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高石ともや年忘れコンサート2022
深掘り！日本舞踊の世界 ～和の舞台はこうして創られる～
銀河鉄道の夜
春風亭小朝プロデュース 「新春寄席 小朝・昇太・ナイツ」
新春邦楽「和っしょい」其の12

ミュージカル「青い鳥」2023

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
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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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以上

友の会／2,300円　一般／2,500円全席指定

東京シティ・バレエ団
バレエと箏の饗宴

14:00開演　森下文化センター　多目的ホール
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17日17：00、18日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4,500円、A席4,000円　一般／S席5,000円、A席4,500円　※友の会おひとり様6枚まで

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・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：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　演出補佐:中島伸欣
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

出演：高石ともや
ゲスト：坂本健（バンジョー）、梅本なつき（クラリネット）

出演：太鼓笑人・めでたい（守田充利、澤田祟司、本間エリカ、金刺由大、宮岸真那）、HIDE×HIDE（尺
八／石垣秀基、中棹三味線／尾上秀樹)、ワキマルジュンイチ（キーボード）、和妻師 きょうこ

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

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。和太
鼓チームの太鼓笑人・めでたい、尺八と中棹三味線ユニットのHIDE×HIDE、そして案内役と
して日本古来の手品の和妻師・きょうこ。
新春を彩るめでたい公演で和の響きをどうぞお楽しみください。

新春邦楽「和っしょい」其の12
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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／3,600円　一般／4,000円　

江東区民／3,800円

春風亭小朝プロデュース
「新春寄席　小朝・昇太・ナイツ」

17
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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。毎年好評の恒例の年忘れコンサートです。

高石ともや年忘れコンサート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　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　
シニア（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

12
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土

東大島文化センター恒例の年忘れお笑いらいぶ。今回
は、巧妙な語り口でおなじみのマジシャン マギー司郎、夫
婦漫才の東京太・ゆめ子のほか、多彩な出演者が冬の寒
さを笑いで吹き飛ばします。

バレエ：松本佳織、清田カレン　ほか　箏：武田博華（山田流箏曲演奏家）
演目：（バレエ）「海賊」よりパ・ド・ドゥ、「コッペリア」よりバラード、「くるみ割り人形」より金平糖の女王のヴァリエ

ーション、（箏）「千鳥曲」、（箏の生演奏によるコラボレーション）「瀕死の白鳥」、筝曲「春の恵」　ほか

出演：マギー司郎（マジック）、東京太・ゆめ子（漫才）、
だるま食堂（コント）、左利き（漫才）、近江綾（演歌）、
松田洋子（司会）

ⓒ鹿摩隆司ⓒ鹿摩隆司

ナイツナイツ 昇太昇太春風亭小朝春風亭小朝

高石ともや高石ともや

太鼓笑人　めでたい太鼓笑人　めでたい

石垣秀基、尾上秀樹石垣秀基、尾上秀樹

マギー司郎マギー司郎

だるま食堂だるま食堂

東京太・ゆめ子東京太・ゆめ子

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
友の会／3,900円　一般／4,300円全席指定
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深掘り！日本舞踊の世界
～和の舞台はこうして創られる～

着物の美しさや和楽器の心地よい音色、細部まで美を追求
した所作など、日本文化の魅力が盛りだくさんな日本舞踊。
その楽しみ方、面白さを三味線音楽の生演奏にのせて分か

りやすくお伝えし、歌舞伎でも上演される本格的な舞踊演目
をお楽しみいただきます。
初めてご覧になる方も、和の舞台がお好きな方も、一緒に

日本舞踊の世界を深掘りしてみませんか？

年忘れお笑いらいぶ

15:30開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／4,000円　一般／4,500円　※当日各500円増全席指定

12
11
日

カントリーの名曲からアメリカンポップス、日本のポップスま
で。石田新太郎と美也の親子とシティライツによる歌と演奏、そ
してゲストは「気になる１７才」で数々の新人賞を受賞し、現在も
全国でコンサート活動をしているあいざき進也さん。懐かしい青
春時代を甦らせてくれるヒット曲やトークを交えてお届けします。
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：あいざき進也

カントリーミュージックコンサート
－I SAW THE LIGHT Vol.54－
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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.331

October

P A P E R

2022

クラシックバレエと日本の伝統音楽（箏）を同
時に鑑賞いただける「バレエの街プロジェクト」
オリジナル企画です。代表的な演目とわかりや
すい解説付きでビギナー鑑賞者でもお楽しみい
ただけます。箏演奏でクラシックバレエを踊る和
と洋のマリアージュをお見逃しなく！

ティアラこうとうの“くるみ”は、東京シティ・バレエ団と、オーディションで選ばれたこどもたちとの共演が特
徴です。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。

出演：中村梅、藤間直三　ほか
演目（予定）：長唄「舌出し三番叟」　ほか

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

清水愛恵
キム・セジョン
庄田絢香
福田建太

左近允志衣☆

濱本泰然（両日）
春野雅彦（両日）

飯塚絵莉
吉留諒
松本佳織
岡田晃明

板原瑚凪☆

主な配役 17日 18日

【ものがたり】クリスマス・イヴ。クララの家ではクリスマ
スパーティが行われています。クララは「くるみ割り人形」
をもらいました。時計が真夜中の12時を知らせると…不
思議な夢の物語が始まります。

ティアラこうとうお馴染みの話芸の名手、春風亭小朝
とテレビ・ラジオで大活躍の春風亭昇太、そして漫才界の
超人気者ナイツという豪華な顔ぶれが４年ぶりに実現！
今回はどんな笑いを提供してくれるのか楽しみです。

ご家族、ご夫婦、ご友人と思いっきり笑ってください。
新春初笑いはティアラこうとうで！

中村梅中村梅 藤間直三藤間直三

Ⓒ鹿摩隆司Ⓒ鹿摩隆司武田博華武田博華

☆はティアラ“くるみ”の会の出演者です
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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／1,800円　一般／2,000円　学生／1,000円

１９７４年に「遥かな友に」で有名な磯部俶先生が始められた「いそべとし男
声合唱団」は創立４８年となりました。５０周年直前の演奏会です。磯部俶先生
のやさしい子供の歌や抒情あふれる歌。高田三郎先生の組曲、木下牧子先生
作曲、やなせたかし先生詩の「愛する歌」とバラエティにあふれる演奏会です。

11
20
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

江東シティオーケストラ
第57回定期演奏会
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。

関連イベント 詳細4面
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日

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／1,350円　一般／1,500円　こども（3才～小学生）／500円

※当日各500円増　※2歳以下無料、要チケット

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
ピアノの「ぴ」、太

鼓の「た」、ヴァイオ
リンの「りん」で『ぴ
たりんがくだん』。
みんなが知ってい
る音楽や手遊び歌
を中心に親子で楽
しむリトミックコン
サートをお届けします。シート席、ベビーカー置場・授乳・おむ
つ替えコーナーあり。

いそべとし男声合唱団演奏会
12

4
日

14：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／2,200円　一般／2,500円　※当日各500円増

三代続く江戸っ子 橘ノ圓満。
今回はたっぷりと三席お付き合
いいただきます。ゲストは若手期
待の紙工芸の林家喜之輔さんと
落語の立川幸之進さんです。賑
やかな圓満会をどうぞお楽しみ
くださいませ。

伝統芸能公開「落語」特別版
第五回 深川de圓満会

12
9
金

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

ブリティッシュスタイルの金管バンド「東京ブラスソサエティ」
のコンサート。恒例のクリスマスコンサートをお楽しみください。

指揮：山本武雄　演奏：東京ブラスソサエティ
曲目：アンダーソン／クリスマスフェスティバル、バッハ／ G線上の

アリア、アーノルド／ピータールー序曲　ほか

出演：福井晶一、伊東えり、秋野紗良、井坂茜、原田優一
演目：クリスマスナンバー、2022ヒットメドレー (1幕）
　　　ミュージカルナンバーほか（2幕）

指揮：土田政昭　
ソプラノ：冨平安希子　アルト：川合ひとみ　
テノール：高柳圭　バス：狩野賢一
合唱：江東区民合唱団　演奏：江東フィルハーモニー管弦楽団
曲目：ドヴォルザーク／スターバト・マーテル、スメタナ／連作交

響詩「わが祖国」より第4番「ボヘミアの森と草原から」、
フンパーディンク／歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲

指揮：鈴木睦
曲名：ブラームス／悲劇的序曲、ブラームス／ハイドンの主題に

よる変奏曲、シベリウス／交響曲第5番 出演：橘ノ圓満、林家喜之輔、立川幸之進

指揮：須賀敬一、横田清文　
出演：いそべとし男声合唱団　ピアノ：永井博子
曲目：磯部俶／子どもの歌「つりかわさん」ほか、抒情歌「松の花」ほか、高田三郎／

「確かなものを」全曲、木下牧子／「愛する歌」より「ロマンチストの豚」　ほか

東京ブラスソサエティ創立50周年記念 
第50回クリスマスコンサート
“あなたに贈る金管バンドからのプレゼント”

12
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11
日

10日14:00、18:00、11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／6,500円　一般／7,000円　※2歳以下ひざ上無料

Happyクリスマス☆
ミュージカルコンサート 2022

12
11
日

〈西山健治プロデュース〉
「クリスマス ジャズコンサート」
～日本ジャズ界の巨匠たちをお迎えして～Part5

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／2,700円　一般／3,000円　※当日各300円増

全員が17日生まれの｢トリオ１７ｔｈ｣に、木村由紀夫（ドラム）を加え、我
国ジャズ界の人間国宝的存在である五十嵐明要(アルトサックス)、原田忠
幸(バリトンサックス)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。

45周年演奏会

橘ノ圓満

出演：羽純-hasumi-(歌、ヴァイオリン）、みか（歌、ピアノ）、
ゆか（パーカッション）

出演：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）〕

ゲスト：木村由紀夫（ドラム）
特別ゲスト：五十嵐明要（アルトサックス）、原田忠幸（バリトンサックス）
曲目：ホワイトクリスマス、ミスティ、A列車で行こう　ほか

孤独な少年ジョパンニは、ある日、気が付くと、友人カムパネルラとともに夜の列
車に乗っていた。それは星空を走る銀河鉄道。鳥を捕る不思議な男や家庭教師に連
れられた少年少女たちと出会いながら旅を続けていく、宮沢賢治の童話の傑作。今回
は、人形と人間とのコラボでお届けします。声は声優、オペラ歌手、能楽師、浪曲師、
音楽もチェロ、琵琶、笙、シンギングボウル、電子音楽と古今東西の音を駆使し、ます
むら・ひろし氏の漫画『銀河鉄道の夜』の画像も投影し、幻想世界を現前させます。

銀河鉄道の夜

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／3,150円　一般／3,500円　※当日各500円増

12
3
土

14:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／2,700円　一般／3,000円

江東ゆかりの芸術家コンサート
渡辺功と金管アンサンブルの響き

11
12
土

13
日

12日17:30、13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

創立以来、古典の名作バレエと共に100を超えるオリジナル作品を
生み出してきた東京シティ・バレエ団。「バレエ・フォー・エブリワン」
の精神を掲げ、万人と表現の喜びを分かち合う場として、創作作品に
フィーチャーした「TOKYO CITY BALLET LIVE」シリーズを毎年展開
しています。東京シティ・バレエ団のダンサーが新たな作品に挑戦する、
大人気の“サロン”シリーズ。ご来場を心よりお待ちしております。

東京シティ・バレエ団　
TOKYO CITY BALLET LIVE 2022
「シティ・バレエ・サロン Vol.11」

振付：石井清子、キム・ボヨン、草間華奈　ほか

出演：江東少年少女合唱団、ティアラこうとうジュニアバレエ団、
ティアラこうとうジュニアオーケストラ、森下文化センター
Sunny Wings・キッズチアダンス、豊洲こどもミュージカル

出演：カスタム・ブラス・クインテット
福田善亮（トランペット）、辻本憲一（トランペット）、
日橋辰朗（ホルン）、桒田晃（トロンボーン）、渡辺功（チューバ）

曲目：ダニエルソン／ソロチューバのためのコンチェルタンテ組曲、
酒井格／たなばた　ほか

11
27
日

江東区文化コミュニティ財団設立40周年記念公演
江東こども芸術祭
～ジュニアたちがつむぐステージ～

14：30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／2,000円　江東区民／1,000円　小学生以下／500円

江東区文化コ
ミュニティ財団
が運営するジュ
ニア5団体によ
る「江東こども芸
術祭」。各団体に
よる発表と、合同
ステージをお届
けします。ロビー
では、江東こども文化祭作品展（書道・手工芸）を開催します。

クリスマスを控え、ミュージカルを中心に活躍中の俳優が集
まり、年齢制限なくファミリーで楽しめるコンサートを開催。
ミュージカルの楽曲やクリスマスソング等、家族で楽しめる

歌の数々を生演奏でお贈りします。

12
11
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 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.29　
ドヴォルザーク　スターバト・マーテル
結成27年目を迎えたふるさとこうとう音楽

連盟、素敵な4名のソリストをお迎えし、ドヴォ
ルザーク作曲 スターバト・マーテルを演奏しま
す。スメタナ「ボヘミアの森と草原から」、フンパ
ーディンク「ヘンゼルとグレーテル」とともに皆
様を美しい音楽の世界へご案内いたします。

ぴたりんがくだんぴたりんがくだん

前回公演より前回公演より

安田登（語り）安田登（語り） 玉川奈々福（声）玉川奈々福（声） ますむら・ひろし（美術）ますむら・ひろし（美術）

江東区にゆかりのある芸術家を紹介する新シリーズ。チュー
バ奏者の渡辺功氏がメンバーとして活躍するアンサンブルが
登場します。一流のプレイヤーが奏でる豪華な響きをお楽しみ
ください。

12
25
日

26
月

さくら弦楽四重奏団2022

25日17：00、26日19：00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

恒例のベートーヴェン作品からは第３番と第１６番、それに加
え、この分野ではベー
トーヴェンに並ぶ傑作
といわれるバルトーク
の作品から、第１番を
演奏いたします。多彩
な響きをお楽しみくだ
さい。
出演：山口裕之(第１ヴァイオリン)、丹羽道子(第２ヴァイオリン)、

臼木麻弥(ヴィオラ)、銅銀久弥(チェロ)
曲目：ベートーヴェン／弦楽四重奏曲 第３番 作品18-3、バルトー

ク／弦楽四重奏曲 第１番 作品7、ベートーヴェン／弦楽四
重奏曲 第１６番 作品135

1
7
土

8
日

9
月祝

ミュージカル「青い鳥」2023

7日15:00、19：00、8・9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／6,100円　一般／6,800円

メーテルリンク原作、ピ
ュアーマリーオリジナル
ミュージカル。クリスマス
イブ、貧しい木こりの子チ
ルチルとミチルが、隣の
病気の娘のために青い鳥
を探しに色々な物の精に
見守られながら様々な国
を訪れ成長する物語。物事の本質を見つめたこどもから大人
まで楽しめる珠玉の舞台。
演出：鈴木孝宏　音楽：はらかなこ　歌詞：保坂磨理子
出演：川原洋一郎、山本みどり、五東由衣、大至、

劇団ピュアーマリー　ほか
石井清子作品より石井清子作品より 草間華奈作品より草間華奈作品より

11
19
土

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

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：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」　ほか

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。

14:30～　東京シティ・フィルメンバーによるプレ・コンサート

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

福田善亮福田善亮 辻本憲一辻本憲一 日橋辰朗日橋辰朗 桒田晃桒田晃 渡辺功渡辺功
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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。
　（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。）

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357回 
1/28（土）14:00開演 

第358回
2/17（金）19:00開演

第359回
3/18（土）14:00開演

指揮：高関健（常任指揮者）　ピアノ：小林愛実　
曲目：ベートーヴェン／「献堂式」序曲 作品124 、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37、

R.シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」 作品40

指揮：川瀬賢太郎　ヴァイオリン：郷古廉　
曲目：マクミラン／ヴァイオリン協奏曲、ベルリオーズ／幻想交響曲 作品14

指揮：高関健（常任指揮者）　チェロ：佐藤晴真　
曲目：カバレフスキー／チェロ協奏曲第1番 ト短調 作品49、

ショスタコーヴィチ／交響曲第７番 ハ長調 作品60「レニングラード」

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。

10
月 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

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　動画視聴券／2,000円

オーケストラwithバレエ「カルメン」 55
歳以上対象

江東区芸術提携団体　チケット発売のご案内 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

11
月

12
月

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（全3回）第1回　オペラ映画「ラ・ボエーム」 66
歳以上対象

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

“Party the Playwright 2022” Spin-off 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

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

THE 伝統芸能　よね吉×千五郎ふたり会「笑えない会～Legacy～」 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／5,850円　一般／6,500円

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～ 66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

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 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

和楽器演奏集団  独楽　結成20周年記念公演～みちなかば～ 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

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～ 66
歳以上対象

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

なぎら健壱コンサート2022　下町情歌Part.17

11:00、13:30開演　総合区民センター　レクホール
全席自由　友の会／1,350円　一般／1,500円　こども（3歳～小学生）／500円　※2歳以下無料、要チケット　※当日一般・友の会500円増

東京シティ・フィル Presents　親子で楽しむポピュラーコンサート2022

66
歳以上対象

18:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定　友の会／7,200円　一般／7,700円　※当日各550円増　※おひとり様4枚まで

WOWOWプラスPresents　T.C.R.横浜銀蝿R.S.嵐追悼 関東集会 All for RAN 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／2,700円　一般／3,000円

舞踊作家協会　連続公演第225回　「夢・未来を考える」 66
歳以上対象

15：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由　友の会／3,150円　一般／3,500円

ティアラマンスリーコンサートVol.237　La carità ～究極の愛の花　ロッシーニとシューマンの愛の歌 66
歳以上対象

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

殺しのリハーサル 66
歳以上対象

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

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

第771回無声映画鑑賞会 「川端康成没後50年『伊豆の踊子』と文芸映画」

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

11日（金）、12日（土）14：00、18:30、13日（日）14：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由　友の会／4,300円　一般／4,700円　※当日各500円増

座☆吉祥天女　第18回公演『初蕾』

15:00、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　大学生／3,000円　6歳～高校生／1,000円　※当日各300円増

忠臣蔵尽くし　本伝討入り編 66
歳以上対象

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／S席4,500円　一般／S席5,000円　※SS席10,000円（主催：オフィス・ダァグ 03－3505－8484）のみ取扱い

ものまねライブin亀戸 66
歳以上対象

16:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定　友の会／4,800円　一般／5,000円　ペアチケット／9,500円　※全てペンライト付き

カタヤマケイジ・コンサート２０２２　～今回はスパニッシュ風味だよ～ 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」 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
全席自由　友の会／3,600円　一般／4,000円　学生／2,500円

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 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　※当日各500円増

ティアラ・クラシックス２０２２　藤髙りえ子　琵琶の世界　～心の弾き語り～ 66
歳以上対象

15：30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

14：00開演　豊洲文化センター7F　レクホール　ほか
全席自由　友の会／1,300円　一般／1,500円　※DJのほか7Fエリア入場料含む

秋のケルト市（いち） ～ケルトの冬支度～　ピーター・バラカン　アイルランド音楽DJ他 66
歳以上対象

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

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 66
歳以上対象

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

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：東京シティ・フィル・コーア
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」

飯守泰次郎Ⓒ金子力飯守泰次郎Ⓒ金子力

15:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定　友の会／3,420円　一般／3,800円　※当日　友の会／3,600円　一般／4,000円

和楽三昧 Vol.2 邦楽コンサート 66
歳以上対象

1
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71回ティアラこうとう定期演奏会 66
歳以上対象

2
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72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　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　サティとドビュッシー　～それぞれの夢中と崩壊～ 66
歳以上対象

18:00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

白石加代子「百物語」　～アンコール公演  第四弾～ 66
歳以上対象

10:30、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(全3回）　第3回　オペラ映画「蝶々夫人」 66
歳以上対象

残席わずか

11：00の回 残席わずか



『風の又三郎 ガラスのマント』

『ベイブ』
『千と千尋の神隠し』

ミミヨリ情報

66
歳以上対象

C IN EM AC IN EM A

44
歳以上対象

12/20（火）～12/24（土）ティアラこうとう　小ホール

対象

講師

内容
費用

コンサート

新発売
月祝10/10

新発売
月祝10/10

新発売
月祝10/1066

歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

詳細2面本公演情報

〒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10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〉10/31（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華原朋美 Season1
（5/21（土）江東区文化センター　ホール）
出演者サイン色紙　2枚

⑵吉田兄弟　三味線だけの世界
（5/27（金）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

©1960松竹株式会社

©2001 Studio Ghibli・NDDTM
Packaging Design ©2009 Universal Studios. All Rights Reserved. Film
©1995 Universal Studios. All Rights Reserved.

1989年 朝日新聞社＝東急エージェンシー＝日本ヘラルド映画

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

10/22
（土）

監督：小津安二郎　原作：里見弴　出演：原節子、司葉子、岡田茉莉子

江東シネマプラザ10月
「秋日和」■音声ガイド付き

午後の部 15：00午前の部 11：00

（1960年／128分／カラー）
※音声ガイドをご利用の方は、イヤホン付FMラジオを持参

※当日券はお席がある場合のみ開演15分前から受付

明治小学校開校150年記念　
マーチングバンドOB・OG演奏会

江東区文化コミュニティ財団
公式LINEキャンペーン

全席自由　ご招待

《友だち登録方法》

　お得な情報をタイムリーにお届け

10/10 月祝 13:30　ティアラこうとう　大ホール

指揮：戸村明徳　演奏：明治小学校マーチングバンドOBバンド
曲目：祝典のための音楽、第九歓喜の歌　ほか
ティアラこうとう、江東区内各文化センター、総合区民センター窓口で
配布する入場整理券を持参のうえ、当日直接会場へ。

財団で運営する公式LINEアカウントの友だちを
募集しています。友だち登録すると…

最新のイベント・講座情報を随時お届けします。

①財団各窓口で「オリジナルシール」プレゼント！
②ティアラこうとうのチケットプレゼント（LINE上で抽選に参加できます）
・「五木ひろしコンサート2022」11/11（金）2組4名様
・「岸谷香 KAORI PARADISE2022」11/12（土）3組6名様
・「フレッシュ名曲コンサート 晩秋のクラシック」11/19（土）3組6名様
・「江東こども芸術祭～ジュニアたちがつむぐステージ～」11/27（日）3組6名様
・「東京シティ・フィル アンサンブルシリーズVol.1」11/30（水)5組10名様

全席自由　友の会 1,400円　一般 1,600円（全4回分）

江東シネマプラザ

10/22（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

江東シネマ倶楽部 年会員募集中

10/22㈯
11/26㈯
1/28㈯
2/25㈯

秋日和
千利休　本覺坊遺文
幻の光
幕末太陽傳

小津安二郎
熊井啓
是枝裕和
川島雄三

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

■
★

■

夫の七回忌を迎えても相変わらず美しい未亡人
の秋子。彼女にはアヤ子という年頃の娘がいた。
アヤ子は亡き父の友人に男性を紹介されるが、
母親のことが心配で結婚に踏み出せずにいた。
小津監督晩年の傑作と評されている作品。

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 江東区文化コミュニティ財団管理課　03-3644-8119

サロン・ドゥ・ティアラ
2022～2023

フレッシュ名曲コンサート 
音楽都市プラハの魅力
11/10（木）14：00～15：30
11/19（土）ティアラこうとう大ホールで開催さ
れる「フレッシュ名曲コンサート 晩秋のクラシッ
ク」にちなんで、モーツァルトやドヴォルザークと
縁の深い、ヨーロッパ随一の美しい古都プラハ
の魅力を解説します。

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：林田直樹（音楽ジャーナリスト・評論家） 
対象者：どなたでも　※先着50名様

江東区文化センター　03-3644-8111　申込

11/30（水）12:00開始　江東区文化センター　サブ・レクホール
全席自由 参加費：友の会・一般／500円

昨年の公演より

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！今回のテーマは「バレエパ
ントマイムとキャラクターダン
ス」。マイムは『コッペリア』作品、
キャラクターダンスは『くるみ割
り人形』作品の中から抜粋してお届けいたします。
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

東京シティ・バレエ団

ワンコイン・バレエ・レクチャー

舞台芸術を
もっと

楽しむつどい

全席
自由こうとうキッズシネマこうとうキッズシネマこうとうキッズシネマこうとうキッズシネマ

フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル

友の会・一般／500円　中学生以下／100円

10/29（土） こどもが楽しい無声映画（生演奏付）
　

10/30（日） 10：00～

10/30（日） 14：30～ 【日本語吹き替え】

古石場文化センター　大研修室 会場

YouTubeに演奏動画（10分以内に2曲）をアップロ
ードして上記二次元コードから申込フォームに入力。

申込

10/15（土）23:59締切

小野明子

メニューイン国際コンクール優勝のヴァイオリン奏者・
小野明子さんと一緒に室内楽の魅力を体験してみませ
んか。レベル別でチーム編成を行い選曲し、ワークショッ
プを通して音楽づくりを経験します。最終日のコンサー
トでは小野さんと共演します。

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスの楽器経験者で室内
楽を通して音楽の技術を向上させたいと思っている9歳（小3）～
20歳までの方（20名）
アンサンブルチームを組み、練習3回（1回60分）、コンサート1回
1人20,000円
12/24（土）11:00開演
ティアラこうとう小ホール　※チケットは11/10（木）発売予定

小野明子（英国メニューイン音楽院・ギルドホー
ル音楽院ヴァイオリン科教授、江東区出身）

小野明子と演奏する
室内楽ワークショップ

受講生
募集

『おい等の野球』作画：村田安司
【1930年／9分／モノクロ／アニメーション】
『忍術千一夜』監督：大伴龍三
【1939年／ 18分／モノクロ】
『キートンの警官騒動』
監督・脚本：バスター・キートン、エディ・F・クライン
【1922年／ 18分／モノクロ】
活動写真弁士：山内菜々子　　演奏：宮澤やすみ（三味線）

10/29（土）14：20～ 
10歳の少女・千尋は、引っ越しの途中で家族ともども不
思議な世界へ迷い込む。やがて千尋は名前を奪われ”千”
という名前で湯屋で働くことになる。
【2001年／ 125分／カラー／アニメーション】
原作・脚本・監督／宮崎駿
声の出演／柊瑠美、入野自由、夏木マリ

かりんの前にあらわれた高田三郎は、二百十日の風
の強い日に転校してきたため「風の又三郎」と呼ば
れる。実際、彼が来てから不思議なことが続き…。
【1989年／ 107分／カラー／ 35mmフィルム】
監督／伊藤俊也　原作／宮沢賢治　音楽／冨田勲
出演／早勢美里、檀ふみ、小林悠、草刈正雄

こぶたのベイブは、収穫祭の賞品として、無口な農場主
アーサー・ハゴットに引き取られた。立派な牧羊豚になる
ことを夢見るベイブの奮闘を描く感動作。
【1995年／ 92分／カラー】
監督／クリス・ヌーナン
出演／ジェームズ・クロムウェル、マグダ・ズバンスキー
声の出演／田中真弓、内田稔

★無声映画鑑賞会（生演奏付） ★優秀映画鑑賞推進事業
12：30～

写真提供：
（株）マツダ映画社

申込 古石場文化センター　03-5620-0224

落語公演情報
シリーズ！！

11/19（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

10/15（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：春風亭一花（10/15）、笑福亭茶光（11/19）

上方落語　九雀亭

11/13（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。

RAKUGOもんすたぁず

11/13（日） 14:00開演 会場　東大島文化センター　レクホール

第22回東大島亭　
林家なな子・林家あずみ二人会

全席自由　友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　※当日各300円増
第22回は、林家なな子と林家あずみによる二人会！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）

出演：古今亭志ん陽
柳家小傳次
柳家燕弥
春風亭三朝

桂九雀林家なな子 林家あずみ 春風亭一花 笑福亭茶光

8/21（日）に新潟県新潟市のりゅーとぴあ新潟
市民芸術文化会館で行われた「ジュニアオーケ
ストラ・フェスティバル 2022 in NIIGATA」
に、ティアラこうとうジュニアオーケストラの団
員19名が参加してきました。「フィンランディ
ア」などの合同演奏で全国の音楽仲間と交流
を深めてきました。

ティアラこうとうジュニアオーケストラではいっしょに合
奏を楽しむ仲間を募集中！募集パート等、詳細は右記二次
元コードよりご覧ください。

ティアラこうとう
ジュニアオーケストラ
♪活動紹介♪

団員募集中

ジュニアオーケストラ・フェスティバル2022㏌ NIIGATA出演

活動報告＆団員募集

映画上映のほかにも、ワークショップや紙芝居、クイズ
ラリーなど開催します!!

その1☆

　オリジナルグッズやチケットなどが当たりますその2☆

右の二次元コードを読み取ってください。
LINEアプリ「ホーム」→「友だち追加」→検索　
ID：@993byrtx


