
1/9    先行

八神純子 Live キミの街へ　～ for all living things ～
Viva La Musica 2023 神谷満実子 Spring Concert Part.15
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今月の先行予約公演 月祝
プリエールプロデュース　「マミィ！」
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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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37.5℃
以上

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

全席自由

深川とっくり座 公演52回目
丹青の「水屋の富」

17日19:00、18日14:00、19:00、19日14:00開演　深川江戸資料館　小劇場
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16：00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

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。

八神純子 Live キミの街へ
～ for all living things ～

作・演出：田村孝裕（ONEOR８）
出演：熊谷真実、佐藤Ｂ作（東京ヴォードヴィルショー）、松金よね子、三津谷亮、

宮﨑香蓮、中島愛子

出演：小林将也（フルート）、梅田穏空（ピアノ）、佐藤菜穂（ソプラノ）、藤澤亜里紗（ピアノ）、藤原伊央里
（ピアノ）

曲目：ヴァラキア地方の歌op.10 ／ドップラー、ソナタKV570第３楽章／モーツァルト、歌劇「トゥーラン
ドット」より“氷のような姫君の心も”／G.プッチーニ、「前奏曲集2巻」より“花火”／ドビュッシー、蝶々
op.2 ／シューマン　ほか

出演：澤登翠(活動写真弁士)、山城秀之（活動写真弁士）カラード・モノトーン・デュオ(演奏)
演目：『出来ごころ』昭和8(1933)年　松竹蒲田撮影所作品（101分）監督／小津安二郎

『子宝騒動』昭和10(1935)年　松竹蒲田撮影所作品(34分)　監督／斎藤寅次郎

出演：加羽沢美濃（司会・ピアノ）、SINSKE（マリンバ）、
實川風（ピアノ）、徳永真一郎（ギター）、長石篤志
（ヴィオラ）、1966カルテット、山田麗（ソプラノ）

曲目（予定）：J.シュトラウス2世／春の声、
ホルスト／Jupiter for 6mallets　ほか

14：00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

今年は小津安二郎監督の生誕120年にあたります。そこで小津監督ゆかりの東京下町が
舞台となる『出来ごころ』を上映します。また斎藤寅次郎監督のコミカルな『子宝騒動』。2作
品とも親子がおりなす物語。どうぞご鑑賞ください。

第775回　無声映画観賞会
「ふるさと深川で楽しむ　小津安二郎の世界」
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3日19:00、4日、5日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／4,950円　一般／5,500円　※当日各300円増

プリエールプロデュース
「マミィ！」
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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／900円　一般／1,000円

江東区を活動の拠点とするアーティストの発掘と支援を目的としたコン
サート。審査で選ばれた5名それぞれの魅力あふれる演奏をお楽しみくだ
さい。

豊洲ソロクラシックアーティスト支援事業　
第3回スプリングクラシックコンサート

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開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／S席2,200円、A席1,200円　一般／S席2,500円、A席1,500円　※江東区民一般料金より各席200円引き全席指定
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日

作曲家・ピアニストの加羽沢美濃が、誰もが聴
いたことのある“あの曲”から、出演者が選んだ“こ
んな曲”まで！楽しいトークと共に名曲の数々を皆
様にご案内します。

八神純子八神純子八神純子

小林将也小林将也

「出来ごころ」写真提供：株式会社マツダ映画社「出来ごころ」写真提供：株式会社マツダ映画社

梅田穏空梅田穏空 佐藤菜穂佐藤菜穂

藤澤亜里紗藤澤亜里紗

前回の公演より前回の公演より

藤原伊央里藤原伊央里

4日17:00、5日14:00開演　ティアラこうとう　大ホール
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
U25／3,000円　※U25チケットは、S席A席のみ

全席指定

東京シティ・バレエ団
「トリプル・ビル2023」

常に新たなバレエ作品への探求を続ける東京シティ・バレ
エ団が、当団初演を含む3作品をお届けします。フォーメーシ
ョンと音楽が調和した気迫あふれる踊りを、是非劇場でご堪能
ください。

ずばり!!　クラシック
名曲コンサートVol.4

18:00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／4,050円　一般／4,500円全席指定
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しあわせな気持にひたれる歌もあれば、切ない思いを打ち明ける
歌もあります。　春の夕暮れ、音楽と笑いのふれあいをお楽しみくだ
さい。　　フィガロの結婚、トゥーランドット、ボエームの中から…

出演：神谷満実子（ソプラノ）、桂扇生（落語家）、
鳥井俊之（ピアノ）、阿部直子（パーカッション）、
白石幸司（クラリネット＆サックス）

曲目：「カルメン」よりハバネラ、ジプシーソング、
アンネン・ポルカ、トルコ行進曲　ほか

Viva La Musica 2023
神谷満実子 Spring Concert Part.15
オペラでshow　おはなしで笑

1

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.334

January

P A P E R

2023

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「水屋の富」。富くじ千
両が当たった夫婦。喜びも束の間。不安が恐怖
に変わり、そして!? どうぞお楽しみに!

『ArtifactⅡ』（日本初演）振付：ウィリアム・フォーサイス　振付指導：ティエリー・ギルドーニ
『L'heure bleue』振付：イリ・ブベニチェク
『Allegro Brillante』（当団初演）振付：ジョージ・バランシン　振付指導：ベン・ヒューズ
主な出演：清水愛恵、キム・セジョン、浅田良和、吉留諒　ほか

蒸発し15年音沙汰のなかった父が帰ってきた。留守中も笑顔を絶やさな
かった母は父の無事を喜ぶが、子供達は嫌悪感丸出し。微妙にバランスを保
っていた家族の関係が一気にゆがみ、それぞれの思いが露呈していく―。

1978年、「思い出は美しすぎて」でプロデビューし「みずいろの雨」「ポーラー・スター」「パープル
タウン～You Ought Know by Now～」などヒット曲を連発。
「全国各地に声を届けたい」という願いから「キミの街へ」と名付けたコンサートツアーを展開。
今回の公演はピアノとギターでの公演。
「八神純子はどれくらい歌がうまいのか」が真にわかるのは、このシンプルなステージです。

出演：八神純子
演奏：宮本貴奈（ピアノ）、竹中俊二(ギター )

加羽沢美濃加羽沢美濃
徳永真一郎
ⓒTohru Yuasa
徳永真一郎
ⓒTohru Yuasa

實川風
ⓒHiromi Nagatomo
實川風
ⓒHiromi NagatomoSINSKESINSKE

山田麗山田麗長石篤志長石篤志 1966カルテット1966カルテット
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『L'heure bleue』© Takashi Shikama『L'heure bleue』© Takashi Shikama

神谷満実子神谷満実子

ショー ショー
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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　江東区民／2,800円

今回のテーマは－うた－　
ティアラから想いが夜空に舞い上がります。
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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
全席自由 友の会／3,300円　一般／3,500円　学生／2,000円

※当日一般のみ4,000円

アドバンスト・
コレオグラフィFINAL
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お
くる、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!!

舞踊作家協会　連続公演第227回
詩歌とダンスの「星月夜」

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）
出演：池宮中夫、江原朋子、桐山良子、工藤史皓、雑賀淑子、

すゞ きさよこ
芸術監督：すゞ きさよこ
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下町ライブ
ウクレレ片手に昭和ブギウギ♪
ShowTime

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／1,300円　一般／1,500円　江東区民／1,300円

ウクレレの弾き語りスタイルで、懐かしい昭和の香りがする日
本語ジャズをお楽しみください。戦後の日本を元気にした名曲の
数々、笠置シヅ子のブギウギ、美空ひばり、江利チエミのジャズな
ど。きっとアナタを笑顔にする！そんな下町コンサートです。

3
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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／3,150円　一般／3,500円

このコンサートで3名の藤原歌劇団所属の歌手が生まれまし
た。またこれを機にニューフェイス4人も参加します。新しく羽
ばたく彼らの歌声。素晴らしい音楽の世界をお楽しみください。

ティアラマンスリーコンサートVol.239 
あったかいんだからコンサート第5弾
～ニューフェイスと共に～歌に愛をのせて　

出演：穂積磨矢子（ソプラノ）、中原沙織（ソプラノ）、下川慶子（ソプラノ）、
佐藤圭（テノール）、松原悠馬（テノール）、川井彩子（ピアノ）　ほか

曲目：ヴェルディ／「運命の力」より“神よ、平和を与えたまえ”、「椿
姫」より二重唱“パリを離れて”、プッチーニ／「蝶々夫人」
“ある晴れた日に”　ほか

穂積磨矢子 中原沙織 下川慶子 佐藤圭 松原悠馬 川井彩子

出演：りか（ウクレレ &ボーカル）、大橋祐子（ピアノ）、
菊田茂伸（ベース）、秋葉正樹（ドラム、パーカッション）

曲目：東京ブギウギ、銀座カンカン娘、ミネソタの卵売り　ほか

2
19
日

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／900円　一般／1,000円　小学生～18歳以下／900円

亀戸文化センター開館当初から続いてい
る、区民参加型の舞台創作事業「かめいどら
ぼ」。今回は、水上勉の不朽の名作をお届け
します。トノサマ蛙の子ブンナは、ある日、新
しい世界を目指して椎の木のてっぺんに登
ります。しかし、天国だと思っていたそこは、
こわい鳶（とんび）のえさ蔵だったのです。弱肉強食の自然界で壮絶な「生
きるための戦い」を繰り広げる小動物たちの世界をお贈りします。

かめいどらぼ２０２３
演劇公演「ブンナよ、木からおりてこい」
    

作：水上勉　演出：磯村純（劇団青年座）
出演：オーディション合格者15名（50音順）和泉陽子、梅、エルサス、
亀山恵、五藤卓哉、佐薙啓子、下東久美子、谷村なぎさ、鶴田真琴、
登坂香代子、なかたにともえ、中山カコ、夏、山中良子、ルピー
ボランティアスタッフ：野村実穂、望月清香

出演：THE J.MASTERS〔峰厚介（サックス）、
原朋直（トランペット）、向井滋春（トロ
ンボーン）、 野力奏一（ピアノ） 、鈴木
良雄（ベース）、奥平真吾（ドラム）〕

ゲスト：本多俊之(サックス)
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豊洲JAZZ 春一番コンサート
THE J. MASTERS with 本多俊之
～素晴らしきジャズの世界～

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／4,５00円　一般／5,０00円

ザ・ジェイ・マスターズは2011年のクリ
スマスに結成されたスペシャルユニットで
す。今回はこのユニットにサックス奏者の本
多俊之を迎え、華やかに厚みのある演奏を
お聴かせ致します。皆さまにも馴染みがあ
り聞き覚えのあるジャズナンバーを、この個
性的なジャズミュージシャンの超絶技巧な
熱い即興演奏でお楽しみいただけます。
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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

A-one Note Concert vol.2 ‘最上の音で’
ピアノとヴァイオリンの彩り

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

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！

2
26
日

砂町文化亭
柳家小里ん・柳家三三　二人会

14：00開演　砂町文化センター　研修室
全席指定 友の会／3,200円　一般／3,500円

シニア（60歳以上）／3,200円　※当日各200円増

砂町文化センター
早春の風物詩「砂町文
化亭」。柳派の滑稽落
語の世界を大事にし、
廓噺に造詣が深く当
代一の妙手と称され
る柳家小里んと、よく
とおる声とリズムの良
さで正統派江戸落語
の世界を伝える柳家三三の二枚看板で落語会を開催します。

出演：柳家小里ん、柳家三三

「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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15:00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

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！

江戸前人情喜劇
「亀戸駅裏旅館～完結篇～」

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

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 俵山栄子俵山栄子 押田佐代子押田佐代子

1
21
土

22
日

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! 

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

前年度公演より

本多俊之本多俊之

THE J.MASTERSTHE J.MASTERS

2
10
金

18：30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／900円　一般／1,000円　※当日一律1,500円

寄席　
都笑亭Vol.138　スペシャル

出演：河内家るぱん、久寿里菊之助、三崎家桜の輔
ゲスト：笑福亭たま

今、大阪で一番イキが良い噺家
「笑福亭たま」が登場。古典・新作の
みならず「ショート落語」で初心者
から好事家まで楽しめる独演会を
全国で開催し、YouTube等ネット
でも大活躍。

笑福亭たま
りかりか 大橋祐子大橋祐子 菊田茂伸菊田茂伸 秋葉正樹秋葉正樹

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

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、ｃoco、ゴルトベルク変
奏曲より　ほか

2
11
土祝

カントジフア コンサート
「ティアラのある街角で」

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！

カントジフアカントジフア

2
11
土祝

出演：木村大（ギター）、小松亮太（バンドネオン）
曲目（予定）：ピアソラ／リベルタンゴ、マトス・ロドリゲス／ラ・
クンパルシータ、ピー・ウィー・キング／テネシーワルツ　ほか

毎年大好評の企画とな
っているクラシックギタ
ー界のプリンス”木村大”
シリーズ7回目は、タン
ゴ界の巨匠”小松亮太”
との待望の初共演!!2人
のヴィルトゥオーゾが織
りなす、情熱と哀愁の競
演をお楽しみ下さい。

木村大 ギターコンサートVol.7
木村大×小松亮太　ギターとバンドネオン

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／4,300円　一般／4,800円

曲目：ビゼー／カルメン前奏曲、エルガー／愛の挨拶、葉加瀬太
郎／情熱大陸、クライスラー／愛の喜び、モリコーネ／
ニュー・シネマ・パラダイス　ほか

2
11
土祝

東京シティ・フィルＰｒｅｓｅｎｔｓ
ウィンターコンサート
～弦楽四重奏が奏でる愛の名曲たち～

14：00開演　古石場文化センター　大研修室
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円　小学生／500円

※当日各300円増

バレンタインデーにちなんだ愛の曲を中心に、気軽に楽しめ
るクラシックをお届けします。

2
19
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
一部指定 友の会／800円　一般／1,000円　※障害者手帳をお持ちの方は無料

どなたでもお楽しみいただけ
るコンサートです。車いす席エ
リアや「聞こえ」をサポートする
磁気ループ設備をご用意。ご希
望の方はチケットご予約時にお
申込みください。（数量限定）

アルケミスト 
バリアフリーコンサート 　

小説『アルケミスト』の著者パウロ・コエーリョから認められた日本で
唯一のアーティスト。積水ハウス、大塚製薬ポカリスエットイオンウォー
ターなど多数のCMを担当。学校公演活動を積極的に行っており、こ
れまで伺った学校は300校を超えている。その評価を受け第47回ベ
ストドレッサー賞を有村架純、高橋一生等と共に受賞。国文祭・芸文
祭みやざき2020アンバサダーに就任、イメージソングを制作。　

アルケミスト

【アルケミスト　プロフィール】
柳家小里ん柳家小里ん 柳家三三柳家三三
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歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

新発売
火1/10

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

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

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44

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。　

1
月

2
月

●春風亭小朝プロデュース　「新春寄席　小朝・昇太・ナイツ」(1/7）　
●吉幾三 50周年記念ファイナルコンサート in Tokyo（2/18)

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

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

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

ミュージカル「青い鳥」2023 44
歳以上対象

66
歳以上対象

15：30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　

花岡詠二　新春室内楽＆スイングコンサート

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

新春邦楽「和っしょい」其の12 66
歳以上対象

【昼の部】14：00、【夜の部】19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由　【昼の部】友の会／2,700円　一般／3,000円　高校生以下／1,000円　【夜の部】友の会／3,150円　一般／3,500円　高校生以下／1,000円

ティアラマンスリーコンサートVol.238　尾野玲子コンサート『春の花束』～ときめく心～

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　江東区民／2,800円

舞踊作家協会　連続公演第226回　「時空絵巻」

66
歳以上対象

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

RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演　新春寄席

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

THE 伝統芸能　柳家さん喬 独演会

出演：昔昔亭桃之助、瀧川鯉八、めいどのみやげ、昔昔亭昇、
神田松麻呂、立川幸路

3
3

金

18:30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　
生まれも育ちも、江東区。
昔昔亭桃之助乃会
江東区出身､在住の落語家・昔昔亭桃之助による演芸会。ゲス

トに新作落語の天才・瀧川鯉八、TVでもお馴染み親子コンビめ
いどのみやげ、若手注目株の昔昔亭昇と神田松麻呂。前座には
生まれも育ちも江東区亀戸の立川幸路。どうぞお見逃しなく！

昔昔亭桃之助昔昔亭桃之助 瀧川鯉八瀧川鯉八 めいどのみやげめいどのみやげ

3
25
土

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／S席6,300円、A席4,500円　

一　般／S席7,000円、A席5,000円

島津亜矢　
歌怪獣襲来ツアー2023
幼少の頃より数々のグラン

プリを手にした演歌の申し子。
ステージでは演歌のみなら

ず洋楽・Jポップと抜群の歌唱
センスを披露！

出演：中村勘九郎、中村七之助、中村鶴松　ほか
演目：仲蔵狂乱、相生獅子　ほか

3
11
土

12：00、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7,920円、A席6,120円、B席4,320円

一　般／S席8,800円、A席6,800円、B席4,800円

中村勘九郎　中村七之助　
春暁特別公演2023
中村勘九郎、中村

七之助を中心に、中
村屋一門が毎年行
う全国巡業公演で
す。毎年いろいろな
演目をお届けして
おります。

中村七之助中村七之助 中村勘九郎中村勘九郎

3
22
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.2
～ピアノ五重奏～

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・フィル団員に、スポットを当てたシリーズ第2弾。
今回は、首席オーボエ奏者 本多啓佑が企画する、渾身のプ

ログラムをお届けします。オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チ
ェロ、ピアノによる、色彩豊かな響きをお楽しみください。

出演：本多啓佑（オーボエ）、高宮城凌（ヴァイオリン）、中村詩子
（ヴィオラ）、香月圭佑（チェロ）、川﨑翔子（ピアノ）

曲目（予定）：T.デュボワ／ピアノ五重奏曲、
B.ブリテン／ファンタジーop.2　ほか

本多啓佑本多啓佑 高宮城凌高宮城凌 中村詩子中村詩子 香月圭佑香月圭佑
川﨑翔子
©FumikoTagami
川﨑翔子
©FumikoTagami

島津亜矢島津亜矢

3
25
土

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／2,250円　一般／2,500円　※当日各300円増

※2歳以下ひざ上鑑賞無料。お席が必要な場合は有料

ふれあいこどもまつり
劇団ぱれっと「星の王子さま」

脚本・演出：佐藤佳明
出演：宇野桃子、市野雅道、新井祐、大崎優花、吉澤優海音　ほか

きみに笑ういっぱいの星をあげるね。
全ての人に今伝えたい、思い出してほしい、そんな言葉がち

りばめられているサンテグジュペリの「星の王子さま」。声で、
身体で、楽器で役者が楽しく演じる舞台です。

3
26
日

ふれあいこどもまつり
蒼い企画「ODEON」

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／2,250円　一般／2,500円　※当日各300円増

※2歳以下ひざ上鑑賞無料。お席が必要な場合は有料  

音楽とクラウンのライブ＆パフォーマンス！
歌う、踊る、演奏する、ノンバーバルミュージカルコメディパ

フォーマンス！観客の皆さんも巻き込んで、楽しく盛り上がる
「マチノヒ」の続編！？舞台で繰り広げられる、生のショーの魅力
をふんだんにお届けします。

出演：道化師びり、クラウンブッチィー、王子菜摘子、タカバーチ

過去の公演より

※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

3/15（水） 12:00～　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

バレエ初心者にやさしいレクチャー
コンサート。「グラン・パ・ド・ドゥと
東京シティ・バレエ団の創作作品に
ついて」や「クラシックバレエとネオ
クラシックバレエの違い」をテーマに
解説します。

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

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
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ミミヨリ情報

〒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

2023年1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〉1/31（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 ⑴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～
（7/2（土）ティアラこうとう　小ホール）
出演者サイン色紙　1枚

⑵南こうせつコンサートツアー2022　
　～夜明けの風～
（7/16（土）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

落語公演情報
シリーズ！！

3/12（日） 14:00開演 会場　東大島文化センター　レクホール
全席自由　友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　※当日各300円増

第24回東大島亭　
三遊亭わん丈独演会

2/12（日） 14:０0開演 会場　東大島文化センター　レクホール
全席自由　友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　※当日各300円増
注目の若手による落語会『東大島亭』。今回は、2022年秋に真打昇進とな
った春風亭一蔵、柳亭小燕枝、入船亭扇橋、3名による特別公演となります。
この機会をお見逃しなく！
出演：春風亭一蔵、柳亭小燕枝、入船亭扇橋

東大島亭　真打昇進特別公演

2/18（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

1/14（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：雷門音助（1/14)、寒空はだか（2/18)

上方落語　九雀亭

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

注目の若手が隔月で開催する落語会『東大島亭』。
第24回は、滋賀県出身の落語家・三遊亭わん丈の
独演会！渾身のわん丈落語フルコースをお楽しみく
ださい。
出演：三遊亭わん丈

桂九雀

飯守泰次郎ⒸK.Miura

前回公演の様子

雷門音助 寒空はだか
春風亭一蔵

三遊亭わん丈
柳亭小燕枝 入船亭扇橋

ティアラこうとうチケットサービス　☎ 03-5624-3333問合せ

12：00～14：10

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団
プレミアム公開リハーサル1 （金）
ティアラこうとう　大ホール　全席自由

　東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者の飯
守泰次郎が指揮する、第71回ティアラこ
うとう定期演奏会の直前リハーサルです。
友の会会員様及び東京シティ・フィル各種
会員様限定ご招待で、通常より長めの公
開をいたします。
※12月号または1月号に同封のご招待状をご持参の上、直接会場にお越しください。
※新規入会された方で、ご招待状をお持ちでない方は下記にお問合わせください。

20 ご招待

©TV MAN UNION,INC

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

1/28
（土）

監督：是枝裕和　原作：宮本輝　出演：江角マキコ、浅野忠信、内藤剛志

江東シネマプラザ1月
「幻の光」

午後の部 15：00午前の部 11：00

（1995年／110分／カラー）

※当日券はお席がある場合のみ開演15分前から受付

幼い頃、祖母が失踪した過去を持つゆ
み子は夫・郁夫と息子と平穏に暮らし
ていた。しかしある日夫が自ら命を絶
つ。5年後、喪失感を抱えたまま再婚
し、奥能登での生活を始める。
是枝監督のデビュー作品。小津監督を
彷彿とさせる静かな映像が見られる。

2/10 金 14：00開演　ティアラこうとう　小ホール

ティアラこうとうチケットサービス　03-5624-3333申込

コンサート開催中に地震や
火災が発生したら皆さん
はどうしますか？このコン
サートでは「いざ」という
時のために避難訓練を実
施します。
防災意識が高まる現在、音
楽を楽しみながら訓練に参
加できる絶好の機会をどうぞお見逃しなく！
出演：江東区音楽家協会

第4回 ティアラこうとう

避難訓練コンサート

入場無料※要入場券　どなたでも　　

“もしも”に備えた体験をしませんか？

申込
1/10㈫
10：00～

締切

3/12 日 10:00～　ティアラこうとう　大会議室

2023年度 前期オーディション

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。学年は2023年度のもの）。所属バレエ教室に通
い、先生の許可を得た方。
申込み：往復ハガキ（126円）に①氏名・ふりがな②性別③年齢④
学年（2023年4月現在）⑤経験年数⑥身長⑦所属バレエ教室⑧保護
者名⑨〒・住所⑩電話番号を記入の上、ティアラこうとう（ジュニアバ
レエ教室係）まで郵送。
〒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　03-3635-5500　

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

2/17（金）必着

※時間は申込後決定

メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」 作品26
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
シューベルト：交響曲第6番 ハ長調 D589
ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
モーツァルト：ピアノ協奏曲第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」
プロコフィエフ：バレエ「ロメオとジュリエット」組曲より（藤岡幸夫セレクション）

グリンカ：スペイン序曲第1番『ホタ・アラゴネーサの主題による華麗なるカプリース』
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
ドヴォルザーク：序曲三部作「自然と人生と愛」 作品91～ 93

モーツァルト：交響曲第32番 ト長調 K.318
カーゲル：ティンパニとオーケストラのための協奏曲
R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」 作品20、
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 作品28

指揮：藤岡幸夫
ピアノ：角野隼斗

指揮：高関健
ヴァイオリン：吉田南

指揮：松本宗利音
ギター：朴葵姫

指揮：高関健
ティンパニ：目等貴士

第73回

9/9（土）

11/23（木祝）

2023年度ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2023年度 ティアラこうとう定期演奏会

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

ティアラこうとう定期会員券発売のご案内

2023年度シーズンのラインナップが決定!
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!!この機会にぜひお求めください。

4/15（土）

第74回 

第75回 

第76回 
2024
1/27（土）

高関健Ⓒ上野隆文高関健Ⓒ上野隆文

松本宗利音Ⓒ札幌交響楽団松本宗利音Ⓒ札幌交響楽団

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

第1回の様子（大ホール）第1回の様子（大ホール）

藤岡幸夫ⒸShinYamagishi藤岡幸夫ⒸShinYamagishi

対象 ティアラ友の会会員様及び東京シティ・フィル各種会員様

「みんなのミュージカル 
ホンク！」は、「本格ミュージ
カルに出演しよう」をコンセ
プトに始まった区民参加型
ミュージカルです。アンデル
センの童話「みにくいアヒル
の子」を元にした作品の出
演者を小学生から大人まで、
広く募集します。オーディション合格後は、8月の本番に向けて稽古を
実施。ぜひあなたも出演してみませんか。

■対象
①小学生～大人
②4月～8月までの毎週日曜日の稽古、および8/5（土）、集中稽古
（8/9（水）～8/13（日）、8/15（火））、舞台リハーサル（8/16（水）～
8/18（金））、本番（8/19（土）～8/20（日））に参加できる方。

■オーディション参加費　2,000円
■申込・問い合わせ
区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとうに設置の
所定の申込書（https://www.kcf.or.jp/toyosu/からもダウンロ
ード可）に記入の上、窓口、または郵送、メールでお送りください。
〒135-0061　江東区豊洲2-2-18豊洲文化センター　

みんなのミュージカル担当宛
e-mail：toyosu_culture@kcf.or.jp

※オーディション合格後の稽古には費用がかかります。

出演者配役オーディション
参加者
募集！
「みんなのミュージカル ホンク！」

〈本公演〉
公演日　2023/8/19（土）～20（日） 1日2回公演、全4回（予定）
会　場　豊洲シビックセンターホール

第1次オーディション（実技）
第2次オーディション（面接）2/19（日）

2/18（土）
※第1次オーディション合格者のみ

締切 1/22（日）必着

出演予定大道芸人

第30回シビックギャラリーステージ
「江東会いフェス♪in 豊洲シビックセンター」

全席自由　入場無料　どなたでも

1/15 日 11:30～　豊洲シビックセンター　ギャラリー（１階）

国内外で活躍する大道芸人が豊洲に集まりま
す。合間にはダンスステージも開催。冬空に負
けない熱いSHOWはお子様からお年寄りまで
ワハハと笑ってアッと驚く事ばかり。ぜひ遊びに
来てください!!
出演：三雲いおり（ジャグリング）、りずむらいす（音楽バラエティ）　ほか 

問合せ 豊洲文化センター　03-3536-5061


