
東京シティ・フィルのドラゴンクエスト　交響組曲「ドラゴンクエストＸ」目覚めし五つの種族
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第70回ティアラこうとう定期演奏会
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友の会先行予約
10：00～電話予約開始

新発売公演
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友の会／2,700円 　一般／3,000円全席自由

舞踊作家協会　連続公演第223回 
民主の水 

19:30開演　ティアラこうとう　小ホール
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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／S席5,400円、A席4,500円、B席3,600円　一般／S席6,000円、A席5,000円、B席4,000円

中学生以下／S席3,000円、A席2,500円、B席2,000円

大好評の東京シティ・フィルのドラゴンクエストを今年もティアラこうとうで開催します！
本公演は、大人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の曲を、管弦楽の生演奏でお届けいたします。
今回は「ドラゴンクエストⅩ」を井田勝大マエストロの指揮で、トークを交えながらお贈りします。ぜひ会場で

お楽しみください。

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団は1982年3月に設立されました（発足時は財団法人江東区地域振興会）。
同年6月に開設した江東区文化センターをはじめとして、現在12の文化施設を運営しています。設立40周年を迎え、
より一層のサービスの向上とともに区民の皆様に愛される施設運営と事業展開に取り組んでいきます。

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト
すぎやまこういち　交響組曲「ドラゴンクエストＸ」目覚めし五つの種族

指揮とお話：井田勝大
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目:すぎやまこういち／交響組曲「ドラゴンクエストX」目覚めし五つの種族

指揮：藤岡幸夫（首席客演指揮者）　ソプラノ：高野百合絵
曲目：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／バレエ音楽「三角帽子」　ほか

出演：澤登翠（弁士）、片岡一郎（弁士）、山城秀之（弁士）、山内菜々子（弁士）、カラード・モノトーン・デュオ（演奏）
演目：『うき世』（1916）〈日活向島撮影品作〉原作／柳川春洋　監督／不詳　出演／立花貞二郎、関根達発

『チャップリンの総理大臣』（1914）監督・脚本／メーベル・ノーマンド　
出演／メーベル・ノーマンド、チャールズ・チャップリン　ほか

出演：オブサンズ・ジャズ・オーケストラ
司会：ボナ植木（ナポレオンズ）　

16:00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　中学生以下／2,000円

「魅惑と疑惑の下町の娯楽バンド」をコンセプトにユニークなラ
イブをお届けする、あのジャズバンドが帰ってきました。地元森下
ではおなじみのステージ、どうぞお見逃しなく！
※座席は公演日当日、主催者が割り振ります。舞台向かって左側の
エリアを予定しています。

※今回の公演は、飲食販売は行いません。

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ演奏会　2022夏
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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／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

次世代を担うオペラ界の新星、高野百合絵をソリストに迎える本公演では、ファリ
ャの代表作「三角帽子」をお届け。首席客演指揮者 藤岡幸夫によって描かれる20世
紀バレエの傑作をご堪能ください。

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　
第70回ティアラこうとう定期演奏会
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火
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18:30開演　古石場文化センター　大研修室
全席自由 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

『うき世』を中心に５作品上映。数本しか現存していない日活向島撮影所で撮影された新派映画のひとつ『うき世』を一門全員で声色掛け合
い。今回の5作品は、全て無声映画鑑賞会としては初めて上映する作品となります。こうご期待！

第767回無声映画鑑賞会
「澤登翠一門会　鑑賞会初上映!向島新派と短編洋画、etc.」

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

※新型コロナウイルス感染症の動向により、事業を中止または延期する場合があります。
ホームページにて周知いたしますので、ご確認ください。

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。

17:00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／6,120円　一般／6,800円全席指定
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デビューから現在までにいたる名曲の数々を
ユーモアたっぷりなトークとともにお贈りします。

出演：アキオキムラ　映像：新野雄彦

出演：中島瑞生、西澤真耶、藤村港平、水島渓、
石井清子バレエ研究所、Eikoバレエスタ
ジオ、真島恵理バレエスタジオ

井田勝大ⓒAyumu Gombi井田勝大ⓒAyumu Gombi

藤岡幸夫©Shin Yamagishi藤岡幸夫©Shin Yamagishi

「うき世」
写真提供 : 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
「うき世」
写真提供 : 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

ボナ植木ボナ植木

©H.Furuya©H.Furuya

高野百合絵©Takafumi Ueno高野百合絵©Takafumi Ueno

18:30開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／3,800円　一般／4,300円   
江東区民／4,100円

全席指定

6
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金

春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会
～落語とピアノバラエティ～TIARAスペシャル

春風亭小朝と清水ミチコの公演がティアラこうとうで
4度目の実現！
前半は小朝が巧みな語り口で落語を聴かせ、後半は

清水ミチコがピアノの弾き語りで抱腹絶倒のステージ
を繰り広げます。話芸の達人ふたりの魅力をたっぷりと
お楽しみいただくほか、二人のトークもあり、今からワク
ワクするこの公演をお見逃しなく！

友の会／2,500円　一般／2,800円全席自由

ダンス・エマージ KOTOS Vol.5
コンテンポラリーダンスって、どんなもの？
バレエと比べるとなんだかわかりづらい？
その印象は変わるかもしれません。自由な

心をもって、観に来てください。

17日18:00、18日14:00、18:00開演　
ティアラこうとう　大会議室

17
日

18
月祝

7

南こうせつコンサートツアー2022
～夜明けの風～

春風亭小朝清水ミチコ 南こうせつ

5

03-5624-3333☎

●先行予約日は以下の4館で受付いたします。

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。

Vol.326

May

P A P E R

2022

渓谷を流れる希望にあふれた水
個体から液体へと眠りを覚まされた希望を覆いつくそうとする水
閉じ込められて行き場を失ってしまった水
そして私を形作るこの水
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14：00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　中学生以下／1,000円

日本においてブリティッシュ・スタイルの金管バンドの研究と
普及、発展を目的に1972年に創立された東京ブラスソサエテ
ィは本年創立50周年を迎えました。今回の46回定期演奏会
は、ブラスバンドを愛する皆様に感謝をこめて、あなたに演奏
してほしい曲目を選んでいただき、皆様のリクエストの多い曲
を演奏します。

曲目：Pastral Fantasy、島唄、荒城の月幻想曲　ほか
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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・一般／500円

江東マンドリンクラブ
２７回定期演奏会
マンドリンの心安らぐ、すてきな音色をお楽しみください。

6
26
日

11:30、15:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／プレミアム席4,050円、通常席3,600円

一　般／プレミアム席4,500円、通常席4,000円
※プレミアム席は5列目までの前方席確約　※通常席のみ当日500円増

ナイツ、ロッチ、小島よしお、どぶろっく、四千頭身、ゆってぃ、
インスタントジョンソン、真空ジェシカ、モグライダー、
パーパー、サツマカワRPG、ダニエルズ
※都合により、出演者が一部変更になる場合がございます。
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3
日

東京シティ・バレエ団『ジゼル』
～生と死、二つの世界を一筋に貫くジゼルの愛～

2日17：00、3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

home、学生時代、トロイカ、カチューシャ、知床旅情、涙そうそう、
見上げてごらん夜の星を　ほか
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13:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／1,800円　一般／2,000円　※当日各500円増

木山裕策と歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート
あの時、あの場所で歌った曲…。懐かしのあの歌を楽しみましょう！
昭和歌謡コンサートは長く愛される唱歌や歌謡曲など、誰もが一度は口ず

さんだことのある楽曲をプロのボーカリストと共に楽しむイベントです。友と駆
けた幼少時代、大切な人と過ごした青春。歌と共に、あの頃にタイムトリップし
ませんか？前半が歌声カルテット、後半が木山裕策のステージでお届けします。

東京ブラスソサエティ創立50周年記念
第46回定期演奏会
あなたが選ぶ金管バンドのプログラム

身分違いの恋と真実の愛を描い
た儚い物語。のどかな農村風景か
ら裏切りを知った狂乱の場面へと
続く第一幕と、精霊たちのバレエブ
ラン（＝白のバレエ）が美しい第二
幕で構成されるクラシックバレエ不
朽の名作です。ご期待ください。
※音楽は録音音源を使用します。

指揮：土田政昭
曲目：モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲、交響曲第35番ニ短調

K.385「ハフナー」、ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世
界より」ホ短調op.95

7
10
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円

江東フィルハーモニー管弦楽団
は1995年より江東区で活動して
いるアマチュア・オーケストラで
す。22回目となる定期演奏会で
は、ドヴォルザーク作曲の新世界、
モーツァルト作曲の魔笛、ハフナー
と、皆様にお楽しみいただけるプ
ログラムを予定しております。皆様
のご来場をお待ちしております。

江東フィルハーモニー管弦楽団
第22回定期演奏会

音楽：アドルフ・アダン　演出・振付（プティパによる）：金井利久
出演：ジゼル　中森理恵（2日）、斎藤ジュン（3日）

アルブレヒト　キム・セジョン（2日）、福田建太（3日）

笑激！！
お笑いカーニバル in こうとう

5
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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／2,000円　一般／2,500円　こども（3歳～小学生）／1,000円

親子ペア（一般1枚＋こども1枚）／3,000円　江東区民／2,300円
※2歳以下ひざ上無料

バレエを習っている「詩歩ちゃん」と、バレエをよく知らないパ
パの物語。バレエの名場面を散りばめた楽しい物語で、バレエ初
心者の方もバレエの魅力にきっと引き込まれることでしょう。

演出：宮本益光　出演：東京シティ・バレエ団

東京シティ・バレエ団
0歳からのバレエ・コンサート
星のバレリーナ

©鹿摩隆司

前回公演の様子

出演：劇団かっぱ倶楽部、朗読の会「話輪和」

5
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14:00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円　こども（小学生）／500円

朗読ｔｏ演劇のひととき

今回の公演が20回目を迎えます。人間ならば成人式、これ
もひとえに支えて下さった方々のお陰と感謝しております。
演目は、演劇が「河童の閻魔」、朗読は翻訳物や日本の名作

をお届けいたします。

エンマ

5
27
金

吉田兄弟　三味線だけの世界

18:00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

2019年、デビュ
ー20周年を迎えた、
津軽三味線の第一
人者、吉田兄弟。世
界に通用する唯一無
二の津軽三味線ア
ーティストとして、日
本伝統芸能の枠を
超え、幅広い活躍が
期待されています。

曲目（予定）：RISING、風翔音『Fusion』、鼓動、津軽じょんがら節　ほか

吉田兄弟

指揮：佐藤宏充
曲目：シューマン／ 劇音楽「マンフレッド」序曲、ハイドン／ 交響

曲第101番「時計」、ドヴォルザーク／交響曲第７番

5
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・一般／500円

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。是非お越し下さい。

江東シティオーケストラ
第５６回定期演奏会

これまでの演奏曲
木山裕策 歌声カルテット

過去の公演より

ニューヨークで活躍するピアニストによる赤ちゃんから大人まで楽し
める本格ジャズコンサート。NYのベテランピアニスト、クニ三上が率い
るトリオによる演奏で、ジャズの名曲のほか、クラシックやアニメ曲もジャ
ズで演奏します。赤ちゃん連れはもちろん、大人だけの入場も歓迎です。
※シート席、おむつ替え・授乳コーナー、ベビーカー置き場あり。

出演：クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、横山和明（ドラムス）
曲目：ジョージア・オン・マイ・マインド、ゲゲゲの鬼太郎、ショパン・ノクターン　ほか

6
4
土

0才からのジャズコンサート
～Kuni Mikami from New York～

10:30、13:30、15:30開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／1,400円　一般／1,500円　

こども（0歳～小学生）／300円　※当日各300円増

クニ三上

6
5
日

14：00開演　総合区民センター　レクホール
全席自由 友の会／2,700円　一般／3,000円　江東区民／2,800円

※当日各300円増

日曜の昼下がりに楽しむ本格
ジャズ。「0才からのジャズコン
サート」でお馴染み、NewYork
のピアニスト・クニ三上が、み
なさんご存知のジャズの名曲を
たっぷり演奏します。

出演：クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、横山和明（ドラムス）
曲目：On the Sunny side of the Street、サテン・ドール、

君住む街角　ほか

クニ三上トリオ
午後ジャズ

6
29
水

秋元順子バースデーコンサート

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6,900円、A席5,000円　一般／S席7,700円、A席5,500円

江東区出身の秋元順子のバー
スデーコンサートを本年も開催
できることとなりました。
大ヒット曲の「愛のままで・・・」

を含めたオリジナルの数々と、ジ
ャズや懐かしの名曲に、小粋な洒
落を交えたトークにて、皆様に上
質なエンタテインメントをお届け
いたします。ご来場を心からお待
ちいたしております。

出演：中村力哉（ピアノ）、和田弘志（ベース）、長谷川清司（ドラム）、
桑山哲也（アコーディオン）、鈴木直樹（クラリネット／サックス）

秋元順子

渡部基一 秋津瑞貴 青木智哉

出演：渡部基一（ヴァイオリン）、秋津瑞貴（チェロ）、青木智哉（ピアノ）
曲目（予定）：夜霧よ今夜も有難う、北の旅人、錆びたナイフ、

銀座の恋の物語、赤いハンカチ、嵐を呼ぶ男　ほか

7
2
土

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2022
夜霧よ今夜も有難う
～石原裕次郎名曲クラシックス～
いつまでも色褪せない名曲の数々。一流音楽家が紡ぎだす至

福の調べで、石原裕次郎の世界が蘇ります！

©鹿摩隆司

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）］
ゲスト：島敏光（映画評論家）

7
3
日

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

カントリーミュージックコンサート 
I SAW THE LIGHT Vol.53
”映画音楽名曲選”
ペダルスチールギター

石田新太郎、娘のボーカル
美也の親子、そして素晴ら
しいミュージシャンで構成
されたシティライツ。彼ら
が紡ぎ出す懐かしい西部
劇映画音楽から名画の音
楽「この曲知ってる」から「この曲いいね」まで、今回はカントリーミュージックだけで
なく幅広い音楽を、映画評論家・島敏光氏のトークと共にお楽しみください。



新発売
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新発売
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新発売
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土
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土
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土
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土
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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。
　（VISA、マスター、JCB、アメリカンエクスプレス）
※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。）

第355回
10/28（金）
19：00開演

第356回
11/10（木）
19：00開演

会場：東京オペラシティ　コンサートホール　全席指定
（京王新線「初台」駅東口徒歩5分）

定期演奏会

東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団

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354回
9/2（金）

19：00開演

指揮：高関健（常任指揮者）　ヴァイオリン：竹澤恭子
曲目：エルガー／ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61、
シベリウス／交響曲第4番 イ短調 作品63

指揮：鈴木秀美
曲目：ハイドン／交響曲第12番 ホ長調 Hob.Ⅰ：12、
交響曲第92番 ト長調 Hob.Ⅰ：92「オックスフォード」
ベートーヴェン／交響曲第7番 イ長調 作品92

指揮：藤岡幸夫（首席客演指揮者）　ピアノ：寺田悦子、渡邉規久雄
曲目：ヴォーン・ウィリアムズ／トマス・タリスの主題による幻想
曲、２台のピアノのための協奏曲
ドビュッシー／牧神の午後への前奏曲、交響詩「海」

66
歳以上対象

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！！

6/18（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

5/14（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：三遊亭ふう丈（5/14）、小宮孝泰（コント赤信号）（6/18）

上方落語　九雀亭

7/16（土） 14:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

第20回東大島亭　春風亭一蔵・
柳亭市弥・入船亭小辰 三人会 66

歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ご好評につき、次の公演は完売となりました。　●華原朋美Season1(5/21）

5
月

6
月

15:00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

ティアラこうとうジュニアバレエ団　第16回発表会 バレエ・コンサート

15：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由　友の会／2,800円　一般／3,000円　※当日各500円増

ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー　深川レビュウvol.26

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

ティアラマンスリーコンサートVol.232　「チェロとピアノのジョイントコンサート」 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／S席4,500円、A席3,600円　一般／S席5,000円、A席4,000円

元気が出る！　𠮷田正記念オーケストラコンサート2022 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／2,800円　一般／3,200円　※当日各200円増

林家正蔵・たけ平　親子会　其の五 66
歳以上対象

18:00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

ティアラマンスリーコンサートVol.233　林晶子ソプラノリサイタル～ドイツリートと日本歌曲の夕べ～ 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4,500円、B席3,600円　一般／S席6,000円、A席5,000円、B席4,000円
※B席のみ学生割引あり（主催者にて取扱い）

Memories of Benny Goodman　第35回 花岡詠二スヰング・タイム

13:00、17:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定　友の会／3,600円　一般／4,000円

柳家さん喬一門会　柳家小んぶ改メ柳家さん花　真打昇進記念公演 66
歳以上対象

17:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／6,300円　一般／7,000円　※おひとり様4枚まで

LE VELVETS コンサート 2022　『Because of you』～僕らは歌う～ 66
歳以上対象

11：30、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
全席自由　友の会／800円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）／500円　
※3歳未満でも座席が必要な場合は有料。

東京シティ・フィルPresents　コンサート・バンビーニVol.16　弦楽器とバレエを見に行こう！

44
歳以上対象

江東区芸術提携団体　チケット発売のご案内

7
17
日

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円　高校生以下／3,000円

※当日各500円増

ラテンジャズ・ビッグバンドの最高峰！ 2020年に結成25周
年を迎え、ラテンのリズムとジャズビッグバンドサウンドを駆使
しオリジナル曲
からジャズやポピ
ュラーの名曲を
エネルギッシュに
ダンサブルにお
届けします。

出演：熱帯JAZZ楽団

熱帯JAZZ楽団LIVE2022
～夏の会～

7
20
水

リアル恐竜ショー　恐竜パーク

13：00、16：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／2,970円　一般／3,300円

※3歳以上有料、2歳以下ひざ上無料。ただし、座席が必要な場合は有料。

かわいい赤ちゃん恐
竜から大きな肉食恐竜
まで登場！家族全員で、
楽しく学べるリアル恐竜
ショー！恐竜たちがどん
な時代を生きて、どんな
暮らしをしていたのか。
恐竜たちのいる世界をリアルに体験しながら、恐竜にまつわる
歴史を楽しく勉強しよう！ショーには大人気のティラノサウルス
や日本の恐竜フクイラプトルが登場。お子様が喜ぶこと間違
いなし！夏休みの家族の思い出づくりにぴったりなショーです。

7
23
土

いっちー＆なるの
オーケストラといっしょ 
～親子で歌って踊ってGOGOGO～

13:00、16:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／2,800円　一般／3,500円　江東区民／3,000円　

※2歳以下ひざ上無料

動画総再生回数10億回超。こども
たちに大人気「いっちー＆なる」がオ
ーケストラと共に贈るとっても楽しい
ファミリーコンサートです。童謡・唱
歌・ディズニー＆ジブリ音楽など大満
足の60分。

7
月 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69回ティアラこうとう定期演奏会 66
歳以上対象

いっちー＆なる

桂九雀

春風亭一蔵 柳亭市弥 入船亭小辰

三遊亭ふう丈 小宮孝泰（コント赤信号）

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、9月に真打昇
進が決定した春風亭一蔵、柳亭市弥、入船亭小辰による三人会！人気と実
力を兼ね備えた三人の落語をお楽しみください（全席椅子席）。
出演：春風亭一蔵、柳亭市弥、入船亭小辰

5/29（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室
RAKUGOもんすたぁず 66

歳以上対象

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

66
歳以上対象 ティアラこうとう定期会員券

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

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2022年度

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!!

2022年度

第69回
7/9（土）

第70回
9/23（金祝）

第71回
2023
1/21（土）

第72回
2023
2/4（土）藤岡幸夫

ⒸShinYamagishi
飯守泰次郎
Ⓒ武藤章

高関健
ⒸStasLevshin

ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）

出演：いっちー＆なる（歌）
指揮：海老原光
オーケストラ：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目（予定）：手のひらを太陽に、やさいのうた、

ディズニープリンセスコレクション、ぼよよん行進曲　ほか

残席わずか



全席自由
入場無料

ミミヨリ情報

新発売
火5/10

66
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

44
歳以上対象

44
歳以上対象

66
歳以上対象55

歳以上対象

『CAFE kichi』

〒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

2022年5月1日発行 ティアラ友の会事務局

ティアラこうとう、区内各文化センター、総合区民センターにある申込用紙(テ
ィアラこうとうＨＰからも入手可)に記入し、ティアラこうとう窓口に提出(FAX・
郵送も可）
〒135-0002　江東区住吉 2-28-36　ティアラこうとう　楽器のクリニック係
https://www.kcf.or.jp/tiara/　☎：03-3635-5500　FAX：03-3635-5547

申込

5/17（火）17:00（必着）
※応募者多数の場合は抽選となります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、レッスンの見学受付はい
たしません。ご了承ください。

締切

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〉5/31（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 ⑴ANRI LIVE 2021 Voice to Voice
（10/16（土）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

⑵川野夏美コンサート２０２１　
（10/17（日）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

第26回シビックギャラリーステージ
if MUSIC fes in TOYOSU

入場無料　どなたでも（先着50名）　※当日直接会場へ
5/3 火祝 11:00～　豊洲シビックセンター1階ギャラリー

Ⓒ1985Universal Studios.All Rights Reserved.

あ・うん
©1989 東宝

イメージ写真

過去の公演より信田洋子

千利休　本覺坊遺文
©KADOKAWA 1989

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

5/28
（土）

監督：ロバート・ゼメキス　
出演（声優）：マイケル・Ｊ・フォックス(山寺宏一）、

クリストファー・ロイド(青野武）

江東シネマプラザ5月
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」

午後の部 15：00午前の部 11：00

（1985年／116分／カラー）

※当日はお席がある場合のみ開演15分前から受付

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。

全席自由　友の会 3,400円　一般 3,600円（全9回分）

江東シネマプラザ

5/28（土）～2/25（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（日本語吹き替え声優）

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、予約なしで鑑賞OK

第44期

66
歳以上対象

★35㎜フィルム　●日本語吹き替え　
■ＦＭ放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

江東シネマ倶楽部 年会員新規募集

6/25㈯
7/23㈯
8/27㈯
9/24㈯
10/22㈯
11/26㈯
1/28㈯
2/25㈯

あ・うん
月光の夏
おはん
満月 MR.MOONLIGHT
秋日和
千利休　本覺坊遺文
幻の光
幕末太陽傳

降旗康男
神山征二郎
市川崑
大森一樹
小津安二郎
熊井啓
是枝裕和
川島雄三

高倉健、富司純子、板東英二
若村麻由美、田中実、渡辺美佐子
吉永小百合、大原麗子、石坂浩二
時任三郎、原田知世
原節子、司葉子、岡田茉莉子
奥田瑛二、三船敏郎、萬屋錦之介
江角マキコ、浅野忠信、内藤剛志
フランキー堺、左幸子、南田洋子

マイケル・J・フォックス（山寺宏一）、
クリストファー・ロイド（青野武）●

★

★
★
■
★

■

ロバート・
ゼメキス5/28㈯ バック・トゥ・ザ・フューチャー

■ティアラこうとうからのお知らせ■

新しい端末の 特 長

2022年4月より、ティアラこうとう窓口にキャッシュレス決裁端末を
導入いたしました。
チケットご購入時には、ぜひご利用ください。

江東区文化コミュニティ財団は、1982年3月に設立さ
れました。設立40周年を記念し、みなさんにイベント・講
座情報や緊急情報などのお知らせをお届けするため、
LINEの公式アカウントを開設しました。

LINE公式アカウントを
開設しました!

高校生のマーティは親友の科学者ドクの発明したタイムマシン・デ
ロリアンで1985年から1955年にタイムスリップしてしまう。ハプ
ニングを乗り越え、果たしてマーティは元の世界に戻れるのか!?今
なお根強い人気を誇るSFアドベンチャー作品。

　ティアラこうとう地下1階にカフェが
オープン！日中はサイフォンを使用して淹
れる本格的なコーヒーと軽食、夜はお酒を
楽しめる、ちょっと贅沢な大人の時間を演
出します。緑豊かな猿江恩賜公園の中で
緩やかなひとときをお楽しみください。

会員本人に限り、会計金額
より50円引き
※会員証をご提示ください

お友だち追加はこちらから▲

江東区芸術提携団体である東京シティ・フィルハーモニック管弦
楽団の楽団員が楽器の演奏方法をお教えします。
ふだん練習していて自信のないところ、プロの練習方法などを気

軽に質問することのできる絶好のチャンス！

6/19㈰ 10:00～18:00

東京シティ・フィルによる
楽器のクリニック

東京シティ・フィルによる
楽器のクリニック

プロの演奏家に楽器演奏を習ってみませんか？

対象：小学生以上の初心者から上級者まで。楽器をご持参できる方。
料金：大人3,500円、小・中学生2,500円

対象：アマチュアオーケストラ・部活などで活動中の方など。
4名までの団体（同じ楽器・曲目に限ります）。

料金：1組につき大人6,000円、小・中学生4,000円

対象楽器： ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、
オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、
トロンボーン、チューバ

会　場：ティアラこうとう音楽練習室 ほか
講　師：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 楽団員

個人レッスン　45分　※申込は2枠まで

パートレッスン　60分　※申込は1枠まで

【受講生募集】

江東区文化センターで実施しているワンコインシリーズ。
今年は東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団が初登場！弦楽四重奏
による演奏や楽器紹介、リズム遊びで、オーケストラを体験しましょう。

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
曲目（予定）：モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハトムジーク第
１楽章、ブラームス／ハンガリー舞曲第5番、エルガー／威風堂々
第1番、葉加瀬太郎／情熱大陸　ほか

6/12 （日）11:00開演　江東区文化センター　ホール　

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

ワンコイン・オーケストラ体験

～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

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団定期演奏会リハーサルの模
様をご見学いただきます。クラシックの名曲が作られていく過程を、ど
うぞお楽しみください！

6/9 （木）12:00開始　ティアラこうとう　大ホール
7/8 （金）12:00開始　ティアラこうとう　大ホール

全席指定：友の会・一般／ 500円

【日本語吹き替え】

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！

7/20（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
全４回のシリーズでバレエ初心者にやさしいレクチャーコンサート。
ワンコインでバレエを楽しむ・わかる・体験できる！第1回目のテーマは「バレエ
の基本の動き」です。前回好評だった姿勢、写真を撮る際のコツなどを更にバー
ジョンアップしてお教えします。

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

解説：信田洋子（東京シティ・バレエ団）　出演：東京シティ・バレエ団 

飯守泰次郎ⒸK.Miura

Ⓒ鹿摩隆司

高関健Ⓒ上野隆文

申込申込 ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

7/8（金）：第69回ティアラこうとう定期演奏会リハーサル
［指揮／高関健(常任指揮者）］

6/9（木）：第353回定期演奏会リハーサル
［指揮／飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）］

7/1
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

申込
5/10㈫
10：00～

申込
5/10㈫
10：00～

ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

東京シティ･バレエ団
『ジゼル』公開リハーサル

※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。

7/2（土）・3（日）東京シティ・バレエ団『ジゼル』の直前
リハーサルを一部公開いたします。本番前日の緊張感や
演出家による指導をご覧ください。

申込
5/10㈫
10：00～

営業時間

定休日

ティアラこうとう内にカフェがオープンしました♪

ティアラ友の会会員様特典9：00～21：30　
※ラストオーダー20：45
第1・3月曜日
(ただし祝日の場合は営業)
年末年始(12/29～1/3)

※電子マネーと現金の併用はできません。

○お客様側にディスプレイがあり、スタッフがカードをお預かりすることが
ありません。

○クレジットカードまたは電子マネー（交通系ICカード、WAONなど）が
使用できます。

○非接触ICカードに対応しています。
○決済の時間が短縮されました。


