尾あい

出演：りか（ヴォーカル・ウクレレ）、大橋祐子（ピアノ）、
菊田茂伸（ベース）
曲目：東京ブギウギ、銀座カンカン娘、L-O-V-E、私の青空、
りかオリジナル曲　ほか

出演：琉球伝統歌舞集団 琉神、津軽三味線 北村
姉妹、和妻師　きょうこ
曲目：琉球獅子舞、エイサー、津軽じょんから節、
ソーラン節　ほか
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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／6,930円　一般／7,700円

広瀬香美 デビュー30周年コンサート開催決定
冬の女王 広瀬香美が今年の冬も降臨します。この冬、ここでしか聞けないバンド演奏で

オリジナルアレンジを再現。益々、成長し続けるハイトーンな歌声で皆様に元気をお届け
します。

広瀬香美 WINTER CONCERT 2022
～debut 30th anniversary ～ 

©鹿摩隆司

曲目（予定）：ロマンスの神様、ゲレンデがとけるほど恋したい、promise
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日

12

15:00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　

東京がまだ江戸と呼ばれていた頃、そこにはどんな景色が広がり、どんな人が生き、何を
喜び、何を哀しいと思っていたのでしょうか。
木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一さんのナビゲートで、木場の木遣、落語、浪曲、浮世絵講
座、そして出演者らによるクロストークと……多角的に“江戸”に迫りながら、私たちが生き
る東京の土台でもある江戸の成り立ちを紐解きます。
いざ、芸能の“芸”、学芸の“芸”―実演と講座によるハイブリットな空想旅行へ。

芸づくし大江戸トリップ
～風俗、流行、精神性まで～

8
土

1

15:30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　

江東区民／3,800円

桂文枝が7年ぶりにテイアラこうとうに登
場！東西の落語会を牽引する文枝と小朝の競
演にナイツが花を添える豪華なプログラム。
楽しい新年の幕開けをご堪能ください。新春
の初笑いはティアラで決まり！

春風亭小朝プロデュース
「新春寄席　桂文枝・春風亭小朝二人会 with ナイツ｣

出演：桂文枝、春風亭小朝、ナイツ　ほか

出演：木ノ下裕一、五街道雲助、玉川奈々福（曲師：沢村豊子）、渡邉晃（太田記念美術館上席
学芸員）、木場木遣保存會

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。

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／4,500円　一般／5,000円全席指定
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金子三勇士 
ニューイヤーコンサート2022
～新時代に響くピアノ曲の祭典～
新進気鋭の人気若手ピアニスト、金子三勇士のリサイタルを開催。
日本とハンガリーの色彩が交ざり合う独特なピアニズムによる、名
曲ピアノプログラムをお届けします。
軽快なトークもお楽しみに！

曲目（予定）：リスト＝金子三勇士／ハンガリー狂詩曲第6番、ショパン／
夜想曲第2番、華麗なる大円舞曲第1番 変ホ長調、リスト＝金子三勇士／
スペイン狂詩曲、ショパン／英雄ポロネーズ、モーツァルト／ピアノソナタ
K330 ハ長調、ガーシュウィン＝金子三勇士／ラプソディ・イン・ブルー

金平糖の女王
コクリューシュ王子
クララ
くるみ割り人形
ドロッセルマイヤー
ねずみの王様

中森理恵
キム・セジョン
庄田絢香
福田建太

黄凱（両日）
春野雅彦（両日）

飯塚絵莉
吉留諒
斎藤ジュン
栄木耀瑠

主な配役 18日 19日

【ものがたり】クリスマス・イヴ。クララの家ではク
リスマスパーティが行われています。クララは「くる
み割り人形」をもらいました。時計が真夜中の12時
を知らせると…不思議な夢の物語が始まります。

春風亭小朝ナイツ桂文枝

りか（ヴォーカル・ウクレレ）

大橋祐子（ピアノ） 菊田茂伸（ベース） 高石ともや

©Ayako Yamamoto

動画配信情報 詳細4面

イマジナリートリップ

玉川奈々福Ⓒ御堂義乘

木ノ下裕一Ⓒ東直子

渡邉晃

五街道雲助
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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」のコンサート。恒例のクリスマスコンサートをお楽しみく
ださい。

12
10
金

東京ブラスソサエティ　
第49回クリスマスコンサート

18：30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

12
5
日

江東シティオーケストラ
第55回定期演奏会

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

12
12
日

ふるさとこうとう音楽のつどいVol.28　
ケルビーニ「レクイエム」

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

12
24
金

26
日

24日19:00、26日17:00開演　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　学生／3,000円

さくら弦楽四重奏団2021

今回は「ベートーヴェン16曲に並ぶ傑作」といわれるバル
トークの作品を取り上げます。恒例のベートーヴェン作品から
は、初期の第６番、中期の「ラズモフスキー第１番」を演奏いた
します。多彩な響きをお楽しみください。

12
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日

Happyクリスマス☆
ミュージカルコンサート2021

17日18:00、18日14:00、18:00、19日13:00、17:00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／7,500円　一般／8,000円　※2歳以下ひざ上無料

クリスマスシーズンに合わせて、ミュージカル、ディズニー、
POPSなどから親しみのあるナンバーをお届けします。家族や
カップル、お友達と思い出に残る時間を過ごしてみませんか？

11
2
火

A-one Note Concert 
～最上の音で～vol.1　ピアノの夕べ
東丸真耶　ピアノリサイタル

18:00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

ティアラこうとうの大ホールには、1965年
製の古き良き時代のスタインウェイピアノが
保有されています。染み渡るような芳醇な響き
は、近年のピアノには真似のできないまさに最
上の音！ 当館では、この最上の楽器を用いたコ
ンサートを新たに企画し、素晴らしい演奏をお
手頃な価格で皆様に提供していきます。初回
の11月2日には、ヴィンテージスタインウェイ
演奏に定評のあるピアニスト、東丸真耶さんを
お招きしての開催となりますので、是非ご来場
下さい。この貴重な音体験をあなたも！

12
12
日

カントリーミュージックコンサート
I SAW THE LIGHT Vol.52

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

ペダルスチール石田新太
郎、ボーカル石田美也の親子、
そしてスーパーミュージシャ
ンたちで構成されたバンド
「ザ・シティライツ」、かれら
が紡ぎ出す懐かしいウエス
タンから最近流行りのナンバー、「この曲知ってる！」から「これってカ
ントリーなんだ」までカントリーミュージックの歴史や曲の解説も聴き
ながらお楽しみください。This is Country Music ! It’ s Cool !
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）

指揮：山本武雄・太田聡
曲目：クリスマスフェスティバル、コルネットカリオン、「胡桃割り
人形」から　行進曲／花のワルツ、斑鳩の空　ほか

杉山茂 岩舩今日子

北翔海莉 戸井勝海 星乃 Jeity 小西のりゆき

出演：北翔海莉、戸井勝海、星乃、Jeity、井坂茜、本坊綾子、
森さとる、小西のりゆき、YUKA（ピアノ）、近藤尚如（ギター）、
杉田孝弘（ベース）、河崎真澄（ドラム）

出演：ジェイコブ・コーラー、朝香智子、MAiSA
曲目（予定）:鬼滅の刃メドレー、夜に駆ける、ルパンⅢ世、白日　ほか

出演：杉山茂（ヴァイオリン）、岩舩今日子（ピアノ）
曲目：モーツァルト／ヴァイオリンソナタより第25番ト長調
K.301、第28番ホ短調K.304、第32番ヘ長調K.376、第34
番変ロ長調K.378、第40番変ロ長調K.454

指揮：田中健
曲目：ベートーヴェン／交響曲第1番、ブラームス／交響曲第２番

出演：野尻弥史矢（第1ヴァイオリン）、高宮城凌（第2ヴァイオリン）、
中村詩子（ヴィオラ）、西牧佳奈子（チェロ）
曲目（予定）：Ｃ．ガルデル／首の差で（映画「セイント・オブ・ウーマン」より）、
Ｓ．バーバー／弦楽のためのアダージョ（映画「プラトーン」より）、Ｊ．ウィ
リアムズ／シンドラーのリスト（映画「シンドラーのリスト」より）　ほか

出演：山口裕之(第１ヴァイオリン)、丹羽道子(第２ヴァイオリン)、
臼木麻弥(ヴィオラ)、銅銀久弥(チェロ)
曲目：ベートーヴェン／弦楽四重奏曲 第６番、バルトーク／弦楽四重奏
曲 第２番、ベートーヴェン／弦楽四重奏曲 第７番「ラズモフスキー第１番」

指揮：土田政昭
曲目：J.シュトラウス／芸術家の生活、ブラームス／交響曲第4番、
ケルビーニ／レクイエム

10
30
土

秋のケルト市（いち）～ケルトの冬支度～
アニメーション映画
「ブレンダンとケルズの秘密」とケルト音楽動画上映

13：00、15：00、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
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円　※ケルト市お買物券300円付

アカデミー賞長編ア
ニメ賞にノミネートさ
れ、世界中の注目をあ
びた「ブレンダンとケル
ズの秘密」を上映しま
す。また、人気ケルト音
楽グループなどの歌と
演奏も上映します。
12:30　現地公認ガイド山下直子さんによる「ケルズの書」リモート解説
13:00　映画「ブレンダンとケルズの秘密」（日本語吹替版）
15:00　ケルト音楽上映「シーレ・デンバー」
16:00　ケルト音楽上映「ザ・ゴサード・シスターズ」
※チケットは通し券です。

1
6

木

ティアラ・ワンコイン・コンサート2022　
東京シティ・フィルPresents
「フィルム・ミュージック・ジャーニー」

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

今も昔も愛される映画。その映画を彩る音楽を楽しむ旅へ、
一緒に出かけましょう！

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。

江東区民合唱団と江東フィルハーモニー管弦楽団による
「ふるさとこうとう音楽連盟」のコンサートです。

12
3
金

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

ティアラマンスリーコンサートVol.229
「モーツァルトの
ヴァイオリンソナタによす〈楽の音〉」
ブリリアントな響き!! モーツァルトの“ヴァイオリンとピアノ

のためのソナタ”を集めて。

11
12
金

ストリート・ピアノ・コンサート2021
～ジェイコブ・コーラー＆フレンズ～

18:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

人気ピアニスト、ジェイコブ・コーラーによる超絶技巧な演
奏を、音と映像で心行くまでお楽しみください。最近テレビや
SNSを通じて話題になっているストリートピアノ。卓越した演
奏技術と豊かなオリジナルアレンジによって、ミュージシャン
の個性を最大限に生かした迫力ある演奏をお届けします。

振付：中島伸欣、キム・ボヨン、草間華奈　ほか
出演：東丸真耶
曲目：ラヴェル／水の戯れ、リスト／エステ荘の噴水　ほか

11
6
土

7
日

東京シティ・バレエ団　
TOKYO CITY BALLET LIVE 2021
「シティ・バレエ・サロン Vol.10」

6日13:30、17：30、7日11:00、15:00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／3,600円　一般／4,000円

創立以来、古典の名作バレエと共に
100を超えるオリジナル作品を生み出
してきた東京シティ・バレエ団。「バレ
エ・フォー・エブリワン」の精神を掲げ、
万人と表現の喜びを分かち合う場とし
て、創作作品にフィーチャーした
「TOKYO CITY BALLET LIVE」シリー
ズを毎年展開しています。東京シティ・
バレエ団のダンサーが新たな作品に挑戦する、大人気の“サロン”シリーズ。
記念すべき10回目となる今回は、団内の垣根を越え、新たな振付家による
レパートリーを予定しています。ご来場を心よりお待ちしております。

映画「ブレンダンとケルズの秘密」
©Les Amateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon

前回公演より©大洞博靖

ジェイコブ・コーラー 朝香智子 MAiSA

11
20
土

1×1＝∞ シリーズ　神田将・平野雅世
～プッチーニ、愛に生きるヒロインの肖像～

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
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

神田将 平野雅世
出演：神田将（エレクトーン）、平野雅世（ソプラノ）
曲目：蝶々夫人「ある晴れた日に」、つばめ「ドレッタの夢」、トゥー
ランドット「この宮殿の中で」　ほか全16曲

「ラ・ボエーム」「トスカ」「蝶々夫人」など、プッチーニが生涯に書
いた12の歌劇。全作品から選んだ名アリア16曲をひとりのソプラ
ノ歌手が熱唱。管弦楽はひとりの奏者がエレクトーンで作曲家の意
図を忠実に表現。最小にして無限大のユニット、今ここに誕生。

11
20
土

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

11：00、14：00開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円　3才～小学生／500円

※当日500円増　※0～2才無料（要チケット）

ピアノの「ぴ」、太鼓の「た」、ヴァ
イオリンの「りん」で『ぴたりんが
くだん』。みんなが知っている音楽
や手遊び歌などをヴァイオリン、
ピアノ、パーカッションが織りなす
様々な音色で体感！ママもパパも
ちびっこも、みんな一緒に楽しめ
るプログラムをお楽しみに。シー
ト席、ベビーカー置き場・おむつ
替えコーナーあり。
出演：はすみ（うたとヴァイオリン）、みのり（うたとピアノ）、

ゆか（パーカッション）

11
21
日

16:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,800円　一般／5,000円　（ペンライト付き）

カタヤマケイジ 還暦記念
「RED VEST コンサート」
　八代亜紀50周年シングル「ワタシウタ」作詞作曲。
カタヤマケイジの還暦記念コンサートです。
圧倒的歌唱力のハートフルヴォイスを楽しいお喋りと共に！

カタヤマケイジ
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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

※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。

指揮：佐々木新平　ピアノ：北村明日人
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目：ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番より　第1楽章≪逢引き≫、ワーグ
ナー／ワルキューレの騎行≪地獄の黙示録≫、スタイナー／タラのテーマ≪風と
共に去りぬ≫、伊福部昭／ SF交響ファンタジー第1番≪ゴジラほか≫　ほか

公演中止
情報

12：00開始　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

ワンコイン　能体験　－能の舞でエクササイズ－ 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／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。

よしもとお笑いライブ～ネタ実る秋の演芸選集！～in江東2021

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

座☆吉祥天女　第17回公演「おたふく物語」 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

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

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　 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　1966Quartet～DIAMONDS～ 66
歳以上対象

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

ANRI LIVE 2021 Voice to Voice 66
歳以上対象

〈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　※当日夜の部のみ500円増

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 66
歳以上対象

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
全席指定　友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円

透徹の響き　石井克典ピアノリサイタル 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

〈昼の部〉16:00〈夜の部〉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219回　～21世紀の風伝～「今、再びクロスオーバー」 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2回（全3回） 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3回（全3回） 66
歳以上対象

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

特撰落語名人会　柳家さん喬・林家彦いち・柳家三三　三人会 66
歳以上対象

10
月

11
月

12
月

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／2,700円　一般／3,000円　江東区民／2,800円　※当日各300円増

クニ三上トリオ　午後ジャズ 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。
●いそべとし男声合唱団演奏会（11/7）
　楽しみにお待ちいただいていたお客様には大変申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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

西島数博プロデュース　TOYOSU DANCE LIVE 最終章～LOVE IS ALL～ 66
歳以上対象

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

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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

13:30、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／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増

和楽器演奏集団 独楽　～祝宴～

11
27
土

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　

※14：30よりプレコンサートがあります。

フレッシュ名曲コンサート
銀幕を彩った
クラシック＆映画音楽
懐かしい名画やもう一度

聴きたいあのメロディをたく
さん集めたコンサートです。
オーケストラが奏でる迫力の
サウンドを思い切り体感して
ください。

風祭ゆき 宮内良 榊原紀保子

出演：風祭ゆき（３人の貴婦人）、宮内良（ベートーヴェン）、
天木妙子（ナレーション）、榊原紀保子（ピアノ演奏）

11
27
土

ドラマティック朗読コンサート　
ベートーヴェンと３人の貴婦人
～テレーゼとヨゼフィーネとアントーニエ～

13：30、17：00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／4,500円

「ドラマティック朗読コンサート」は朗読劇とコンサートが同等の重要性
を持ってコラボレーションする創作ステージです。ここではクラシックの
作曲家の恋愛物語が語られ、演じられ、作品が演奏されます。今回はベ
ートーヴェンが登場します。これまでの固定化された楽聖ベートーヴェン
とは違う、人間的な魅力あふれる新しいベートーヴェン像を描きます。

曲目：ベートーヴェン／ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13「大ソナ
タ悲愴」、ピアノソナタ第17番 ニ短調 作品31-2「テンペスト」、ブラー
ムス／ 2つのラプソディ 作品79、ピアノソナタ第1番 ハ長調 作品1

ダニエル・ハリトーノフ

12
1
水

ダニエル・ハリトーノフ 
ピアノ・リサイタル2021

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
全席指定 友の会／4,050円　一般／4,500円

10代にしてチャイコフスキー国
際コンクール第3位の実力を誇る
若き天才ピアニストが奏でる、ドイ
ツ・ロマン派の神髄－ベートーヴェ
ンとブラームスの傑作。近年はN
響との共演がテレビ放映され、次
代を担うピアノ界の貴公子として
話題のダニエル・ハリトーノフがお
届けする、名曲づくしの贅沢なリサ
イタルです。お聴き逃しなく！

出演：脩一朗＆大地
久保木脩一朗、久保木ユキ子、久保木一如、久保木和一朗、久保
木啓一朗（津軽三味線）、米谷和修（尺八・篠笛）、荻野哲也（和太鼓）

12
5
日

13:30、16:30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／3,200円　一般／3,500円　※当日各500円増　

津軽三味線　脩一朗＆大地
～和の真髄～

稀代の津軽三味線
奏者、久保木脩一朗
が率いる邦楽エンタ
ーテイメント！今年もカ
メリアホールにて開催
決定！津軽三味線のソ
ロ弾きと合奏、哀愁
溢れる津軽の伝統曲から迫力あるオリジナル曲まで、和の真
髄をお楽しみください。 指揮：藤岡幸夫（首席客演指揮者）　ピアノ：田部京子

曲目：シューベルト（吉松隆編）／シューベルト＠ピアノ協奏曲（世
界初演）　シベリウス／交響曲第1番 ホ短調作品39

1
29
土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第67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
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

シューベルトの最後のピ
アノ・ソナタを人気作曲家 
吉松隆がピアノ協奏曲に再
構築した幻の作品と、マエ
ストロが得意とするシベリ
ウスの情熱溢れる音楽をご
堪能ください。

佐々木新平 北村明日人

田部京子
©Akira Muto

藤岡幸夫
©青柳聡

指揮：高関健（常任指揮者）　チェロ：北村陽
曲目：ドヴォルザーク／チェロ協奏曲 ロ短調作品104　ブラーム
ス／交響曲第1番 ハ短調作品68

3
5

土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第68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
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

いま最も注目の若手チェ
リスト北村陽とのドヴォル
ザーク《チェロ協奏曲》、そ
してブラームス《交響曲第
1番》でお届けする、常任
指揮者 高関健による名曲
プログラム。

北村陽高関健©大窪道治

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

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

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

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／3,300円　一般／3,700円

THE 伝統芸能 特撰落語会　柳家権太楼 独演会

66
歳以上対象

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

ことづて

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

ティアラマンスリーコンサートVol.228　「川上健太郎ピアノ・リサイタル2021」　66
歳以上対象

〈夜の部のみ〉

関連イベント
サロン・ドゥ・ティアラ

➡詳細4面

残席わずか

残席わずか

残席わずか



66
歳以上対象66

歳以上対象

新発売
日10/10 66

歳以上対象

C IN EM AC IN EM A
44

歳以上対象

新発売
日10/10

新発売
日10/10 66

歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

動画配信

新発売
日10/10

〒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10月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号11月号は10月31日頃発送予定です。

申込
10/10㈰
10：00～

アーティストグッズプレゼント

計4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〉10/31（日）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笑激!!お笑いカーニバルinこうとう
（5/30（日）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　2枚

⑵純烈コンサート
（6/2（水）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　2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

10/23
（土）

監督：小泉堯史　出演：寺尾聰、宮崎美子

江東シネマプラザ10月
「雨あがる」

午後の部 15：00午前の部 11：00

映画監督・黒澤明の遺稿を映
画化。武芸の達人だが職につけ
ない武士とその妻。二人で旅の
途中、豪雨により宿場町に足止
めさせられるが、やがてその雨
があがる頃…。現代に失われつ
つある“優しさ”を見事に表現
した感動作品。

（2000年／91分／カラー）

全席自由　友の会 1,400円　一般 1,600円（全4回分）

江東シネマプラザ

10/23（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

◎日本語吹き替え　■一部モノクロ　▲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

10/23㈯

クレイマー、クレイマー

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㈯

小泉堯史 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

12/22（水） 12:00開始　
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

「雨あがる」
Ⓒ「雨あがる」製作委員会

「クレイマー、クレイマー」
Ⓒ1979 COLUMBIA PICTURES 
INDUSTRIES, INC． 
ALL RIGHTS RESERVED．

「マルサの女」Ⓒ伊丹プロダクション

※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

雨あがる

第3回目のテーマは「くるみ割り
人形」です。東京シティ・バレエ団は
毎年12月にティアラこうとうで公演
を行っており、今年で35回目を迎え
ます。オーディションで選ばれたこど
もたちとプロのダンサーの共演は、
全国でも珍しい上演形式です。今回は、一般的な公演
との違いや、「くるみ割り人形」の特徴的な踊りや演出
などを実演を交えてレクチャーします。
解説：信田洋子（東京シティ・バレエ団）
出演：東京シティ・バレエ団

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

　

申込み ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

～舞台芸術をもっと楽しむつどい～

ナビゲーター：佐々木新平、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
参加費：友の会／無料　一般／ 500円
対象者：どなたでも　※先着40名様

サロン・ドゥ・ティアラ
2021～2022

劇場体験～オーケストラ公演編～

昨年度ご好評いただきました「劇場体
験」のオーケストラ公演編！舞台機構や楽
屋など、公演当日の様子を東京シティ・フィ
ルがご案内します。後半には指揮者の佐々
木新平が登場。オーケストラについてや、
11/27(土)開催の「銀幕を彩ったクラシッ
ク＆映画音楽」についても語ります。

11/25（木）14：00～15:00　ティアラこうとう　大ホール

公演を
もっと

楽しむなら!

佐々木新平

9月の公演より

Ⓒ鹿摩隆司

落語公演情報
シリーズ！！

11/20（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

10/23（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：林家扇兵衛（10/23）、鈴々舎八ゑ馬（11/20）

上方落語　九雀亭

11/11（木） 18:30開演 会場　東大島文化センター　レクホール
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、林家なな子と林家あ
ずみによる二人会！いつもの和室から、広い会場に変更しての開催です。東大島
亭でしか見られない秘密の芸があるかも…。お楽しみに！
出演：林家なな子、林家あずみ（三味線漫談）

第17回東大島亭
林家なな子・林家あずみ二人会

桂九雀

高関健Ⓒ大窪道治

林家扇兵衛 鈴々舎八ゑ馬 林家なな子 林家あずみ

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定会場：東京文化会館　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　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349回
2022
2/19（土）
14:00開演
第350回
2022
3/26（土）
14:00開演

第348回
2022
1/15（土）
14:00開演

指揮：藤岡幸夫(首席客演指揮者）　チェロ：宮田大　ソプラノ：半田美和子
曲目／ディーリアス（フェンビー編）：２つの水彩画、吉松隆：チェロ協
奏曲「ケンタウルス・ユニット」 作品91、ヴォーン・ウィリアムズ：交響
曲第3番「田園交響曲」

指揮：高関健（常任指揮者）
曲目／マーラー：交響曲第9番 ニ長調

指揮：高関健（常任指揮者）　ヴァイオリン：戸澤采紀
曲目／ブリテン：歌劇「ピーター・グライムズ」より４つの海の間奏曲、
ラロ：スペイン交響曲 二短調 作品21、メンデルスゾーン：交響曲第３
番 イ短調 作品56 「スコットランド」

定期演奏会

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

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第九特別演奏会2021

友の会　S席7,650円　A席5,850円　B席4,050円　C席3,150円
一　般　S席8,500円　A席6,500円　B席4,500円　C席3,500円
※プラチナS席7,500円　プラチナA席5,500円（60歳以上）
※江東区民は一般料金(S席～C席)より各席200円引

12/28 火 19:00開演

指揮：高関健（常任指揮者）、ファゴット：大内 秀介、ソプラノ：中江 早希、
メゾ・ソプラノ：相田 麻純、テノール：宮里 直樹、バリトン：大沼 徹
合唱：調整中
曲目：フランセ：ファゴットと11の弦楽器のための協奏曲

ベートーヴェン：交響曲第9番 二短調 作品125「合唱付き」

（JR上野駅 公園口改札から徒歩約1分）

「菓子工房 福どら」

ティアラこうとう周辺のお店をご紹介

住吉駅から徒歩３分。こだわりの小豆を使
ったつぶあんのどら焼きや、北海道産生クリ
ームを贅沢に使用した「生どら」が
人気のどら焼き屋さんです。

店舗情報 江東区住吉2丁目3番地18号
☎：03-3634-5731　FAX：03-3634-5732

人気商品の「生どら」！

キッチンカーでの販売もしています♪

今年の“くるみ”は、大ホールでの公演を動画でも配信します。動画配信は、会場に足を運べな
い方や遠方の方、さらにもう一度見たい方にもお楽しみいただけます。※動画配信は本編のみで
す。本編終了後のアンコールの動画配信はございません。あらかじめ、ご了承ください。

料金：3,000円（1公演分、アーカイブ含む）
購入：チケット予約画面

（https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/）、
または右の二次元コードより、ティアラ友の会ま
たはweb会員の会員登録が必要になります。登
録後、チケット予約画面の「【動画配信】第３５回く
るみ割り人形」から購入をお願いします。お支払
いはクレジットカード決済のみです。

18日(土)17:00開演、19日(日)15:00開演の公演時
間にご覧いただけます。

両公演ともに20日(月)13:00よりご覧いただけます。
（公演終了後から20日13:00まではご覧いただけません）

第35回くるみ割り人形
今年の“くるみ”は、いつもの公演の他に動画配信をします！

動画配信チケット 配信期間

アーカイブ配信

ライブ配信
公演日～2021/12/26（日）23：59まで




