
こうとうジュニア音楽祭　～響け！未来へのハーモニー～
→Pia-no-jaC← “TIARA” Special Live 2022 
ベイビーブーコンサート2022 20th Anniversary

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
1/9 日

新発売
月祝1/10

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／900円　一般／1,000円全席指定

豊洲ソロクラシックアーティスト支援事業
第２回スプリングクラシックコンサート
江東区を活動の拠点とする若手アーティストの発掘と支援

を目的としたコンサート。審査で選ばれた5名それぞれの魅力
あふれる演奏をお楽しみください。

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
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15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1,000円　一般／1,200円　江東区民／1,000円　高校生以下／500円

若きアーティストによるステージがティアラこうとうの大ホールで繰り
広げられます。吉野和かなさんはティアラこうとうジュニアバレエ教室で
バレエを習得しつつ、ピアニストとして活躍しています。後半は「となりの
トトロ」をナレーションつきで演奏します。ご期待ください。

こうとうジュニア音楽祭
～響け！未来へのハーモニー～

曲目・出演：江東少年少女合唱団（指揮：笹口圭吾）「紙ヒコーキ」ほか
ピアノ＆バレエステージ　ショパン／ノクターン第２０番、ワルツ第１番「華麗
なる大円舞曲」ほか　（ピアノ：吉野和かな、バレエ：寺田百花・西澤真耶・
山本菜月・大川彪、振付・指導：石井清子）
ティアラこうとうジュニアオーケストラ（指揮：松川智哉、ナレーション：田代
悠真〈豊洲こどもミュージカル〉）　久石譲／オーケストラストーリーズ「とな
りのトトロ」
合同演奏：J.シュトラウス二世／美しく青きドナウ

14:00開演　砂町文化センター　研修室
全席指定 友の会／3,200円　一般／3,500円　シニア（60歳以上）／3,200円

※当日各200円増

平成22年から10年以上にわたり砂町文化亭にご出演いただき、地域の皆様に
愛されていた柳家小三治師匠が惜しくも10月に逝去されました。今回の落語会
では、長年高座を共にされた柳家小里ん師匠と、小三治師匠の愛弟子、柳家三三
師匠をお招きし、開催いたします。

砂町文化亭
柳家小里ん・柳家三三 二人会
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16:00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　※当日各500円増

※小学生以上有料。未就学児童は無料（大人1名につき、こども1名までひざ上可）、座席が必要な場合は要チケット

HAYATO(Piano)、HIRO(Cajon)の二人で構成されるインストゥルメンタルユニット。
→Pia-no-jaC←は左から「Piano/ピアノ」、右から「Cajon/カホン」と読む。HAYATOが編
み出した常人では想像もつかない特殊な奏法「3D PIANO」、HIROのアグレッシブで変幻自
在のカホンが織りなすパフォーマンスは、オーケストラ並みの迫力とコミカルな要素で国内
外から熱い支持を受けている。オリジナル曲からクラシック、映画音楽、ディスニーの名曲ま
で!?、2人の演奏に体が共鳴する“体験”をこどもも大人も是非“体感”してください！

→Pia-no-jaC← 
“TIARA” Special Live 2022 

出演：柳家小里ん、柳家三三

NHK R1「らじるラボ」金曜11時台、BS朝日「人生、歌がある」毎土19時～にレギュラー出演中。
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14:00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　※当日各500円増

※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）、3歳以上は要チケット
※小学生以下（1,000円）の取扱いは【Ro-Ｏｎチケット】047-365-9960にて

「声」だけで魅せる唯一無二の実力派コーラス・エンターテイメントグループ。
オリジナル曲「花が咲く日は」が歌声喫茶ともしびで話題になり、同曲をタイトルにしたア

ルバムをリリース。師匠ボニージャックスと共に小田原童謡大使に任命され、名曲を歌い継
ぐ正統派コーラスグループとして活動している。

ベイビーブーコンサート2022
20ｔｈ Anniversary

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。

18：00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／2,700円　一般／3,000円全席自由

3
6
日

舞踊作家協会　連続公演第221回
時の綺羅

過去から現在、そして未来へと止まることなく、
佳き時にめぐり逢い歩み続ける舞踊‼

出演：花柳笹公、花柳秀衛、花柳智寿彦、
藤蔭静枝　ほか

芸術監督：藤蔭静枝

出演：玉川カルテット（歌謡浪曲）、青空球児・好児（漫才）、
なかじままり（ものまね）、ビックボーイズ（コント漫才）、
石黒サンペイ・ヨンペイ（パフォーマンス）、松田洋子
（司会）

吉野和かな

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

江東少年少女合唱団

14：00開演　東大島文化センター　レクホール
友の会／1,600円　一般／1,800円　70歳以上／1,600円
こども（4歳～中学生）／1,000円　※当日各200円増

全席自由

3
19
土
東大島　お笑いらいぶ
東大島文化センター恒例の「年忘れお笑いらいぶ」を

今回は3月に開催します。皆様お馴染みの超実力派、
玉川カルテット、青空球児・好児のほか、ものまねやマジ
ックなど豪華多彩な出演者で春に笑いを届けます。出演：澤井碧（ソプラノ）、福水万里子（ヴァイオリン）、會田瑞樹（ヴィ

ブラフォン）、渕田嗣代（ソプラノ）、白井麻友（ヴァイオリン）
曲目：ヘンデル／オペラ「セルセ」より“樹木の蔭
で”（ラルゴ）、チャイコフスキー／ヴァイオリン協
奏曲 ニ長調 作品35より第一楽章、山田耕筰／
この道　ほか

柳家小里ん

澤井碧
©Naoya Yamaguchi 福水万里子

渕田嗣代

友の会・中学生以下・江東シネマ倶楽部会員／1,000円　一般・大学・高校生／1,500円
※当日一般500円増、大学･高校生100円増

全席自由

第763回無声映画鑑賞会
「映画史上の傑作選」

ドイツ表現主義映画の中で最も古く、影響力
がある芸術作品「カリガリ博士」、独創的なモン
タージュ理論を実践し後の映画人に多大な影響
を与えた「戦艦ポチョムキン」など、映画史上に
残る傑作をお届けします。

14：00開演　古石場文化センター　大研修室

27
日

2

「カリガリ博士」写真提供：株式会社マツダ映画社

白井麻友
©FUKAYA Yoshinobu/auraY2

玉川カルテット

青空球児・好児會田瑞樹

柳家三三

出演：澤登翠（弁士）、坂本頼光（弁士）、
樗澤賢一（弁士）、坂本真理（ピアノ）

ピアノジャック
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出演：清水恵美里（ピアノ）、谷向早（ピアノ）、
　　　釡田雄介（テノール）、日比野照加（ソプラノ）
曲目：メンデルスゾーン／春の歌、中田章／早春賦、ショパン／
幻想即興曲、サン・サース／動物の謝肉祭フィナーレ、プッチー
ニ／オペラ「トスカ」より　歌に生き愛に生き、ヴェルディ／オペ
ラ「マクベス」より　ああ、父の手は　ほか

3
4
金

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

クラシック音楽でドラマティックなひとときをお届けいたし
ます。

台本：岡橋和彦　
演出：佐瀬佳明
出演：劇団ぱれっと

3
20
日

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／2,250円　一般／2,500円　※当日各300円増

令和3年度 ふれあいこどもまつり 参加作品
ジュール・ルナール作「にんじん」
ジュール・ルナールが戯

曲として書いた「にんじん」
です。父と子が対話をしてい
くことで少しお互いを理解し
ます。そうして見えてくるの
は母親の心です。今、少しで
も多くのこどもたちとこども
を持つ親にみていただきた
い作品です。

2
13
日

声優朗読劇　フォアレーゼン
～ルクレールの暗殺～

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8,100円、S席6,300円、A席5,400円

一　般／SS席9,000円、S席7,000円、A席6,000円　
※チケットはお一人様4枚まで

出演：畠中祐、保住有哉、廣瀬大介、葉山翔太　
演奏：中野振一郎（チェンバロ）

人気声優が出演する、他では見られないオリジナル朗読劇！
朗読劇の後には声優たちによるトークコーナーも！

3
21
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令和3年度 ふれあいこどもまつり 参加作品
びり＆ブッチィー　ベストセレクション

11：00、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／2,250円　一般／2,500円　※当日各300円増

ゲスト：ジンマサフスキー、王子菜摘子　
キャスト：びり＆ブッチィ－

こどもも大人も言葉の壁も飛び越えたノンバーバルコメデ
ィーパフォーマンス。びり＆ブッチィーがコンビを組んで20年！
ステキなゲストもお迎えして珠玉の120分をお届けします。

出演：木村大（ギター）、榊原大（ピアノ）
曲目：ビゼー／カルメン組曲より、ピアソラ／リベルタンゴ、ブラー
ムス／ハンガリー舞曲第5番、ベートーベン／ピアノソナタ第8番
「悲愴」第2楽章　ほか
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木村大ギターコンサート Vol.6
「木村大×榊原大」

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／4,500円　一般／5,000円

ギターとピアノ、感性の
融合が描く新たな地平！毎
年大好評企画となってい
るクラシックギター界のプ
リンス”木村大”シリーズ
第6回は会場を豊洲シビッ
クセンターホールに移して
「榊原大」との共演！
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ティアラ・クラシックス2022 ディズニーと出逢ったひとりのピアニスト
青木智哉ピアノコンサート
～MEMORIES OF DISNEY MUSIC～

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

2021年2月に開催した『ディズニ
ーと出逢ったひとりのピアニスト』
シリーズの第２弾！ディズニー音楽
を本格的なピアノ曲として披露す
る青木智哉のピアノコンサート♪
前回は＜ディズニーの世界＞と

題して、青木智哉のFAVORITE 
SONGをお届けしましたが、今回は
映画音楽からショー音楽まで、往年の名曲を集めた「メモリー
ズ・オブ・ディズニー・ミュージック」を披露いたします。ディズニ
ーLOVERである青木自ら、クラシック音楽で培った技法でアレ
ンジしたディズニー音楽の数々をお楽しみください！！

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
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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！

野尻弥史矢 高宮城凌 中村詩子 西牧佳奈子

1
19
水

20
木

21
金

芸人と兵隊

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）　

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                           

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…？ 柴田 理恵、村井 國夫

23
日

1
22
土

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／3,600円　一般／4,000円

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。

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

セビリアの理髪師

出演（作品）：小澤倖造、西澤優
希(関口啓作品：Strategy)、櫻
井マリ、渡辺綾乃、竹下虎志(三
浦太紀作品：「3・ｈ・ｍ」)、すず
きさよこ、高田静流、ノムラヒハル、
宇佐美雅司、江原朋子(江原朋子
作品：いつもカラスがいた）、川
上愛以、登坂太頼、山谷玲、深
山美香、脇田咲笑、常盤真美子、
宮城奈都、吉平花織(執行伸宜作
品：月によせるオマージュ)
芸術監督：執行伸宜

2
1
火

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220回　
Exploring　Creation

自分との出会いと気付きの
パフォーマンス

2
4
金

ティアラマンスリーコンサートVol.230
「バレンタインコンサート
　　　　　　　愛の調べ“第2章” 」

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円

出演：今村やよい（ソプラノ）、林晶子（ソプラノ）、川口暁子（フルー
ト）、宇賀神朋子（ヴァイオリン）、鶴岡亜紀（ピアノ）
曲目：エルガー/愛の挨拶、クライスラー/愛の喜び・愛の悲しみ、
ゴーベール/ロマンス（1908）、小林秀雄/すてきな春に、カッチー
ニ/翼を持つ愛の神よ　ほか

チョコレートの代わりに愛をこめて甘い音楽をお届けします。

左より、今村やよい、林晶子、川口暁子、宇賀神朋子、鶴岡亜紀

2
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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。

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

畠中祐 保住有哉 廣瀬大介 葉山翔太

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

1
8
土

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！

1
8
土

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

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。

青木智哉

ティアラマンスリーコンサートVol.231
「～クラシックでドラマティックなひとときを
～春のジョイントコンサート」

清水恵美里 谷向早 釡田雄介 日比野照加

SS席、S席完売

1
23
日

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

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

RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演
新春寄席

古今亭菊之丞



土

1
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土
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1
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新発売
月祝1/10

新発売
月祝1/10

新発売
月祝1/10

66
歳以上対象

55
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

残席わずか

※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！！

2/26（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

1/29（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：立川笑二（1/29）、「カンカラ三線」岡大介（2/26）

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
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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

3/12（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落語会「東
大島亭」。第19回は、滋賀県出身の落語家、
三遊亭わん丈の独演会！趣のある和室で、
じっくりとお楽しみください。
出演：三遊亭わん丈

第19回東大島亭　
三遊亭わん丈独演会 66

歳以上対象

66
歳以上対象

3/13（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

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

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～

66
歳以上対象

1
月

3
月

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67回ティアラこうとう定期演奏会

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

2
13
日

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円　小学生以下／500円

※4歳以上要チケット

第15回 江東バンドFESTIVAL
粋でイナセないいバンド！
映像審査を勝ち抜いた15組の

バンドが演奏とパフォーマンスを競
う江東バンドFESTIVAL。ジャンル、
年代問わず多彩なバンドが勢ぞろ
い！今年のグランプリはどのバンド
の手に？

ゲスト審査員：木根尚登
ゲスト出演：WEST NEST DUCK（第14回グランプリ受賞）

ご好評につき、次の公演は完売いたしました。
●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(1/8)
●TSUKEMEN CONCERT　HAPPYキッチン（2/20)
●東京シティ・バレエ団
　チャイコフスキー・ガラ・コンサート（2/20）

2
19
土

13:30、18:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／S席6,300円、A席5,400円　

一　般／S席7,000円、A席6,000円

心をつかんで離さない！
“演歌界のプリンス”福田こうへいがティアラこうとうへ！
民謡で培ったパワフルな歌声と温か

い人柄で人気を集める福田こうへいが
ティアラこうとうに登場！大ヒット曲「南部
蝉しぐれ」「峠越え」を始め、民謡の数々、
そしてユーモア溢れるトークも楽しみの
1つ。民謡・歌謡界のプリンスが、皆様
に元気と活力をお届けします！

曲目（予定）： 南部蝉しぐれ、峠越え、
北の出世船、男の残雪　ほか

福田こうへいコンサートツアー２０２２

2
20
日

14：00開演　森下文化センター　第１レクホール
全席指定 友の会／1,200円　一般／1,500円　

こども（5歳～小学生）／800円　親子ペア／2,000円　
※親子ペア券は大人1枚＋こども1枚

東京シティ・バレエ団
チャイコフスキー・ガラ・コンサート　

世界中で愛されているチャイコフスキー作曲の３大バレエ・ガラ・
コンサートです。バレエを身近に感じることができる、わかりやすい演
目解説付きで、バレエ鑑賞ビギナーでもお楽しみいただけます。

出演：東京シティ・バレエ団
解説：安達悦子（東京シティ・バレエ団芸術監督）

川島京子（跡見学園女子大学文学部准教授）

完売情報

福田こうへい
出演（予定）：都笑亭レギュラー
メンバー
ゲスト：三遊亭兼好

三遊亭兼好
©山田雅子（産経新聞社提供）

2
18
金

寄席　
都笑亭Vol.133スペシャル

18：30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／900円　一般／1,000円　※当日一律1,500円

28歳で師匠三遊亭好楽に
入門し今や落語界の革命児、
三遊亭兼好が５代目圓楽一門
会より都笑亭初の出演です。

【第1部】スペシャルトーク「バレエの魅
力と楽しみ方」
【第2部】『白鳥の湖』よりパ・ド・トロワ、
『眠れる森の美女』より第3幕パ・ド・ドゥ、
『くるみ割り人形』より花のワルツ

©Takashi Shikama
東京シティ・バレエ団『くるみ割り人形』より

3
5
土

10：30、13：00開演　砂町文化センター　研修室
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）／500円

※2歳以下無料、要チケット

0歳も100歳も楽しい！
ゆかいな砂町ファミリーコンサート
歌のお姉さんが童謡

やアニメソングを歌った
り、マジシャンが手品を
見せたりと年齢問わず、
ゆかいなひとときが過ご
せるコンサート。歌遊び
や体遊びは会場のみな
さんも参加OK！ご家族
でもおひとりでもぜひ♪

※9/25(土)に中止になった公演を改めて開催いたします。

2
20
日

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／900円　一般／1,000円　小学生～18歳／900円

かめいどらぼ２０２２
演劇公演『あゆみ』　作 柴幸男

亀戸文化センター開館当初から続いている、区民参加型の舞台創作事業「かめ
いどらぼ」。演劇公演 柴幸男作「あゆみ」は、一人の女性の人生を複数の俳優で紡
いでいきます。さて、どんな新しい舞台になるのでしょうか。どうぞお楽しみに！

三浦拓真

桂九雀 立川笑二 「カンカラ三線」岡大介
林家けい木 立川志の太郎

三遊亭わん丈

完売御礼

作：柴幸男（ままごと）　演出：磯村純（劇団青年座）　
出演：（写真左より）ムラ、登坂香代子、佐薙啓子、荒井ぶん、米倉美智子、

下東久美子、本多アキ、なかたにともえ、山中良子、和泉陽子、原のり子、
緒方亜海、五藤卓哉（オーディション合格者13名）、三浦拓真（劇団青年座）

演奏：田中和音（キーボード）　ボランティアスタッフ：野村実穂、望月清香
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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。

2022年1月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号2月号は1月31日頃発送予定です。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〉1/31（月）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シリーズ“気軽に伝統芸能” 
　落語 柳家喬之助
（7/22（木祝）ティアラこうとう小ホール）
出演者サイン色紙　2枚

⑵栗コーダーカルテット＆
　ビューティフルハミングバード
（8/9（月祝）江東区文化センターホール）
出演者サイン色紙　2枚

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。

2/16（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
第4回目のテーマは「創作バレエ」です。東京シティ・バレエ団は古典バレエの
上演と新しい作品の創造を大切にし、活動しています。今回はこれまで創作し
てきた作品や、シンフォニック・バレエの完成者として名高い振付家“ウヴェ・ショ
ルツ”作品（東京シティ・バレエ団は複数の作品を日本初演しています。）など
の魅力をご紹介、体験や実演などを予定しています。

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

解説：中弥智博（東京シティ・バレエ団）　出演：東京シティ・バレエ団

申込
1/10（月祝）
10：00～

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～
2021－2022

参加費：友の会／無料　一般／ 500円
対象者：どなたでも　

サロン・ドゥ・ティアラ
ピアノの歴史と世界三大ピアノ
～ベーゼンドルファー編～

ティアラこうとうには、世界三大ピア
ノと呼ばれる3台のピアノがあるのを
ご存じでしょうか？今回はその中の1
台、“ベーゼンドルファー”に迫ります。
「ピアノ」の歴史や変遷について、ベー
ゼンドルファージャパンの天沼典子さ
ん、井上雅士さんにレクチャーいただ
きます。最後にはベーゼンドルファー
の音色をお楽しみいただけるピアノ
演奏も！

2/24（木）14:00～15:30（予定）　ティアラこうとう　大会議室

演奏会を
もっと
楽しむなら‼

バルトーク：舞踏組曲
モーツァルト：フルート協奏曲第1番 ト長調 K.313
ブラームス：交響曲第3番 ヘ長調 作品90
チャピ：サルスエラ「セベデオの娘たち」より 

囚われ人の歌
ファリャ：バレエ「三角帽子」　ほか

シベリウス：交響詩「フィンランディア」 作品26
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 作品43

バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467
ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調 作品88

指揮：藤岡幸夫
（首席客演指揮者）

ソプラノ：高野百合絵

指揮：高関健（常任指揮者）
フルート：竹山愛

（東京シティ・フィル首席フルート奏者）

指揮：飯守泰次郎
（桂冠名誉指揮者）

ヴァイオリン：荒井里桜

指揮：高関健（常任指揮者）
ピアノ：佐川和冴

第69回

9/23（金祝）

2023
1/21（土）

第72回 

2022年度ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2022年度 ティアラこうとう定期演奏会

ティアラこうとう　大ホール会場 15：00開演 14：15開場

全席指定　S席8,400円／A席7,200円／B席6,000円

ティアラこうとう定期会員券発売のご案内

2022年度シーズンのラインナップが決定!
全4公演がセットになったティアラこうとう定期会員券は、
1公演ずつ購入するよりも40%OFF!!この機会にぜひお求めください。

申込み　ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

7/9（土）

第70回 

第71回 

2023
2/4（土）

高関健Ⓒ金子力 藤岡幸夫Ⓒ青柳聡

申込み ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

講師：天沼典子（ベーゼンドルファー・ジャパン）
井上雅士（ベーゼンドルファー・ジャパン コンサートチューナー）

「ケーキと喫茶　いちご亭」

ティアラこうとう周辺のお店をご紹介

住　　所
店舗情報

江東区猿江2－8－13
☎：03-3633-8888　
FAX：03-3633-8238

定 休 日 日曜日（月2回程度）　月曜日（毎週）

営業時間 ケーキ／ 10:00～ 19:30（日・祝日18時まで）
喫　茶／ 10:00～ 22:00（21時ラストオーダー）

Ⓒ1958　松竹株式会社

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

1/22
（土）

監督：木下惠介　
出演：田中絹代、高橋貞二

江東シネマプラザ1月
「楢山節考」

午後の部 15：00午前の部 11：00

夫に先立たれた老婆おりんは、息子と
3人の孫の面倒を見ている。村は貧し
く、口減らしのため70歳になると楢山
まいり(姥捨て)をする風習があった。
村祭りの日、隣村から息子の後妻が
やってきた。これで心おきなくお山に
いける、というおりんだったが…。
キネマ旬報ベストテン・第1位作品

（1958年／98分／カラー・一部モノクロ）

※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申込み江東区文化センターの“ワンコイン”シリーズ！

過去の公演の様子過去の公演の様子

高関健ⒸStasLevshin高関健ⒸStasLevshin

飯守泰次郎Ⓒ武藤 章飯守泰次郎Ⓒ武藤 章

藤岡幸夫ⒸShinYamagishi藤岡幸夫ⒸShinYamagishi

過去の公演より 中弥智博

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

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」

友の会／SS席10,800円 S席9,000円 A席6,300円　※前売のみ
一　般／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）

■『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

出演：東京シティ・バレエ団　
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

音声ガイド付

住吉駅から徒歩3分。美味しいケーキ
と焼き菓子がお出迎えしてくれます♪
店舗の隣には、ランチやディナーを頂け
るカフェも併設されています。

第3回 ティアラこうとう
避難訓練コンサート
2/10(木)より申し込み開始いたします。　詳細は2月号にて！

お知らせ
開催決定！2/28（月）

残席わずか


