
“Party the Playwright 2022” Spin-off
後藤雅広　白石幸司　スインギン・クラリネット・デュオ Part.32
和楽器演奏集団　独楽　結成20周年記念公演　～みちなかば～
なぎら健壱コンサート2022下町情歌Part17
1×1＝∞シリーズ　神田将・辻本好美　～伝統が息づくモダンクラシカルサウンド～
殺しのリハーサル
忠臣蔵尽くし　本伝討入り編
フレッシュ名曲コンサート　晩秋のクラシック
ティアラこうとう アートシネマ上映会2022　プッチーニ３大名作オペラ　第2回（全3回）「トスカ」
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 アンサンブルシリーズvol.1 
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友の会／2,700円　一般／3,000円　
※当日各500円増

全席指定

和楽器演奏集団  独楽
結成20周年記念公演
～みちなかば～

14:00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　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／3,000円　一般／3,300円　江東区民／3,100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。

フレッシュ名曲コンサート
晩秋のクラシック

指揮：三ツ橋敬子　クラリネット：亀居優斗
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目：ドヴォルザーク／序曲「自然の中で」、モーツァルト／クラリネット協

奏曲 イ長調、ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調「新世界より」

出演：なぎら健壱　
演奏：OWN RISK（松本典明、叶沢伸明、雨宮直己、GOBOH鈴木）
ゲスト：未定

出演：秋野太作、山本みどり、こだま愛　ほか

出演：粟津惇（1stヴァイオリン／東京シティ・フィル フォアシュピー
ラー）、野尻弥史矢（2ndヴァイオリン）、佐藤良輔（ヴィオラ）、
香月圭佑（チェロ）

曲目（予定）：ラヴェル／弦楽四重奏曲　ほか

19:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／900円　一般／1,000円

江東区と芸術提携を結んでいる、東京シティ・フィルハーモニ
ック管弦楽団によるアンサンブルシリーズ第1弾。
団員が企画した渾身のプログラムを、豊かに響く大ホールに

てお楽しみください。

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 
アンサンブルシリーズvol.1
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17:00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

残していきたいフォークソングと人情味溢れるオリジナル曲を歌いつづけ、カメリアホールで
17回を数えるコンサート。歌の合間の絶妙なトークも冴えわたります。どうぞご期待ください。

なぎら健壱コンサート2022
下町情歌Part17
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13:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／3,500円　一般／6,500円　江東区民／3,500円

「刑事コロンボ」の原作者、レビンソン＆リンク作の傑作ミステリーの
舞台化。物語の舞台は「劇場」。実力派俳優たちが繰り広げる白熱のバ
ックステージ物語。衝撃のクライマックス！ミステリーファンを魅了して
やまない珠玉の人間ドラマです。

殺しのリハーサル

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。

15:00、18：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／3,600円　一般／4,000円　大学生／3,000円　
6歳～高校生／1,000円　※当日各300円増　

全席指定

11
16
水

『忠臣蔵』を講談・義太夫・浪曲の三つの芸能が物語を繋いで上演。講
談師・神田阿久鯉が、落語作家・小佐田定雄の新作書き下ろし講談「あぐ
り本忠臣蔵2」、女流義太夫による「祇園一力茶屋の段」、新進気鋭の浪曲
師・ 真山隼人が曲師・沢村さくらが物語のクライマックスとなる「南部坂
雪の別れ」を上演。現代の縮図とも呼ばれる忠臣蔵、日本人にとって忘れ
てはいけないこの物語をクロスオーバーさせながら描く必見の公演！

出演：和楽器演奏集団 独楽（植木陽史、川口真満、
京極由加、京極あつこ、谷口武芳、大升陽一郎、
岡本綾香、中井雄太郎）

出演：神田阿久鯉（講談師）、竹本綾之助、竹本土佐子、竹本越孝（女流義太夫浄
瑠璃）、鶴澤寛也（女流義太夫三味線）、真山隼人（浪曲師）、沢村さくら（曲師）

三ツ橋敬子© Earl Ross三ツ橋敬子© Earl Ross 亀居優斗©Ayane Shindo亀居優斗©Ayane Shindo

なぎら健壱なぎら健壱

石井克典石井克典

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
友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円全席自由

11
24
木

Fazioliジャパン プレゼンツ
透徹の響き　石井克典ピアノリサイタル
バロックの珠玉J . S. バッハの「フランス組曲」と、ドイツロマンを象
徴するR . シューマンが特に秀でたとされる《小品》の集大成「色とり
どりの小品」を組み合わせた、またとない試み。多彩で澄み切った音を
得意とする石井克典が、ファツィオリピアノで紡ぐ音の邂逅にご期待
下さい。

忠臣蔵尽くし　本伝討入り編

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

11
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土

伝統とオリジナリティ双方を纏い、尺八の世界
観を大きく押し広げた、辻本好美。クラシカルな
アプローチでエレクトーンを芸術に高めた、神田
将。このふたりがそれぞれの感性を交わし奏でる、
アートコラボレーションの新境地。
出演：神田将（エレクトーン）、辻本好美（尺八）
曲目：シンクロニシティ、祈りの道、

The Way I am　ほか

神田将神田将

粟津惇粟津惇 野尻弥史矢野尻弥史矢 佐藤良輔佐藤良輔 香月圭佑香月圭佑

辻本好美辻本好美

1×1＝∞シリーズ　神田将・辻本好美
～伝統が息づくモダンクラシカルサウンド～

8

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.329

August

P A P E R

2022

和楽器演奏集団　独楽、結成20周年記念公演開催！
江東区の皆さまにご愛顧いただき、独楽は今年結成
20周年を迎える事ができました。まだまだ『みちなか
ば』ではございますが、20年の想いを込めて精一杯
の舞台を務めさせていただきます。ご期待ください！ 

江東区出身の三ツ橋敬子が贈る晩秋のクラシック。ドヴォルザー
クの名曲と、新進気鋭の若手クラリネット奏者 亀居優斗との共演に
ぜひご期待ください。

曲目：J.S. バッハ／フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 ・フランス
組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815、
R.シューマン／色とりどりの小品 作品 99

関連イベント
サロン・ドゥ・ティアラ➡詳細4面

14:30～　東京シティ・フィルメンバーによるプレ・コンサート
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13：00、17：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／2,700円　昼夜通し券　友の会／4,500円

一般／3,000円　昼夜通し券／5,000円　※当日各500円増

講談は落語と並ぶ日本の「伝統話
芸」です。
ポンポンと調子よく「はりおうぎ」

を叩きながら物語を読んでいきま
す。笑いあり涙あり人情噺や出世
噺、新作、創作など、世の中の出来事
はすべて講談の題材となります。
TVや映画とは違った想像力の広

がりをお楽しみ下さいませ～

10
7
金

19:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／1,350円　一般／1,500円

ティアラマンスリーコンサートVol.236
「第2回　敦賀谷州泰ピアノリサイタル」
ソロリサイタル第2弾開催！

心揺さぶるピアノの名曲を奏
でる。

9
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土

16:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会・一般／1,000円　小学生以下／500円　※2歳以下ひざ上無料

コンサートホールへようこそ!東京シティ・フィルハーモニ
ック管弦楽団と東京シティ・バレエ団が皆さんを音楽とバレ
エの世界にご案内。司会付きの参加型ワークショップ&コンサ
ートで、舞台芸術をわかりやすく、楽しくご紹介します。

11
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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／2,200円　一般／2,500円　江東区民／2,300円　

※当日一律2,900円、入替制

ティアラこうとう アートシネマ上映会2022
プッチーニ３大名作オペラ（全3回）
第2回オペラ映画「トスカ」
オペラ界のスターたちの出

演でプッチーニの名作を映画化
した作品を上映する３回シリー
ズの第2回。物語の舞台ローマ
の歴史的建造物を実際に使用
し、歌姫トスカと恋人の画家カヴ
ァラドッシ、警視総監スカルピア
の緊迫した愛憎劇を描く。

神田陽子の講談まつり Vol.7 
「帰ってきた　コテコンの会」
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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／4,300円　一般／4,800円　※当日各500円増

fox capture planやbohemianvoodooを輩出し、ジャズやイン
スト・シーンの先頭を走り続けてきた人気レーベル“Playwright”
の10周年記念イベントを開催！レーベルを代表するバンド
bohemianvoodooの他、fox capture planやPOLYPLUSにて活
躍中の岸本亮、広島県出身のピアノトリオAlter Egoらが出演。
現代インスト・シーンの最前線を是非、ご体感ください。

“Party the Playwright 2022”
Spin-off

東京シティ・フィルと東京シティ・
バレエ団の はじめての音楽会

10
16
日

15:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／4,050円　一般／4,500円　※当日一律5,000円

落語家桂よね吉と狂言
師茂山千五郎による存分
に笑っていただける落語、
狂言、落語と狂言を融合さ
せた新しい笑い「落言（らく
げん）」の公演。今回も楽しく
賑やかな舞台をお楽しみ
ください。

出演：宝井琴星、宝井琴調、田辺南北、神田陽子、神田京子、神田蘭、
神田桜子　ほか

トーク：桂よね吉、茂山千五郎
狂言「鐘の音」：茂山千五郎、茂山茂　ほか　落語「天神山」：桂よね吉
落言「宝男歌劇団」／作演出：村上慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット主宰）
出演：桂よね吉、茂山千五郎、茂山茂　ほか

出演：花岡詠二、フォレストレディース・スウィングオーケストラ
ゲスト：二井田ひとみ（トランペット）、河原真彩(トランペット)、

赤崎文音(トロンボーン)、青木研(バンジョー )、
山本琢(ピアノ)、加藤人(ベース)、籠利達郎(ドラム)

曲目：浪路はるかに、リンゴの樹の下で、私の青空　ほか

出演：敦賀谷州泰
曲目：ベートーヴェン/ピアノソナタ第14番嬰ハ短調　作品27

の2《月光》全楽章、ショパン/エチュード　イ短調「木枯らし」
作品25の11、ドビュッシー/版画より第1番<塔>、フォー
レ/夜想曲第1番変ホ短調作品33の1

THE 伝統芸能
よね吉×千五郎ふたり会
「笑えない会～Legacy～」

10
25
火

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／3,600円　一般／4,000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

10
28
金

ティアラ JAZZ LIVE 2022　
後藤雅広　白石幸司
スインギン・クラリネット・デュオ Part.32

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

2本のクラリネットがハモったり、からんだり、時にやさしく、時に
はげしく、ジャズのスタンダードナンバー、讃美歌、映画音楽など、
鉄壁なリズム陣をバックにフレッシュなサウンドをお届けします。
毎回のお客様のご声援で32回目を迎えます。進化は止まらない！

神田陽子

花岡詠二

敦賀谷州泰

bohemianvoodoo   Alter Ego岸本亮

（左から）桂よね吉、茂山千五郎、茂山茂

指揮：ブルーノ・バルトレッティ
演奏：ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
出演：ライナ・カバイヴァンスカ、プラシド・ドミンゴ　ほか
1976年/イタリア・ドイツ映画/イタリア語/日本語字幕付き/カラー /116分

指揮：笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ：奥田和、金井美雪
パーカッション：篠崎智　出演協力：Koto Youth Choir
曲目（予定）：すずめがサンバ、月のワルツ（幼児・Jクラス）／
星に願いを、カイト（Sクラス）
【幼児・Jクラスの部　12:00開演】【Sクラスの部　 17:15開演】

出演：後藤雅弘、白石幸司（クラリネット）、後藤千香（ピアノ）、
小林真人（ベース）、楠堂浩己（ドラム）
曲目（予定）：A列車で行こう、ムーンリバー　ほか

2年ぶりとなる第30回サ
マーコンサートは、豊洲シビ
ックセンターホールで演奏
します。5歳から高校生まで
のこどもたちがホールいっ
ぱいに素敵な歌声を響かせ
ます。（2部、入替制）

江東少年少女合唱団
第30回サマーコンサート

12:00、17：15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／1,100円　一般／1,300円　こども（高校生以下）／600円

※2歳以下ひざ上無料　※　　　 江東区文化センター窓口・電話のみ

11
12
土

16:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,400円　一般／6,000円

※2歳以下ひざ上1名まで無料（座席が必要な場合有料）。3歳以上は要チケット。

岸谷香 
KAORI PARADISE 2022

10
2
日

13:30開演　砂町文化センター　研修室
全席指定 友の会／2,500円　一般／2,800円　小学生以下／1,200円

※2歳以下ひざ上無料　※障害者手帳をお持ちの方は1,400円（介助者は1名まで同額で入場可）

『音楽の絵本』はクラシック音
楽における絵本のような役割が
できれば…と考えられ、そして
誕生しました。本格的なクラシ
ックから、映画音楽に童謡まで、
動物たちが奏でる多彩な音楽
の世界をお楽しみ下さい。

0歳からの親子で楽しむクラシックコンサート
ズーラシアンブラス「音楽の絵本 ダンディズム」

出演：ズーラシアンブラス（金管五重奏）、サキソフォックス（アルト
サックス）、弦うさぎ（ピアノ）

曲目：幻想即興曲（ショパン）、ディズニー名曲メドレー（編曲・石
川亮太）～不思議の国のアリス～シンデレラ～白雪姫～ジッ
パディドゥダー～　ほか

司会：桜井しおり（音楽ワークショップ・アーティストおとみっく）
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、

東京シティ・バレエ団ダンサー

10
8
土

オーケストラwithバレエ「カルメン」

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

舞台面に並んだオーケストラをバ
ックにバレエダンサーが踊る、二つの
芸術団体と提携する江東区ならでは
の豪華なコンサートです。オーケスト
ラが奏でる聞きなじみのある旋律に
のせて、バレエが躍動します。
指揮：海老原光　演出・振付：石井清子
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　バレエ：東京シティ・バレエ団
曲目：ビゼー／歌劇「カルメン」、ブラームス／ハンガリー舞曲

10
22
土

お楽しみはこれからだ！2022秋
THE WILD ONES
～音楽の力で笑顔と元気を～

17:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,850円　一般／6,500円

60年代があったからこそ今のワイルドワンズの音楽やライ
フスタイルがある！！
音楽の力で笑顔と元気を！をモットーに歌い続けるワイルド

ワンズの魅力を存分にお楽しみください！

花岡詠二率いる“フォレストレディース・スウィングオーケスト
ラ”ゲストに7人のプロ・ミュージシャンを交え、華麗なサウンドを！

岸谷香岸谷香

申込

2019年サマーコンサートの様子2019年サマーコンサートの様子

昨年の様子昨年の様子
桜井しおり
ⒸTomoko Hidaki
桜井しおり
ⒸTomoko Hidaki

演奏する動物たちⒸスーパーキッズ演奏する動物たちⒸスーパーキッズ

石井清子石井清子海老原光海老原光

ザ・ワイルドワンズザ・ワイルドワンズ

岸谷香が奏でる名曲たち
ソロ楽曲をはじめ、プリンセ

ス プリンセス「Diamonds＜ダ
イアモンド＞」「M」 ほか
ピアノとアコースティックギ

ターでお届けします。

9
4
日

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

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

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。

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

高関健ⓒStasLevshi高関健ⓒStasLevshi

アーカイブ配信決定！
配信期間：10月15日（土）13:00～29日（土）23:59
動画視聴券：2,000円
ご購入：江東区文化コミュニティ財団チケット予約ページにて

9
4
日

西村由紀江
ピアノコンサート２０２２

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。

出演：西村由紀江（ピアノ）
西村由紀江西村由紀江

発売中
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新発売
水8/10

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

残席わずか

SS席 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

会場：東京文化会館　大ホール　全席指定
（JR上野駅 公園口改札 徒歩約1分）
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円引き

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 ご好評につき、次の公演は完売となりました。　

8
月

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

「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 66
歳以上対象

18：30開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定　友の会／3,500円　一般／3,800円　※当日各500円増

MORISHITA SUMMER JAZZ2022 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／3,500円　一般／4,000円

柳家さん喬 独演会　深川江戸資料館 再オープン記念 66
歳以上対象

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

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 66
歳以上対象

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

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 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／1,500円　一般／1,700円　江東区民／1,600円

シリーズ“気軽に伝統芸能”　「乙女文楽」 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／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

声優朗読劇　フォアレーゼン　～ルクレールの暗殺～ 66
歳以上対象

13:30開演　総合区民センター　レクホール
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～ 22
歳以上対象

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.235　梅原佐妃子ソプラノリサイタル 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／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増　

奈々福なないろvol.５　研辰の討たれ―奈々福版義士外伝 66
歳以上対象

19:00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　
※当日各500円増 ※シニア（60歳以上）4,500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）　

風間杜夫ひとり芝居　「帰ってきたカラオケマン」 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70回ティアラこうとう定期演奏会 66
歳以上対象

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
全席指定　友の会／4,500円　一般／5,000円　学生／2,000円

神保彰ワンマンオーケストラ　～TOYOSU DE JIMBO 2022～ 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／2,700円　一般／3,000円

舞踊作家協会　連続公演第224回　十六夜公演 66
歳以上対象

18:30開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定　友の会／2,300円　一般／2,500円

帰ってきた「浄瑠璃解体新書」特別編 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／4,500円　一般／5,000円

金子三勇士バースデーコンサート2022 66
歳以上対象

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

結成62周年　薗田憲一とデキシーキングス　Live in Camellia Part.22 66
歳以上対象

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

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

14:00、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／4,320円　一般／4,800円

“社会風刺コント集団”　ザ・ニュースペーパーLIVE 2022 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 ／2,000円（枚数限定）

荒井結　チェロ・リサイタル 66
歳以上対象

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　※詳細は東京シティ・バレエ団ホームページ(https://tokyocityballetcompetition.com/)へ

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 55
歳以上対象

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

深川とっくり座公演 51回目　丹青の「おすわどん」

江東区芸術提携団体　チケット発売のご案内

□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 

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2022
12/28水 19:00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）

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）
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

9
月

11
月

10
月

申込 ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

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

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

●柳家権太楼 独演会　深川江戸資料館 再オープン記念（8/4）
●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（8/21)
●江東シネマプラザ特別上映会　映画「ひまわり」50周年HDレストア版
 ※日本語字幕付き（8/26)

飯守泰次郎Ⓒ金子力飯守泰次郎Ⓒ金子力

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　※当日各500円増

ティアラ・クラシックス2022　眞田彩 ～超絶技巧！ユーミン名曲集～ 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／2,200円　一般／2,500円　江東区民／2,300円　※当日は一律2,900円、入替制

ティアラこうとう アートシネマ上映会2022　プッチーニ３大名作オペラ　第1回（全3回）　オペラ映画「ラ・ボエーム」 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／3,150円　一般／3,500円　※当日一律4,000円

ホリプロコムものまね軍団ライブ　「本人不在」 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／3,600円　一般／S席6,000円、A席／4,000円

川野夏美コンサート２０２２ 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／6,930円　一般／7,700円

五木ひろしコンサート２０２２ 66
歳以上対象

おと ぶんらくめ

指揮：飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）　
ソプラノ：田崎尚美　メゾ・ソプラノ：金子美香　テノール：与儀巧　
バリトン：加耒徹　合唱：調整中
曲目：ベートーヴェン／交響曲第9番 二短調 作品125「合唱付き」

SS席完売



ミミヨリ情報

新発売
水8/10 66

歳以上対象

66
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A
ティアラあ～とふるＤＡＹＳ

落語公演情報

新発売
水8/10

新発売
水8/10

新発売
水8/10

〒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

2022年8月1日発行 ティアラ友の会事務局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〉8/31（水）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福田こうへいコンサートツアー2022
（2/19（土）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

⑵TSUKEMEN CONCERT
　HAPPYキッチン
（2/20（日）江東区文化センター　ホール）
出演者サイン色紙　1枚
関連CD　1枚

川畠成道チャリティコンサート

©1984東宝

満月 MR.MOONLIGHTⒸ1991松竹株式会社 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

8/27
（土）

監督：市川崑　原作：宇野千代　
出演：吉永小百合、大原麗子、石坂浩二

江東シネマプラザ8月
「おはん」

午後の部 15：00午前の部 11：00

（1984年／112分／カラー／35ミリフィルム）

※当日券はお席がある場合のみ開演15分前から受付

全席自由　ご招待　ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方
8/23 火 17:30～　豊洲シビックセンター　ホール

楽しみながら「ともに感じ、ともに考える」体験型コンサートです。障が
いを持つ方の社会参加を支援する団体、公益財団法人日本盲導犬協
会へのご寄付にご協力願います。
出演：川畠成道（ヴァイオリン）、須関裕子（ピアノ）
曲目：マスネ／タイスの瞑想曲　ほか

全席自由　友の会 2,200円　一般 2,400円（全6回分）

江東シネマプラザ

8/27（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

8/27㈯
9/24㈯
10/22㈯
11/26㈯
1/28㈯
2/25㈯

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

市川崑
大森一樹
小津安二郎
熊井啓
是枝裕和
川島雄三

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

★
★
■
★

■

不甲斐ないが憎めない夫・幸吉は女を作り、女房のおはんは涙なが
らに自ら身を引いた。それ
から７年後、幸吉と再会し
たおはんは、再び幸吉との
逢瀬を繰り返すことにな
る。一人の男と二人の女を
巡る愛憎劇。

申込 豊洲文化センター　☎03-3536-5061電話・窓口で（先着順）

申込

記載の二次元コードからインターネットにてお申込み、またはチラシ
裏面の申込用紙をティアラこうとう窓口へ提出（郵送可）。
〒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

申込

※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。

締切

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！
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！

11/3（木祝）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・部活動等で活躍中の方など。
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】

申込
8/10㈬
10：00～～アートでつながろう！ハートフルな2日間♪～9/17（土）・18（日）

江東区音楽家協会が贈る
「ファミリーコンサート」

17日（土） 18日（日）

①11:30～12:30 ②14:00～15:00
出演／江東区音楽家協会

要申込

スティールパンコンサート＆
ワークショップ「缶まつり！」
11:00～12：00
スティールパン、ギター、チェロで
奏でる癒しのコンサート。ワーク
ショップでは、いっしょにスティー
ルパンを作ってみよう！
出演／カントジフア

0歳からの親子でリトミック！

伝統芸能を楽しもう！「おやこ寄席」

①11:00～11:30②12:30～13:00
生演奏にのせて一緒に楽器を鳴
らしたり、からだを使ってリズム遊
びをしよう！親子でいっしょに楽し
めます。
出演／羽純（ヴァイオリニスト）

落語をはじめ、「紙切り」や「太神楽」など、様々な伝統芸能を大ホールで
楽しもう。「寄席ってなに？」入門講座もあるよ！　

要申込
要申込

要申込

ヘルマンハープ
ミニコンサート＆体験
ミニコンサート14:00開演
体験①14:20②15:10
楽譜が読めなくても美しい音色で
弾くことができるドイツ生まれの
楽器の体験とミニコンサート。
出演／遠藤佳子、浅生直子

要申込

ビーワックスアート
ハチの巣から採れる「ミツロウ」を使って自分だけの
アートを作ろう！

ティアラこうとうの「おまつり」には
“アート”がたくさん！生の芸術にふれてココロを元気に！

ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333申込

手工芸一日体験教室

東京シティ・フィルと東京シティ・バレエ団の はじめての音楽会 
16:00開演　ティアラこうとう大ホール　※詳細2面17日

10:00～※各教室ごと要確認
押し花のマスクケース・しおり、ビーズ
で作る犬、レジンで作るユニコーンの
ネックレス、樹脂粘土で作るミニ野菜
指導／江東手工芸協会

要申込

みんなＤＥスポーツ　
13:30～16:00
パラリンピック競技として話題の
「ボッチャ」を体験しよう！ほかにも
だれでも楽しめるスポーツ、ゲーム
もやっています。参加賞もあるよ！
協力／おあしす福祉会

チケット発売中！

全席自由 入場無料

9/22木 12：00開始　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申込

©森口ミツル

首席客演指揮者藤岡幸夫が
指揮する東京シティ・フィル第
70回ティアラこうとう定期演
奏会リハーサルの模様を公開。
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。　

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

申込 ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333 問合せ ティアラこうとう　☎03-3635-5500

問合せ ティアラこうとう　☎03-3635-5500

～舞台芸術をもっと楽しむつどい～

会場：ティアラこうとう中会議室 参加費：友の会／無料　一般／ 500円
講師：鈴木孝宏（演出家） 対象者：どなたでも　※先着50名様

サロン・ドゥ・ティアラ 2022～2023
演劇「殺しのリハーサル」を百倍楽しもう！
9/30（金）14：00～15：30
演出家・鈴木孝宏氏（劇団四季出身）による
舞台制作現場のレクチャーです。ストレート
プレイとミュージカルでの演出の違いから、
公演制作の裏話、11/6（日）開催「殺しのリ
ハーサル」の見どころなど、興味の尽きない
お話が盛りだくさんです。

2022年度 後期オーディション

場所：ティアラこうとう大会議室
対象：小学4年生～高校生（バレエ経験：小学生は3年以上、中学・

高校生は5年以上）。所属バレエ教室に通い、先生の許可を
得た方。

ティアラこうとうジュニアバレエ教室

　東京シティ・バレエ団の団員が指導するティアラこう
とう主催のバレエ教室です。様々な教室に通っているこど
もたちが刺激しあいながら、バレエ技術の向上のため
レッスンに励んでいます（4クラス制、レッスンは日曜日）。

参加者
募集

日 10:00～（予定）9/11

シリーズ！！

9/17（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

8/27（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：三遊亭楽八（8/27）、立川志ら門（9/17）

上方落語　九雀亭

9/17（土） 14:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

第21回東大島亭　
三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会

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」。今回は三遊亭ふう丈と
港家小ゆき（浪曲）の二人会です。熊本県出身の二人による落語と浪曲を
お楽しみください（全席椅子席）。
出演：三遊亭ふう丈、港家小ゆき（曲師：沢村理緒）

66
歳以上対象

66
歳以上対象

9/16（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／ 500円　今宵は笑って過ごしましょう！
出演（予定）：三崎家桜の輔、河内家るぱん、料亭彦柳、若木家元翁　ほか

寄席　都笑亭　Vol.136 66
歳以上対象

9/25（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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

14:00開演　全席自由　ティアラこうとう大ホール

※詳細時間は申込者へ通知します。

往復はがき（126円）に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電話番号を記入の上、下記までご郵送くだ
さい。〒135－0002江東区住吉2－28－36　
ティアラこうとうジュニアバレエ教室係

締切 8/26(金)必着

申込
8/10㈬
10：00～

申込
8/10㈬
10：00～

のマークが付いたイベント無料

ほかにも、木のおもちゃ販
売、キッチンカーの出店な
どを予定しています。

10/4（火）17:00

▲イベントの詳細はこちら▲イベントの詳細はこちら

66
歳以上対象
（体験のみ）

出演／春風亭かけ橋、鏡味味千代(太神楽曲芸）、林家八楽(紙切り)

11:00～15:00　参加費：500円　

受付終了




