
江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～完結篇～」
カントジフア コンサート 「ティアラのある街角で」
吉幾三　50周年記念ファイナルコンサート in Tokyo
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友の会先行予約
10：00～電話予約開始
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友の会／3,300円　一般／3,500円　学生／2,000円全席指定

アドバンスト・
コレオグラフィFINAL

13日19:00、14日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
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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7,200円、A席5,400円　一般／S席8,000円、A席6,000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。

2023 Ikuzo Yoshi 50th Anniversary Concert
吉幾三 50周年記念ファイナルコンサート in Tokyo
～芸能生活50周年の節目に～

曲目（予定）：雪國、酒よ、酔歌　ほか

出演：コント山口君と竹田君、テツandトモ、カンカラ、
俵山栄子、押田佐代子、区民出演者　ほか

出演：カントジフア［伊澤陽一（スティールパン）、菅又-Gonzo-健（ギター）、薄井信介（チェロ）］
曲目：プレゼント、フルーツ市場のサンバ、カントジフア／ coco、J.S.バッハ／ゴルトベルク変奏曲より

出演：小野明子（ヴァイオリン）、「小野明子と演奏する室内楽ワークショップ2022」参加者

11:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／800円　一般／1,000円　

ワークショップ参加者によるコンサートです。
今年初めて開催する「小野明子と演奏する室内楽ワークショップ」の4日間のワークショップの
成果を発表するコンサートです。英国メニューイン音楽院で教授を務める小野明子さんが若き
参加者のアンサンブルに加わりながら指導を重ね、演奏を磨き上げた成果をどうぞお楽しみく
ださい。

小野明子と演奏する室内楽ワークショップ2022
コンサート
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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／4,320円　一般／4,800円　高校生以下／2,600円　　

江戸前人情喜劇
「亀戸駅裏旅館～完結篇～」
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15:00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　中学生以下／1,000円

合言葉は「またどこかの街角で」。ポルトガル語で街角という意味を持つ
「カントジフア」。スティールパン、チェロ、ギターというトリオで、オリジナル曲
を中心に様々な街角で音を奏でています。
ラテン、クラシックなど他にも色んな要素の詰まった唯一無二の街角サウン

ドをティアラ小ホールの素敵な空間でお楽しみ下さい！

カントジフア コンサート
「ティアラのある街角で」

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。

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

江戸落語家の大看板 柳家さん喬の噺は聴くものに江戸の
風景を見せてくれます。粋な若旦那から横丁のご隠居さん、
艶っぽい花魁、いつも呑気で気のいい与太郎まで。あたかも
そこにいたように登場人物が鮮やかに浮かびます。これぞ匠
ならではの手腕と言えるでしょう。人情噺はもちろん、バラエ
ティ豊かな噺を存分に聴けるのも独演会ならではの醍醐味。
是非ご堪能ください。

振付：石渕聡 (コンドルズ)、坂田守 (Tarinof dance company)、
平山素子

ダンサー：井田亜彩実、柿崎麻莉子、木原浩太、
Tarinof dance company、中川賢、皆川まゆむ

システム開発者：海野敏（東洋大学）、曽我麻佐子（龍谷大学）

コント山口君と竹田君コント山口君と竹田君 テツandトモテツandトモ

カンカラカンカラ

カントジフアカントジフア

俵山栄子俵山栄子 押田佐代子押田佐代子

吉幾三吉幾三

小野明子小野明子

桃月庵白酒桃月庵白酒

柳家さん喬柳家さん喬

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／1,800円　一般／2,000円全席自由

2
11
土祝

A-one Note Concert vol.2 ‘最上の音で’
ピアノとヴァイオリンの彩り
ティアラこうとうの’65年製スタインウェイピアノによる「エーワン・ノート・コ

ンサート」の第2弾。
今回はピアノとヴァイオリンが奏でるクラシックとポピュラーの名曲の数々をお
届けします。本場ポーランド仕込みの今村礼奈さんのピアノと、「高嶋ちさ子 12
人のヴァイオリニスト」でも活躍された服部佐知子さんのヴァイオリンを心ゆくま
でご堪能ください！

THE 伝統芸能
柳家さん喬 独演会

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

1
22
日

2023年は豪華な初笑いでスタート。人気落語家・桃月庵白酒を
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：桃月庵白酒、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

11

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.332

November

P A P E R

2022

ダンサーの動作のサンプリングによる振付シミュレーションソフト
をつかって生み出す、予測を超えたムーブメント!探求心旺盛な振
付家と多彩なダンサーが送る、コンピュータと人間の新しいコラボ
レーションの形を提案する好評シリーズの最終回!!

出演：今村礼奈(ピアノ)、服部佐知子(ヴァイオリン)、関野真矢子(ピアノ伴奏)
曲目（予定）：ショパン／幻想即興曲、H.マンシーニ／ひまわり、パデレフスキ／ユモレスク、
サラサーテ／チゴイネルワイゼン、同／バスク奇想曲、ピアソラ／リベルタンゴ　ほか

歌あり・コントあり・喜劇ありの120分！！山口弘和（コント山口君と
竹田君）の特別書下ろしシリーズ今回がファイナルとなります！「亀
戸駅裏旅館」で起きる大騒動！笑って、泣いて、下町人情にあふれる
喜劇をたっぷりお楽しみください。オーディションで合格された区
民の方の出演もお見逃しなく！

今村礼奈今村礼奈

服部佐知子服部佐知子

関野真矢子
ⒸT.tairadate
関野真矢子
ⒸT.tairadate

芸能生活50年間の集大成を、吉幾三が愛した下町で感謝を込めて
歌います!!語ります!!ご期待ください。

「アドバンスト・コレオグラフィvol.2」より
撮影：大洞博靖
「アドバンスト・コレオグラフィvol.2」より
撮影：大洞博靖
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15：30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　

懐かしい日本歌曲＆スイング。Nostalgicなひとときを!
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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45回江東オペラ公演
歌劇「ウェルテル」・
「ロミオとジュリエット」ハイライト
シェイクスピア（ロミオとジュリエット）とゲーテ（若きウェルテ

ルの悩み）による名作をオペラで堪能できる公演です。
2作品を同時に味わえるお得な公演です。乞うご期待を! 

花岡詠二
新春室内楽＆スイングコンサート

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

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：安藤英市、土師雅人、鮎澤由香里、竹内恵子　ほか

出演：花岡詠二スヰング・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、私の青空、

浜辺の歌　ほか

11
30
水

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
美しき弦楽カルテットの響き 

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。

前年度公演より

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
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18
日

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

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
り出す夢の世界をお楽しみください。

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　
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　
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
合唱：江東少年少女合唱団

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

1
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新春邦楽「和っしょい」其の12

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。

11
27
日

14:00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 友の会／2,300円　一般／2,500円

東京シティ・バレエ団　
バレエと箏の饗宴
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！

12
17
土

12
17
土

深掘り！日本舞踊の世界
～和の舞台はこうして創られる～

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／3,900円　一般／4,300円

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？
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

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）

年忘れお笑いらいぶ

14:00開演　東大島文化センター　レクホール
全席自由 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

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。

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、浅井永希
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

関連イベント 詳細4面

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

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。

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

Ⓒ鹿摩隆司Ⓒ鹿摩隆司武田博華武田博華

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

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　江東区民／2,800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

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

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。

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

12
17
土

高石ともや年忘れコンサート2022

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。

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）

前回公演より前回公演より

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。ライブ感たっぷりの生バンドでお楽しみください。
脚色・演出：鈴木孝宏　音楽：はらかなこ　作詞：保坂磨理子
出演：川原洋一郎、山本みどり、五東由衣、大至、

岡田梨奈（AKB48）、磯部杏莉、劇団ピュアーマリー　ほか
演奏：はらかなことニューブルーバーズ

高石ともや高石ともや 中村梅中村梅 藤間直三藤間直三

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

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

☆はティアラ“くるみ”の会の出演者です

ⓒ鹿摩隆司ⓒ鹿摩隆司

11
26
土

出演：藤髙りえ子（筑前琵琶）、青木智哉（ピアノ）
曲目（予定）：秋風の歌（島崎藤村）、祇園精舎（平家物語より）、
蜘蛛の糸（芥川龍之介）、古城、人生劇場、荒城の月　ほか

あなたは聴いたことがありますか？日本には魂の音楽があった！

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～

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

藤髙りえ子藤髙りえ子 青木智哉青木智哉

S席完売
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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

B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。）

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 、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。

完売情報 ご好評につき、次の公演は完売となりました。　

11
月

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

12
月

●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（11/5)
●春風亭小朝プロデュース　「新春寄席　小朝・昇太・ナイツ」(1/7）

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 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

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』

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

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

さくら弦楽四重奏団2022

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

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

いそべとし男声合唱団演奏会 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

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 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

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

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

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

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（合唱指揮：藤丸崇浩）
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

高関健
ⒸStasLevshin
高関健
ⒸStasLevshin

小林愛実
ⒸMakoto Nakagawa
小林愛実
ⒸMakoto Nakagawa

郷古廉
ⒸHisao Suzuki
郷古廉
ⒸHisao Suzuki

佐藤晴真
ⒸSeiichi Saito
佐藤晴真
ⒸSeiichi Saito

川瀬賢太郎
ⒸYoshinori Kurosawa
川瀬賢太郎
ⒸYoshinori Kurosawa

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

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

伝統芸能公開「落語」特別版　第五回 深川de圓満会 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

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

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” 66
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／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 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

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

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.54－ 66
歳以上対象

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

銀河鉄道の夜 66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

〈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



ミミヨリ情報

66
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新発売
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66
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歳以上対象

66
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66
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動画配信

66
歳以上対象

新発売
木11/10

新発売
木11/10

66
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66
歳以上対象

新発売
木11/10
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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

2022年11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〉11/30（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 ⑴LE VELVETS コンサート 2022
　『Because of you』～僕らは歌う～
（6/11（土）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

⑵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
（6/18（土）江東区文化センター　ホール）
出演者サイン色紙　2枚

申込
11/10（木）
10：00～

©KADOKAWA1989

昨年の演奏の様子

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

11/26
（土）

監督：熊井啓　出演：奥田瑛二、三船敏郎、萬屋錦之介

江東シネマプラザ11月
「千利休　本覺坊遺文」

午後の部 15：00午前の部 11：00

（1989年／107分／カラー／35mm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

シビックギャラリーステージ 江東区音楽家協会が贈る　
Merry Merry Christmas 2022

全席自由　入場無料　どなたでも
12/18 日 14:00　豊洲文化センター　シビックセンターギャラリー

江東区音楽家協会による「クリスマスコン
サート」です。誰でもが楽しめるような曲
をお届けします。

全席自由　友の会 1,000円　一般 1,200円（全3回分）

江東シネマプラザ

11/26（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

11/26㈯
1/28㈯
2/25㈯

千利休　本覺坊遺文
幻の光
幕末太陽傳

熊井啓
是枝裕和
川島雄三

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

★

■

千利休が自刃して27年。愛弟子・本覺坊は、利休の
死の真相究明に情熱を注ぐ織田有楽斎と出会う。
有楽斎の熱意にうたれた本覺坊は利休の晩年に催
された茶会の様子を語る。萬屋錦之介の最後の映
画出演作で、三船敏郎との共演も話題となった。

申込 ティアラこうとうチケットサービス　03-5624-3333

サロン・ドゥ・ティアラ
2022～2023

もっと知りたい！ 「ジャズの世界」
12/20（火）14：00～15：30　ティアラこうとう大会議室　
日本を代表するジャズクラリネット奏者の
花岡詠二さんによる、ジャズの世界を楽し
むための講座。ジャズの歴史やその変遷な
どのレクチャーに加え、演奏を交えたワン
ポイント解説も！

舞台芸術を
もっと

楽しむつどい

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

落語公演情報
シリーズ！！

12/9（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）：紺昇亭一華、河内家るぱん、

千弦家こまり、三崎家桜の輔

寄席　都笑亭　Vol.137

12/17（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

11/19（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：笑福亭茶光（11/19）、柳家かゑる（12/17)

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
出演：林家なな子、林家あずみ（三味線漫談）

1/15（日） 14:00開演 会場　東大島文化センター　レクホール

第23回東大島亭　
林家けい木・立川志の太郎二人会

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『東大島亭』。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お楽しみください。
出演：林家けい木・立川志の太郎

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

浅田美代子

Ⓒ鹿摩隆司

「長屋紳士録」Ⓒ1947
松竹株式会社

▲公演詳細 三ツ橋敬子Ⓒ Earl Ross

「続・深夜食堂」Ⓒ2016
 安倍夜郎・小学館/「続・深夜食堂」製作委員会

「歓喜の歌」Ⓒ2008
 「歓喜の歌」パートナーズ

松岡錠司渡辺美佐子

笑福亭茶光 柳家かゑる 立川志の太郎林家けい木

☆はティアラ“くるみ”の会の出演者です

第36回くるみ割り人形
ティアラこうとうの“くるみ”はおうちでも楽しめます！

出演：東京シティ・バレエ団、ティアラ“くるみ”の会
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　
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
合唱：江東少年少女合唱団

12/17（土）17:00　12/18（日）15:00開演　
ティアラこうとう大ホール
くるみ割り人形の感動をもう一度 ！

■お申し込み：公益財団法人江東区文化コミュニティ財団のチケット予約画面
（https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/）、または右上二次元コードよりログイン
※ティアラ友の会、またはWEB会員の会員番号（ID）とパスワードが必要です。
※ティアラ友の会会員の方でパスワードを登録していない方は、ティアラこうとうまでお問
い合わせください。

■料金：3,000円（1公演分）
■お支払い方法：クレジットカード決済のみ
■アーカイブ配信：両公演ともに12/22（木）17:00～ 12/29（木）23:59
※最終日の23：59には動画の途中であっても再生が終了します　
※購入は12/29（木）21:30まで

ティアラこうとうの“くるみ”をおうちでも！遠方の方、
もう一度見たい方、2日間の公演それぞれを見たい方、
ぜひ「動画配信」（アーカイブ）でお楽しみください。

※動画配信は本編のみです。本編終了後のカーテンコール
の動画配信はございません。予めご了承ください。

古石場文化センター　大研修室会場

第16回江東シネマフェスティバル 第16回江東シネマフェスティバル 
～大スクリーンで名作映画を～～大スクリーンで名作映画を～

12/10（土）・12/11（日）12/10（土）・12/11（日）

★1回券（トーク付き）800円 1回券（トークなし）500円 全席
自由

浅田美代子さん（女優） 渡辺美佐子さん（女優）
松岡錠司さん（映画監督） がゲストトークに
浅田美代子さん（女優） 渡辺美佐子さん（女優）
松岡錠司さん（映画監督） がゲストトークに

新発売
木11/10

深川が生んだ世界の巨匠・小津安二郎監督にちなんだ年に一度の映
画祭。「江東シネマフェスティバル」は今年16回目を迎えます。
35㎜フィルムの上映からデ

ジタル上映まで楽しい映画が
いっぱい。また、日替わりで豪
華なゲストトークもあります。
映画納めは「シネフェス」で!

※当日各200円増、障害者手帳をお持ちの方1回券より200円引

講師：花岡詠二（ジャズクラリネット奏者）　
参加費：友の会／無料　一般／ 500円　対象者：どなたでも

※音声ガイドはイヤホン付き小型FMラジオをご持参いただければどなたでもご利用できます。お持ち
でない方はご相談ください。　

〈関連イベント〉入場、観覧無料
【シネマCMコンテスト表彰式】12/10(土)9:45～
【築山秀夫・小津コレクション展「小津安二郎　美の文法」ギャラリートーク】
12/10(土)14:10～　特別展の解説です。シネフェス来場者のみ可。＊要申し込み

【こども映画教室制作作品上映コーナー】
12/10（土）・11（日）両日とも10:30～16:00　＊10分番組。常時ご覧いただけます。

【まごころ市　福祉作業所の個包装食品や物品の販売】12/10（土）･11（日）両日とも１３:00～１５:00

★「歓喜の歌」
監督：松岡錠司　出演：小林薫、浅田美代子
ゲストトーク（上映後）：浅田美代子(女優)

「長屋紳士録」（※音声ガイド付き）【35㎜フィルム】
監督：小津安二郎　出演：飯田蝶子、青木放屁 

「瀧の白糸」【35㎜フィルム】 
国立映画アーカイブ所蔵作品／活動写真弁士（澤登翠）付き無声映画
監督：溝口健二　出演：入江たか子、岡田時彦

10：00

12：50

14：50

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/10（土）

★「続・深夜食堂」【ＤＣＰ】
監督：松岡錠司　出演：小林薫、渡辺美佐子、佐藤浩市
ゲストトーク（上映後）：渡辺美佐子（女優)、松岡錠司（映画監督）

「鉄道員（ぽっぽや）」【ＤＣＰ　デジタル修復版】 　
監督：降旗康男　出演：高倉健、大竹しのぶ、広末涼子

「最高の人生の見つけ方」
監督：犬童一心　出演：吉永小百合、天海祐希、ムロツヨシ10：00

12：50

15：30

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/11（日）

フレッシュ名曲コンサート
晩秋のクラシック

11/19(土)ティアラこうとうで開催の「フ
レッシュ名曲コンサート 晩秋のクラシッ
ク」。江東区出身で指揮者の三ツ橋敬子さ
んに意気込みをうかがいました。

三ツ橋敬子マエストロ インタビュー

公演詳細 2面

今回の演奏曲の『ドヴォルザーク／序曲「自然の中で」』は三ツ橋さんが選曲さ
れたと伺いました。どのような思いで選ばれたのでしょうか？
この「自然の中で」は、ドヴォルザークが作曲した演奏会用序曲３部作「自然、人
生、愛」の第一作です。故郷チェコの自然を愛したドヴォルザークのこの作品
は、水と緑に溢れる江東区での演奏会にぴったりだと思い選曲しました。
今回のコンサートの聴きどころは？
ドヴォルザークの作品は、何と言っても美しいメロディが魅力的です。交響曲第
9番「新世界より」の第2楽章は、「遠き山に陽は落ちて…」の歌詞で知っている
方も多いと思います。また、モーツァルトのクラリネット協奏曲は明るく清々し
い曲調とクラリネットの音色を存分に楽しんでいただけると思います。
ティアラ友の会会員へのメッセージをお願いいたします。
久しぶりにティアラこうとうで演奏できるのをとても楽しみにしています。秋も
深まり木の葉が色付く季節、生演奏ならではのオーケストラの息づかいや温も
り、そして迫力のサウンドを堪能していただければ嬉しいです。それでは、会場
でお会いしましょう！

Q

A

Q
A

Q
A

●ゲストトーク浅田美代子さん(12/10「歓喜の歌」上映後)、
　渡辺美佐子さん・松岡錠司さん(12/11「続・深夜食堂」上映後)。
●上映スケジュール、イベント詳細は別表をご覧ください。

※当日直接会場へ50名様先着順


