
谷山浩子コンサート2021
TSUKEMEN CONCERT HAPPYキッチン

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
11/9 火

新発売
水11/10

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

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
友の会／3,600円　一般／4,000円全席自由
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23
日

友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各300円増全席指定

西山健治プロデュース
クリスマスジャズコンサート
全員が17日生まれの「トリオ17th」に木村由紀夫を加

え、そこに日本ジャズ界の人間国宝的存在である五十嵐明
要、原田忠幸が、今年も特別参加します。今なお第一線で
活躍する巨匠たちの名人芸「ジャズの神髄」を心ゆくまで
ご堪能ください。今回の第1部は Bossa Brazil です。

15：00開演　森下文化センター　多目的ホール

19
日

12

第44回 江東オペラ「セビリアの理髪師」
ロッシーニの誇るオペラブッファの最高傑作！ロジーナを奪
還するためにフィガロが奮闘します。
名アリアの数々と楽しさ溢れる喜劇です。モーツァルトの
歌劇「フィガロの結婚」の元になる作品です。

出演：五十嵐明要（アルトサックス）、原田忠幸（バリトンサックス）、
トリオ17th（西山健治／トロンボーン、青木弘武／ピアノ、ジャンボ
小野／ベース）、木村由紀夫（ドラム）、Boss’s Brazil（ボーカル）

指揮：伊藤馨  演出：土師雅人　演奏：シビックアンサンブル
出演：勝倉小百合、片岡美里、井上雅人、鶴川勝也、高橋大、
三村卓也　ほか

20
日
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15:00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

Wヴァイオリン＆ピアノによる3人組アンサンブル・ユニ
ット TSUKEMENが江東区に再びやってきます。
“音の料理人”となった3人が作り出す、色とりどりのミッ

クス音楽!クラシック、映画音楽からポップスまで、新たに生
まれ変わった名曲の数々を、親しみやすいトークと共にお
届けします。

TSUKEMEN CONCERT　
HAPPYキッチン

出演：TAIRIK（ヴァイオリン・ヴィオラ）、SUGURU（ピアノ）、
KENTA（ヴァイオリン・二胡）
曲目（予定）：最新アルバム『HAPPYキッチン』より
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19日18:00、20日・21日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／5,000円　一般／5,500円　※当日各500円増

※シニア(60歳以上)5,000円、U-25(25歳以下)3,000円は、下記にて販売
　【主催者】トム・プロジェクト☎03-5371-1153（平日10:00～18:00）　

日中戦争中に戦地に派遣された慰問団「わらわし隊」。慰問団座長夫妻役には村
井國夫と柴田理恵。この芝居は彼らの夫婦漫才で開幕し、戦地の中でも笑いを届
け続ける慰問団の姿を描きます。笑いあり、涙あり、そして彼らの結末は…？

芸人と兵隊
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土

12

17:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／6,300円　一般／7,000円

これまでに40作品以上のオリジナルアルバムをリリースし、その独自の高い音楽性と
詩の世界は、根強いファンに長く支持され続けています。来年デビュー50周年を迎える谷
山浩子の２年ぶりの江東区文化センターでのコンサートです。
※Streaming＋にてライブ配信（アーカイブあり）を予定

谷山浩子コンサート2021

作：古川健 　演出：日澤雄介　舞台監督：小笠英樹　
出演：柴田理恵、村井國夫、カゴシマジロー、髙橋洋介、向井康起、森川由樹                           

ゲスト：石井AQ、相曽晴日、安宅浩司

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。

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
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。

全席指定
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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。

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

谷山浩子

柴田 理恵、村井 國夫

五十嵐明要

Boss’s Brazil

セビリアの理髪師

14：00開演　古石場文化センター　大研修室
友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各300円増全席自由

1
23
日

RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演
新春寄席
2022年は豪華な初笑いでスタート。
人気落語家・古今亭菊之丞をゲストに迎えるもんすたぁずス
ペシャル公演をどうぞお見逃しなく!!

出演：古今亭菊之丞、古今亭志ん陽、柳家小傳次、
柳家燕弥、春風亭三朝

古今亭菊之丞

イメージ

トリオ17th

原田忠幸 木村由紀夫

友の会／ 1,800円　一般／ 2,000円　小学生以下／ 500円　
※当日各300円増

全席自由

東京シティ・フィルPresents
ウィンターコンサート　～弦楽四重奏が奏でる珠玉の名曲たち～

14:00開演　古石場文化センター　大研修室

26
日

12

曲目（予定）：バッハ／主よ人の望みの喜びよ、チャイコフスキー／アンダンテ・カン
タービレ、ブラームス／ハンガリー舞曲第5番、モンティ／チャルダッシュ　ほか

「冬に聴きたいクラシック」をテーマに、気軽に楽しめる楽曲をお届けします。

佐々木新平

北村明日人

関連イベント
サロン・ドゥ・ティアラ➡詳細4面
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高石ともや年忘れコンサート2021

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／5,300円　一般／5,800円　※当日各500円増

「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。

出演：桂文枝、春風亭小朝、ナイツ　ほか

出演：花岡詠二スウィング・ショッツ、アンサンブル・ダ・コーエ
曲目（予定）：美しく青きドナウ、ラデツキー行進曲、ス・ワンダフル、
浜辺の歌　ほか

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
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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

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

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。
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15：30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

花岡詠二　
新春室内楽＆スイングコンサート
懐かしい日本歌曲＆スイング。Nostalgicなひとときを！
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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｣

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！

出演：高石ともや、坂本健、村尾あい
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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～

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

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

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！
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新春邦楽「和っしょい」其の11

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／3,420円　一般／3,800円　※当日各200円増

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 
WINTER CONCERT 2022
～debut 30th anniversary～ 
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。

11
14
日

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～

15：00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 友の会／1,400円　一般／1,500円　※当日各200円増

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

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。

りか 大橋祐子 菊田茂伸

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

12
12
日

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　

芸づくし大江戸トリップ
～風俗、流行、精神性まで～

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。

木ノ下裕一Ⓒ東直子 五街道雲助 玉川奈々福Ⓒ御堂義乘 渡邉晃

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）

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
客間のクララ

中森理恵
キム・セジョン
庄田絢香
福田建太

石原瑚夏☆

黄凱
春野雅彦

飯塚絵莉
吉留諒
斎藤ジュン
栄木耀瑠

木山莉々衣☆

主な配役 18日 19日

©鹿摩隆司

12
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18
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19
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？

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）

高石ともや

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

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！

春風亭小朝ナイツ桂文枝

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。

©Ayako Yamamoto

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

☆はティアラ“くるみ”の会の出演者です

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。

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

Ⓒ鹿摩隆司

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。

野尻弥史矢 高宮城凌 中村詩子 西牧佳奈子

完売御礼

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。

残席わずか
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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。

落語公演情報
シリーズ！！

12/18（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

11/20（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：鈴々舎八ゑ馬（11/20）、立川志ら門（12/18）

上方落語　九雀亭

1/29（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　※全席椅子席
注目の若手が隔月で開催する『東大
島亭』。今回は林家けい木と立川志の
太郎による二人会！若手実力派の落語
を趣のある和室でお楽しみください。
出演：林家けい木・立川志の太郎

第18回東大島亭　
林家けい木・立川志の太郎二人会

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.132

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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 66

歳以上対象

66
歳以上対象

12/19（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室

66
歳以上対象

66
歳以上対象

12/10（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／ 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

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

12：00開演　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

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

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67回ティアラこうとう定期演奏会 66
歳以上対象

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 66
歳以上対象

11
月

12
月

公演中止情報

桂九雀 鈴々舎八ゑ馬

林家けい木 立川志の太郎

立川志ら門

高関健Ⓒ大窪道治

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：東京シティ・フィル・コーア
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）

66
歳以上対象 会場：新国立劇場　中劇場　全席指定

東京シティ・バレエ団
「トリプル・ビル2022」

SS席12,000円　S席10,000円　A席7,000円　
当日学生席3,000円　※当日残席がある場合のみ

1/22 ・23土 日 22日17:00開演、23日15:00開演
（京王新線「初台駅」中央口直結）

55
歳以上対象

■『WIND GAMES』（世界初演）
振付：パトリック・ド・バナ
ヴァイオリン独奏：三浦文彰
■『Allegro Brillante』（当団初演）
振付：ジョージ・バランシン

■『火の鳥』（世界初演）
振付：山本康介

プログラム

芸術監督：安達悦子　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

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

※演目は変更となる場合もございます。それに伴うチケットの払い戻しは致しません。
※プログラム順および出演者は決定次第発表致します。

2022都民芸術フェスティバル参加公演

都民芸術フェスティバル主催：東京都／公益財団法人東京都歴史文化財団

パトリック・ド・バナ
ⒸJavier Garneche

山本康介

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　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）

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　

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

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

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　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

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

ダニエル・ハリトーノフ　ピアノ・リサイタル2021 66
歳以上対象

12
月

1
月

3
月

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

江東シティオーケストラ　第55回定期演奏会 66
歳以上対象

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

東京ブラスソサエティ　第49回クリスマスコンサート 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／1,350円　一般／1,500円

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」

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〉」 66
歳以上対象

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」 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

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」 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68回ティアラこうとう定期演奏会 66
歳以上対象

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～ 66
歳以上対象

下記の公演は、制作運営上の都合により公演中止とさせていただきます。
●ストリート・ピアノ・コンサート2021（11/12）
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。

残席わずか



Premium

新発売
水11/10 66

歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

66
歳以上対象
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〒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11月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号12月号は11月30日頃発送予定です。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〉11/30（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 A

B

⑵
⑴カントリーミュージックコンサート
　I SAW THE LIGHT Vol.51
（6/6（日）ティアラこうとう　小ホール）
出演者CD　A1枚　B1枚

⑵稲垣潤一 コンサート2021
（6/12（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

11/27
（土）

監督：ロバート・ベントン　
出演（声優）：ダスティン・ホフマン（東地宏樹）

メリル・ストリープ（田中敦子）

江東シネマプラザ11月
「クレイマー、クレイマー」

午後の部 15：00午前の部 11：00

結婚8年目の夫婦には7歳のこどもが
いる。夫は仕事第一主義で、家庭を顧み
ない。妻は自分を取り戻すために家を出
る。夫の生活は一変し、育児・家事・仕
事に奮闘しながらこどもの養育権を争う。
アカデミー賞主要5部門を受賞した話
題作。

（1979年／105分／カラー／日本語吹き替え）

全席自由　友の会 1,000円　一般 1,200円（全3回分）

江東シネマプラザ

11/27（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

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㈯

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

※当日はお席がある場合のみ開演15分前から受付

「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

「楢山節考」Ⓒ1958松竹株式会社

中井貴惠

「お早よう」©1959 松竹株式会社 「ラヂオの時間」©1997 フジテレビ・東宝

佐々木新平 北村明日人

戸田恵子

1/12（水）12:00開始　

能体験
－能の舞でエクササイズ－

ワンコイン

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
『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）の最終回です。『能』
は神に捧げる伝統芸能です。新春からフレッ
シュな気持ちで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。
出演・指導：武田祥照（観世流能楽師）
※当日は足袋もしくは白い靴下をお持ちくだ
さい。

江東区文化センター　☎03-3644-8111　申込み

ティアラこうとうチケットサービス　☎ 03-5624-3333
問合せ

過去の公演の様子過去の公演の様子

古石場文化センター　大研修室会場

第15回江東シネマフェスティバル 第15回江東シネマフェスティバル 
～大スクリーンで名作映画を～～大スクリーンで名作映画を～

※当日各200円増、障害者手帳をお持ちの方1回券より200円引
※『魔女の宅急便』のみ中学生以下100円

※音声ガイドはイヤホン付き小型FMラジオをご持参いただければどなたでもご利用できます。お持
ちでない方はご相談ください。

〈関連イベント〉入場、観覧無料
【映画「初仕事」上映&トーク】12/4(土)14:00～
東京国際映画祭2020TOKYO／プレミア2020部門入選作品。小山駿助監督のトーク付き。
＊要申し込み　古石場図書館　☎03-5245-3101

【シネマCMコンテスト表彰式】
12/11（土）9:45～

【特別展「小津安二郎と戦争」ギャラリートーク】
12/11（土）15:10～　特別展の解説です。チケット購入者先着30名。　＊要事前申し込み。

【ミニ展示「サイレントからトーキーへ」】（(株)マツダ映画社主催）
12/11（土）･12（日）両日とも10:30～16:00（映写機や貴重な昭和初期のポスター展示）

【こども映画教室制作作品上映コーナー】
12/11（土）･12（日）両日とも10:30～16:00　＊常時ご覧いただけます。

詳細はホームページをご覧ください。

●上映スケジュール・イベント詳細は別表をご覧ください。
●ゲストトーク：中井貴惠さん(12/11「お早よう」上映後)、戸田恵子さん(12/12「ラヂ
オの時間」上映後)。
●ご鑑賞者全員に古石場文化センターオリジナルクリアファイルをプレゼント！

「男はつらいよ」（第1作）【DCP　デジタル修復版】
監督：山田洋次　出演：渥美清、倍賞千恵子、笠智衆

★「お早よう」【DCP　デジタル修復版】（※音声ガイド付）
監督：小津安二郎　出演：佐田啓二、久我美子
ゲストトーク（上映後）：中井貴惠(俳優・エッセイスト)

「ノートルダムのせむし男」
活動写真弁士付き無声映画　弁士：澤登翠
監督：ウォーレス・ワースリー　出演：ロン・チェイニー

10：00

12：50

15：40

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/11（土）

12/11（土）・12/12（日）12/11（土）・12/12（日）

「刑事ジョン・ブック 目撃者」(日本語吹き替え)
監督：ピーター・ウィアー　出演：ハリソン・フォード、ケリー・マクギリス 
吹き替え：磯部勉、戸田恵子

「魔女の宅急便」【DCP　デジタル修復版】
スタジオジブリ長編アニメーション
監督：宮崎駿　声優：高山みなみ、佐久間レイ、戸田恵子

★「ラヂオの時間」【35㎜フィルム】  
監督：三谷幸喜　　出演：唐沢寿明、鈴木京香、戸田恵子
ゲストトーク（上映後）：戸田恵子（女優・声優)

10：20

13：20

15：40

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/12（日）★1回券（トーク付き）800円 1回券（トークなし）500円 全席

自由

中井貴惠さん（俳優・エッセイスト）
戸田恵子さん（女優・声優）がゲストトークに
中井貴惠さん（俳優・エッセイスト）

戸田恵子さん（女優・声優）がゲストトークに
新発売

水11/10

深川が生んだ世界の巨匠・小津
安二郎監督にちなんだ年に一度
の映画祭。
「シネマフェスティバル」15回目
という節目の今年、古石場初のデ
ジタル上映の映画の他、日替わり
で楽しいゲストトークもあります。
映画納めは「シネフェス」で！

今回は『銀幕を彩ったクラシック＆映画音楽』というテーマとなりま
した。演奏曲をご覧になって、率直な感想を教えていただけますか？
映画にはクラシックの名曲がしばしば登場しますし、映画音楽も魅
力的な名曲が多いです。まさにいいとこ取りのコンサートと思いま
す。

今回、演奏される曲の中で、特に好きな曲は？
伊福部昭のSF交響ファンタジー第1番です。血が騒ぐようなリズム
から甘美なメロディまで、ついのめり込んでしまう作品。本当に名曲
です。

今回、演奏される曲の映画に思い出などはございますか？
ロミオとジュリエットです。映画の内容より先に曲から入ったのです
が、はかなくも美しい最高のストーリーで、実際にヴェローナにある
ジュリエットの家にも行きました。

今回のコンサートの聴きどころは？
シティ・フィルの色彩感にあふれる演奏と、初共演となる北村さん
との協奏曲にどんな化学変化が起こるのか楽しみにしていただけ
ればと思います。

ティアラ友の会会員へのメッセージをお願いいたします。
いつもティアラこうとうをご支援いただきありがとうございます。今
回のコンサートは最初から最後までオーケストラの魅力を堪能いた
だけます。会場でお会いできるのを楽しみにしております。

今回、ショパンのノクターンを選曲されたポイントを教えていただけ
ますか？
この曲が使用されている映画「戦場のピアニスト」は私が小さい頃
に見て衝撃を受けた作品でした。今回のテーマが決まったとき、この
映画の曲を演奏したい！と思い、中でも印象に残っていたこのノク
ターンを選曲しました。
ぜひ注目してほしい！という聴きどころは？
曲の中間部に一瞬だけ光が差すような長調になる部分があります。
病弱だったショパンが、頭の中に浮かんでいた希望を旋律にしたよ
うな感じを受けます。映画の主人公も同じような運命にありました。
悲しみの中から見ていた希望のような中間部をぜひ注目していただ
きたいです。

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

11/27(土)ティアラこうとう
大ホールで開催の「銀幕を
彩ったクラシック＆映画音
楽」。指揮者の佐々木新平さ
んとピアノの北村明日人さ
んに、公演に向けての意気込
みなどを伺いました！

Q

A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q

A

Q
A

12：00～14：10

出演者
インタビュー東京シティ･フィル

プレミアム公開リハーサル
12 （火）
ティアラこうとう　大ホール　全席自由

　東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者の飯守泰次郎が指
揮する、第347回定期演奏会の直前リハーサルです。今回
は友の会会員様及び東京シティ・フィル定期会員様限定
ご招待で、通常より長めの公
開をいたします。皆さまお誘
い合わせの上、ぜひお越しく
ださい。
同封のご招待状にご記名の上、
直接会場へお越しください。

ⓒ金子力

7
対象

Invitation

入場
無料

ティアラ友の会会員及び
東京シティ・フィル各種会員の方

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～

昨年度開催した「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・フィル事務局員が
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!

♪指揮者：佐々木新平さん

♪ピアノ：北村明日人さん


