
シリーズ“気軽に伝統芸能”「乙女文楽」
声優朗読劇　フォアレーゼン　～ルクレールの暗殺～
ティアラこうとうジュニアオーケストラ第16回定期演奏会
西村由紀江ピアノコンサート２０２２
金子三勇士バースデーコンサート2022
結成62周年　薗田憲一とデキシーキングス　Live in Camellia Part.22
“社会風刺コント集団”ザ・ニュースペーパー LIVE 2022
五木ひろしコンサート２０２２
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今月の先行予約公演 木6/9    先行
ミュージカル「冒険者たち～この海の彼方へ～」
東京シティ・バレエ団　『白鳥の湖』～大いなる愛の讃歌～
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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
6/9 木

新発売
金6/10

37.5℃
以上

友の会／1,100円 　一般／1,300円　
こども（小学生以下）／600円　親子ペア／1,600円
※2歳以下大人1人につき1名までひざ上無料

全席指定

うたとピアノのファミリーコンサート
おんがくであそぼう！

11:00、13:00開演　森下文化センター　多目的ホール
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日

7

4
日
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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／800円　一般／1,000円　こども（4歳～高校生）／500円

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。

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
第16回定期演奏会

指揮：高関健
曲目：モーツァルト／交響曲第31番「パリ」、J.シュ
トラウスⅡ世／喜歌劇「こうもり」序曲、ロッシーニ／
「セビリアの理髪師」序曲、ブラームス／悲劇的序曲

出演：西村由紀江（ピアノ）

演目：「義経千本桜」道行初音旅　出演：ひとみ座乙女文楽
※浄瑠璃・三味線は録音音源を使用します。

曲目（予定）：よこはま・たそがれ、夜空、千曲川、山河、日本に生まれてよかった　ほか

14:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／1,500円　一般／1,700円　江東区民／1,600円

乙女文楽は「文楽」から生まれた、伝統人形芝居です。文楽では3人で人形を操りますが、
乙女文楽では同じ人形を一人で演じる「一人遣い」が特徴です。女性のみで演じられ、華や
かに、かつ細やかな表現によって、人形浄瑠璃の世界を身近に感じさせてくれます。人形解
説も含めて60分ほどの公演です。お気軽にご参加ください。

シリーズ“気軽に伝統芸能”「乙女文楽」
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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
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円　中学生以下／2,000円　

※2歳以下ひざ上無料

昨年デビュー35周年を迎えたピアニスト西村由紀江が豊洲の
ステージに初登場。
生音でお届けするピアノとホールの響きをお楽しみください。

西村由紀江
ピアノコンサート２０２２
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金
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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／6,930円　一般／7,700円

「五木ひろし」と改名し50年の歳月が経過しました。そして今もなお、日本歌謡界のトップ
ランナーとして走り続けています。
数々のヒット曲を始め、名曲の中から厳選した内容を予定しております。常に挑戦と継承

を続けてきた五木ひろし。
皆様お待ちかねのコンサートがいよいよスタートします。お楽しみに。

五木ひろしコンサート２０２２

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。

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

9
24
土

新進気鋭の人気若手ピアニスト、金子三勇士のコンサートを開催。
日本とハンガリーの色合い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！

出演：ひなたおさむ、安藤なおこ
ピアノ：小笠原育美
曲目（予定）：おもちゃのチャチャチャ、うみ、にじ　ほか

曲目（予定）：シューベルト＝リスト／アヴェ・マリア、バッハ＝金子三勇士／
G線上のアリア、リスト／ハンガリー狂詩曲第2番～2022年バージョン　ほか

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

高関健ⓒStasLevshi高関健ⓒStasLevshi

西村由紀江西村由紀江

五木ひろし五木ひろし

14:00、17:30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／4,320円　一般／4,800円全席指定
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土

“社会風刺コント集団”
ザ・ニュースペーパーLIVE 2022
政治、経済、事件、芸能・・・etc。
時代を狂わす出来事も「笑いと批判」でぶった斬る！
ザ・ニュースペーパーのライブでしかみられないコン

トをお見逃しなく！

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

全席指定

声優朗読劇　フォアレーゼン
～ルクレールの暗殺～

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！

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

3
土

9

金子三勇士バースデーコンサート2022

6

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.327

June

P A P E R

2022

こどもから大人まで皆さんで楽しめるコンサートで
す。なつかしい歌や手遊び歌など心がホッとする音楽を
お届けします。

今年の定期演奏会では高関健先生の指導のも
と、モーツァルトの交響曲に挑戦します。また後半
はさまざまな序曲を集めた華やかなプログラム
でお送りします。若さあふれる演奏をぜひお楽し
みください。

ひなたおさむひなたおさむ

小笠原育美小笠原育美

安藤なおこ安藤なおこ
代永翼代永翼

義経千本桜義経千本桜

保住有哉保住有哉

廣瀬大介廣瀬大介

ⒸSeiichi SaitoⒸSeiichi Saito

葉山翔太葉山翔太

おと ぶんらくめ
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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／1,350円　一般／1,500円　高校生以下／500円

※2歳以下は大人1人につき1名までひざ上無料。

「総務部総務課山口六平太」等で知られるマ
ンガ家・高井研一郎の原画展示に併せた特別
企画。手品に落語、お笑い、ダンス、楽しいこと
が大好きだった高井研一郎。ゆかりの仲間たち
が贈る笑いいっぱいのライブイベントです！

7
28
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29
金
30
土
31
日

28日14:00、18:00、29日30日13:00、17:00、31日12:00、16:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,320円　一般／4,800円

※7/28（木）はプレビュー公演のため、友の会・一般／3,800円

ミュージカル
「冒険者たち～この海の彼方へ～」
斎藤惇夫の児童小説

「冒険者たち　ガンバと
１５ひきの仲間」がミュー
ジカル化。プロの俳優と
オーディションによって
選ばれた実力派ジュニ
アキャストが歌にダンス
に活躍する感動の傑作
ミュージカルです。この
夏、ぜひご家族でお楽し
みください。
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16:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

ジャズの中で最もハッピーで心暖まるジャズ
と言われている「デキシーランド・ジャズ」の大
御所故薗田憲一が1960年にデキシーキング
スを結成。世界の民謡から日本の童謡、唱歌、
その他ジャズになる可能性のある曲は見事に
デキシーに消化し見る人・
聴く人を楽しませるステ
ージは各地で好評を得て
いる。
「さぁ！今年もDIXIEに酔
いしれる一日を！」

8
25
木

26
金

8
27
土

28
日

27
土

8
26
金

27
土

28
日

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8回東京シティ・バレエ団
全国バレエコンペティション
次世代を担う若いダンサー

たちの活躍を見届けてみませ
んか。8/25（木）プレコンペティ
ション・コンペティション予選、
8/26（金）コンペティション予
選、8/27（土）決選を実施しま
す。時間等の詳細は東京シティ・
バレエ団全国バレエコンペティ
ションホームページをご覧くだ
さい。

生誕85年　高井研一郎展特別記念イベント
夏休み劇場

8
1
月

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／3,500円　一般／4,000円

東京下町を中心に揺ぎない人気
を誇る、古典落語の名匠・柳家さん
喬。登場人物の多彩な感情を演じ分
ける繊細な表現、その巧みさは観る
ものを噺の世界へぐいぐいと引き込
みます。人情噺の評判はもちろん、
廓噺（くるわばなし）、滑稽噺（こっけいばな
し）に至るまで、どの演目にも円熟し
た芸が光ります。長講を堪能できる
のも独演会ならではの醍醐味。
再オープンとなる深川江戸資

料館に彩りを添える独演会です。

柳家さん喬 独演会
深川江戸資料館 再オープン記念

結成62周年
薗田憲一とデキシーキングス
Live in Camellia Part.22

8
2
火

13:30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／1,000円　一般／1,200円　※当日一般200円増

映画『小名木川物語』は深川を主な舞台としたオリジナル劇
映画。主要キャスト以外は実際に商店や工場を営んでいる人達
が本人役で出演し、ドラマとドキュメンタリーが融合した作品と
なっています。背景に描くのは四季折々の行事と歴史。2013
年～16年に撮影。映画の上映と、監督を務めた深川出身の写
真家・大西みつぐによるトークの二本立てでお送りします。ぜひ
お楽しみください。

出演：ボナ植木（マジック）、立川平林（落語）、ヤポンスキーこばやし画伯、
ダイス（お笑い）、tacos・小谷陽子・高井ぷろだくしょんKaoris（ダンス）

「小名木川物語」上映会＆アフタートーク
深川江戸資料館 再オープン記念

8
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木

19:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／3,400円　一般／3,700円

柳家権太楼 独演会
深川江戸資料館 再オープン記念

実力派で爆笑王・大看板の柳家
権太楼、多くの人から慕われる心
温かな落語家として活躍中。
平成２５年には紫綬褒章受章。

愛称は「ゴンさま」。滑稽噺（こっけい
ばなし）やほろりと涙させる人情噺
など円熟の名人芸で魅了します。
今回の再オープン記念公演で、

江東区の皆様とより縁ができるこ
とを楽しみにしております。ぜひ
劇場にお越しください。お待ちし
ております。

8
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土

カタヤマスピリッツ！＆Pin’s Bar主催 
第16回 スーパーセッション in ティアラ

16:00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

今年で16回目となる「スーパーセッションinティアラ」
2年間のコロナ休みを経て、今回は厳選5バンドが、さまざま

なジャンルの曲で
熱いライブを繰り
広げます！そして、
会場のお客様によ
る投票審査により
優勝バンドを決定
しますのでぜひご
参加ください！

出演：カタヤマスピリッツ!、Pin's Bar　ほか
素敵なセミプロ&アマチュアミュージシャンたち

ボナ植木（ナポレオンズ）立川平林

2019年度公演の様子

公演HPはこちら→ 柳家さん喬

前回の公演より

柳家権太楼

星野月菜

ダイスヤポンスキーこばやし画伯

Ⓒ林律雄・高井研一郎/小学館

出演：星野月菜（ピアノ）
曲目：シューベルト／ピアノ・ソナタ第16番D845イ短調、

シューマン／幻想小曲集Op.12、ショパン／舟歌Op.60

8
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金

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／2,250円　一般／2,500円　大学生以下／1,500円

シューベルト、シューマンの内面
に語りかけてくる音楽を、一人一人
のお客様と共有できればと思いま
す。ピアノを丸く囲むアットホーム
な空間で、ベヒシュタインピアノの
繊細な響きをお楽しみください。

ティアラマンスリーコンサートVol.234
星野月菜ピアノリサイタル

義理と人情を縦糸に、人間のおかしさと哀しさを横糸に紡ぎ
ながら江戸情緒あふれる舞台を繰り広げる、深川とっくり座。古
典落語を大胆に脚色した独自の芝居を創作し、上演していま
す。今回の演目は丹青の「おすわどん」。死神に余命一日とつげ
られた、おすわ。助かるためにどうするか？！どうぞお楽しみに！

深川とっくり座公演 51回目
丹青の「おすわどん」

26日18:30、27日14:00、18:30、28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　中学・高校生／2,000円

小学生以下／1,500円　※友の会、一般は当日各500円増

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／2,300円　一般／2,500円　小中学生／1,200円

未就学児／1,000円　親子ペア／3,000円　※2歳以下ひざ上無料

親子三代で楽しめる「THEこども寄席」の特別公演を
豊洲で開催します。今回は公演前に体験型ワークショップ
（※要予約）も実施。見るだけでなく、出演者による太神
楽体験や紙切りを応用した工作ワークショップなど、落語
初心者も存分に堪能できる、とっておきの落語会です。
出演：27日　春風亭柳枝（落語）、春風亭朝之助（落語）、
鏡味味千代（太神楽）／ 28日　春風亭昇也（落語）、柳家
あお馬（落語）、できたくん（発泡スチロール切り）
※公演前ワークショップについて（参加費無料）
本公演チケット購入者を対象に行う体験ワークショップは1枠につき先着30名
限定で別途予約が必要です。
27日　①10:10～　②10:30～　③14:10～　④14:30～
28日　①10:10～　②10:30～　③14:10～　④14:30～

ＴＨＥこども寄席　夏休み特別公演ｉｎ豊洲
聞く！ 見る！ やってみる！
体験プログラム付き親子向け落語会

曲目（予定）：私の青空、幸せの黄色いリボン、アイ スクリーム　ほか

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

9
23
金祝

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70回ティアラこうとう定期演奏会

6
28
火

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」

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）〈日活向島撮影作品〉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

「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
「うき世」
写真提供 : 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

春風亭柳枝春風亭柳枝春風亭柳枝 春風亭昇也春風亭昇也春風亭昇也

春風亭朝之助春風亭朝之助春風亭朝之助 柳家あお馬柳家あお馬柳家あお馬

鏡味味千代鏡味味千代鏡味味千代 できたくんできたくんできたくん

7
2
土

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

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。
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　清水愛恵（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）

©鹿摩隆司

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。

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

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

薗田憲一とデキシーキングス薗田憲一とデキシーキングス

FUMIKA（Vo）FUMIKA（Vo）

東京シティ・バレエ団　☎03-6666-0390
https://tokyocityballetcompetition.com/
問合せ

SS席完売

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。

いっちー＆なる
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
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新発売
金6/10

先行
6/9 木

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

10：30の回完売
13：30、15：30の回残席わずか

残席わずか

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。）

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！！

7/2（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

6/18（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：小宮孝泰（コント赤信号）（6/18）、林家あんこ（7/2）

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。　

6
月

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

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 66
歳以上対象

19:30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223回　民主の水 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2022　夜霧よ今夜も有難う～石原裕次郎名曲クラシックス～ 66
歳以上対象

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” 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69回ティアラこうとう定期演奏会

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

クニ三上トリオ　午後ジャズ 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

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

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

チケット発売のご案内江東区芸術提携団体
□新国立劇場オペラパレス（京王新線「初台」駅中央口直結）
□全席指定　※未就学児入場不可

東京シティ・バレエ団
『白鳥の湖』～大いなる愛の讃歌～

友の会／SS席13,500円 S席10,800円 A席9,000円 B席5,400円 C席3,600円
一　般／SS席15,000円 S席12,000円 A席10,000円 B席6,000円 C席4,000円8/13 ・14土 日 13日13:30、18:00 14日15:00開演 

オニール八菜（パリ・オペラ座バレエ団プルミエール・ダンスーズ）
ジェルマン・ルーヴェ（パリ・オペラ座バレエ団エトワール）

出演
13日13:30開演

13日18:00開演

14日15:00開演

佐々晴香（スウェーデン王立バレエ団プリンシパル）
キム・セジョン（東京シティ・バレエ団プリンシパル）

オニール八菜（パリ・オペラ座バレエ団プルミエール・ダンスーズ）
ジェルマン・ルーヴェ（パリ・オペラ座バレエ団エトワール）
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

7
月

桂九雀

©Takashi Shikama

春風亭一蔵 柳亭市弥 入船亭小辰小宮孝泰（コント赤信号） 林家あんこ

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7/12（火） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

寄席　都笑亭　Vol.135 66
歳以上対象

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

申込 ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

11:00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

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　 44
歳以上対象

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

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

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

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／通常席3,600円　一般／通常席4,000円　※当日500円増

笑激！！　お笑いカーニバル in こうとう

66
歳以上対象

66
歳以上対象

33
歳以上対象

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　第22回定期演奏会

17:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／6,120円　一般／6,800円

南こうせつコンサートツアー2022　～夜明けの風～

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

秋元順子バースデーコンサート 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

66
歳以上対象

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／5,000円　一般／5,500円　高校生以下／3,000円　※当日各500円増

熱帯JAZZ楽団LIVE2022　～夏の会～ 66
歳以上対象

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。

リアル恐竜ショー　恐竜パーク

東京シティ・バレエ団　ワンコイン・バレエ・レクチャー
12:00開始　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

　 44
歳以上対象

17日18:00、18日14:00、18:00開演　ティアラこうとう　大会議室
全席自由　友の会／2,500円　一般／2,800円

ダンス・エマージ KOTOS Vol.5 44
歳以上対象

プレミアム席完売

●LE VELVETS コンサート2022 『Because of you』～僕らは歌う～（6/11）　●東京シティ・フィルPresents　コンサート・バンビーニVol.16（6/11）
●江東マンドリンクラブ　２７回定期演奏会（6/25)　●オブサンズ・ジャズ・オーケストラ演奏会　２０２２夏（6/26）　●東京シティ・フィルのドラゴンクエスト（8/21)



全席自由
入場無料

ミミヨリ情報

新発売
金6/10 66

歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

66
歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

22
歳以上対象

ミミヨリ情報参照

新発売！詳細は2面

新発売！詳細は2面

新発売！詳細は2面

〒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6月1日発行 ティアラ友の会事務局

はがきに①氏名・ふりがな②〒・住所③電話番号④友の会会員番号
⑤希望人数（2名まで・未就学児不可）をご記入の上、下記にお送り
ください。
〒135-0021　江東区白河 1－3－28　
深川江戸資料館　山本一力講演会友の会招待係

申込

※招待状の発送をもって当選発表とさせていただきます。
※一般のお申込み方法はカルナビ６月号、またはホームページをご
確認ください。

締切

アーティストグッズプレゼント

計5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〉6/30（木）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音楽のキセキ　
　～吉俣良トークコンサート～
（10/31（日）江東区文化センター　ホール）
出演者サイン色紙　3枚

⑵谷山浩子コンサート2021　
（12/11（土）江東区文化センター　ホール）
出演者サイン色紙　2枚

ふかえどカレッジ特別版
山本一力「私が愛する深川」

ティアラ友の会会員様20名様をご招待
8/1 月 14:00～15:30　深川江戸資料館 小劇場

Ⓒ1989　東宝

月光の夏
©日本映画放送

秋日和
©1960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

6/25
（土）

監督：降旗康男　原作：向田邦子　出演：高倉健、富司純子、板東英二

江東シネマプラザ6月
「あ・うん」

午後の部 15：00午前の部 11：00

（1989年／114分／カラー／35㎜フィルム）

※当日はお席がある場合のみ開演15分前から受付

深川を舞台にした時代小説を数多く執筆する作家 山本一力さんをお
招きし、江戸文化の歴史が残る江東区や深川の魅力をたっぷりとお話
いただきます。

全席自由　友の会 3,000円　一般 3,200円（全8回分）

江東シネマプラザ

6/25（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

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　■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 年会員募集中

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

★

★
★
■
★

■

昭和初期、東京・山の手の家に夫婦と年ごろの娘の家族が越してき
た。夫には長年来の親友がいるが、この親友、女癖が悪い。各々の
恋模様、家族に巻き起こる騒動、そして男同士の友情。17年振りに
スクリーン復活をした富司純子の役どころも魅力。

～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

申込

申込

ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

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）］

7/8（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）］

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

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。
※開演後の入場はご遠慮いただいております。

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。

6/30（木）必着　

©鹿摩隆司

会場：ティアラこうとう 大ホール
対象：①小学生以上18歳未満の区内在住または区内バレエスタジオ所属

を基本とし、3年以上のバレエ経験者（中学生以上は5年以上） 
※区外からの参加も可能です。
②毎週日曜日および舞台リハーサル（12/14（水）・15（木）・16（金））
に参加できる方。

オーディション参加費：1,200円

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
こうとうへ提出（郵送可）。
申込みに必要な内容：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
申込先：〒135-0002 江東区住吉2-28-36　 

ティアラこうとう「くるみ割り人形」オーディション係

※オーディション合格後のレッスンは、毎週日曜日ティアラこうとう
リハーサル室で行います。
※欠席が多い場合は配役決定後でも出演を取り消す場合があります。
※参加決定後、参加費（5000円）の支払いをお願いします。

東京シティ・バレエ団/ティアラ“くるみ”の会東京シティ・バレエ団/ティアラ“くるみ”の会
「第36回くるみ割り人形」
　　 出演者オーディション
「第36回くるみ割り人形」
　　 出演者オーディション

第一次オーディション

第二次オーディション

 12/17（土）、18（日）に
ティアラこうとう大ホー
ルで開催される「くるみ
割り人形」の出演者オー
ディションを行います。
 江東区芸術提携団体の
東京シティ・バレエ団、東
京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団と共演す
る、本格的なバレエ公演です。
 未来のバレエダンサーを目指す皆さん、プロダンサーと一緒にこの
舞台に出演してみませんか。

8/7（日）11:00～（予定）　※詳細時間は申込者に通知します。
8/17（水）※第一次オーディション合格者のみ　

申込

問合せ

締切

申込
6/10㈮
10：00～

冨田実里

2002年に『あかね空』で直木賞を受賞

木村優里Ⓒ新国立劇場バレエ団

申込 森下文化センター　☎03-5600-8666

問合せ 深川江戸資料館　☎03-3630-8625

7/10 日 14:00～15:30　森下文化センター　多目的ホール

日本バレエ界の新星、新国立劇場バレエ団ファースト・ソリ
スト木村優里さんをゲストにお迎えして、指揮者でピアニス
トでもある冨田実里さんがピアノを弾きながら名作バレエ
『シンデレラ』の魅力についてお話しいただきます。
講　師：冨田実里（新国立劇場バレエ団常任指揮者）　

木村優里（新国立劇場バレエ団ファースト・ソリスト）

全席指定　友の会／600円　一般／800円　江東区民／600円
　

華麗なるバレエ『シンデレラ』の魅力公開
講座

申込
6/10㈮
10：00～

カメアリ・デュオ（亀田正俊・飯田有抄）

申込 総合区民センター　☎03-3637-2261

9/3 土 13:30～15：00　総合区民センター　2階レクホール

小さなピアノ、「トイピアノ」は玩具でありながら、楽器として
無限の可能性を秘めています。多
くの音楽家たちを魅了するその世
界をクラシック音楽ファシリテー
ター・音楽ライターとして活躍す
る音楽仕事人・飯田有抄（トイピ
アノ）と鍵盤ハーモニカ、ピアノ、
チェロとなんでも弾いちゃう音楽
よろず屋・亀田正俊（鍵盤ハーモ
ニカ・アンデス）によるデュオ、カ
メアリ・デュオのライブとお話で
楽しみましょう！

9ヵ月間の改修工事期間を終え、深川江戸資料館がいよいよ8月1日
（月）に再オープン! 
再オープンを記念して、『ふかえど』ならではのさまざまなイベントを開
催します。2階小劇場では講演会・落語・映画上映会を開催。そのほ
か、江戸深川の町並みを再現した展示室内での江戸情緒あふれるイ
ベントや特別展などのご案内は、カルナビ7月号で発表します。ご期待
ください。

江戸時代末の深川の町並みを実物大で再現しています。一日の移り
変わりを音と光で演出。四季に合わせて展示内容が替わり一年を通し
てお楽しみいただけます。
※今回の改修工事は空調等の設備改修です。常設展示室のリニューアルではありません。

全席自由　友の会・一般700円
　

カメアリ・デュオライブ
～トイピアノ＆鍵盤ハーモニカによる
音のおもちゃ箱～

公開
講座

深川江戸資料館 
清澄白河駅 徒歩3分

8/1（月）
再オープン

深川江戸資料館（常設展示室～江戸の町並み再現～）

イベントラインナップ発表～第1弾～

8/1 月 山本一力「私が愛する深川」講演会

8/1 月 柳家さん喬 独演会

8/2 火 「小名木川物語」上映会＆アフタートーク

8/4 木 柳家権太楼 独演会

飯守泰次郎ⒸK.Miura 高関健Ⓒ上野隆文

Ⓒ鹿摩隆司

7/7（木）必着 

ティアラこうとう　☎03-3635-5500


