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金祝 ティアラこうとうジュニアバレエ団　第17回発表会「バレエ・コンサート」
2023元気が出る！𠮷田正記念オーケストラコンサート
笑激!!お笑いカーニバルinこうとう
社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパー LIVE 2023
辰巳ゆうとコンサート2023
柳家さん喬・柳家喬太郎　親子会
秋元順子バースデーコンサート
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友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

柳家さん喬・柳家喬太郎　親子会

13:00、17:00開演　江東文化センター　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／1,800円　一般／2,000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。

ティアラこうとうジュニアバレエ団
第17回発表会「バレエ・コンサート」

ウエストランド、どぶろっく、四千頭身、Ｕ字工事、
吉住、インスタントジョンソン、ラバーガール、
ニッチェ、かが屋、なすなかにし、やす子、
スパイシーガーリック
※都合により、出演者が一部変更になる場合がござ
います。

曲目（予定）：愛のままで…、一杯のジュテーム、なぎさ橋から、いちばん素敵な港町　ほか

曲目：遥かなるアラモ、ひまわり、アルベデルチローマ、夢路
より・草競馬、スメタナ／モルダウ、街のサンドイッチ
マン、美しい十代、東京しぐれ、いつでも夢を　ほか　

指揮&MC：大沢可直　演奏：𠮷田正記念オーケストラ

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

ビクターエンタテインメントから2018年1月17日に20歳でデビュー。演歌が大好きな祖父母
の影響で、 幼少の頃からカラオケ喫茶に通い、数々の演歌を覚えて歌唱する等、 自然と演歌・歌
謡曲に慣れ親しんだ環境で育つ。
デビューシングル「下町純情」では、“第60回 輝く！日本レコード大賞 最優秀新人賞”を受賞。
2ndシングルでは、新人としては異例の、オリコン週間シングル総合ランキング初登場10位を獲
得。今、大注目の男性歌手である。

辰巳ゆうとコンサート202317
土

6

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／3,960円　一般／4,400円

※当日各500円増

笑激!!お笑いカーニバルinこうとう

20
火

6

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7,000円、A席5,000円、B席3,500円　

一　般／S席8,000円、Ａ席6,000円、B席4,000円　

今年も地元のティアラこうとうにてバースデーコンサートを開催出来
ますことは、皆様の応援あってのことと感謝申し上げます。昨年より、少し
ずつ各地へお伺いして生の歌声を聴いて頂いています。さあ！！笑顔溢れ
るひと時を、ご一緒にお過ごしになりませんか。
心よりお待ちしております。　秋元順子

秋元順子バースデーコンサート

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。

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／S席4,500円、A席3,600円
一　般／S席5,000円、A席4,000円

全席指定

5
13
土

青春＆癒しのムード音楽。肩が凝らない𠮷田正記念オ
ーケストラコンサート！ウイットに富んだ人気トーク＆バラ
エティ豊かな作品の数々を大編成の華麗なるムード満点
のサウンドで懐かしの音楽をお楽しみください！

Ⓒ鹿摩隆司Ⓒ鹿摩隆司

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

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーLIVE 2023
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見られ

ないコントをお見逃しなく！！

2023元気が出る！
𠮷田正記念オーケストラコンサート
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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.336

March

P A P E R

2023

師弟競演！
落語界を牽引する名人・さん喬師匠と、

古典・新作どちらも得意とする喬太郎師匠
の親子会。
楽しいひと時をお過ごしください。

古典バレエ「コッペリア」と8つのヴァリエーションからなる「ブリリアント・プロロ
ーグ」をお楽しみいただきます。ジュニアバレエ教室の受講生が美しい踊りを披露し
ます。

出演：ティアラこうとうジュニアバレエ団
ゲスト：春野雅彦、渡部一人、西澤一透、大川彪（東京シティ・バレエ団）
構成・演出・振付：石井清子
指導：安達悦子、堀田麻子、高木糸子、志賀育恵、上山千奈、信田洋子、友利知可子、

坂本麻実（東京シティ・バレエ団）

3
土
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11：30、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／900円　一般／1,000円　
こども（3歳～小学生）／500円
※2歳以下ひざ上無料
　（座席が必要な場合は有料）

全席自由

東京シティ・フィルPresents
コンサート・バンビーニVol.17
東京シティ・フィルの楽団員が演奏し、東京

シティ・バレエ団のダンサーが踊ります。0才
から、赤ちゃんも入場OK！
（公演時間は約45分）

10
土
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柳家さん喬柳家さん喬 柳家喬太郎柳家喬太郎

2022年度公演より2022年度公演より
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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

バレエ、現代舞踊、舞踏、日本舞踊など様々なジャンルの舞
踊家が「五月人形」を踊ります！楽しいお祝いの舞踏会にどうぞ
お出かけください。

舞踊作家協会　連続公演第228回
五月人形を踊る！

出演：尾上墨雪、加藤みや子、Dohriki（動力）、花柳かしほ、
サイガバレエ

芸術監督：雑賀淑子

4
15
土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　
第73回ティアラこうとう定期演奏会

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

2023年度シーズン最初のティ
アラこうとう定期演奏会は、常任
指揮者高関健によるロマン派プロ
グラムで幕を開けます。2021年
ハノーファー国際ヴァイオリンコ
ンクール入賞の気鋭のヴァイオリ
ニスト吉田南が受賞曲を披露！
指揮：高関健（常任指揮者）　ヴァイオリン：吉田南
曲目：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 D.589

尾上墨雪尾上墨雪

クニ三上クニ三上
過去の公演より　過去の公演より　 井上あずみ井上あずみ We＆YuWe＆Yu さくらせかいさくらせかい

出演：後藤雅広、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）：恋人よ我に帰れ、スマイル　ほか

4
21
金

5
13
土

ティアラ JAZZ LIVE 2023
後藤雅広　白石幸司　
スインギン・クラリネット・デュオPart.33

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33回目を
迎えます。進化は止ま
らない！

4
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土

23
日

指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人　
出演：小貫岩夫、土師雅人、津山恵、羽山弘子、佐藤泰弘、

山口邦明　ほか　
演奏：江東オペラ管弦楽団、合唱団

曲目（予定）：白い海峡、忍ぶ雨、無言坂　ほか

ゲーテの名作ファウス
トを原作にフランスオペ
ラの大作曲家グノーが書
いた最高傑作。ファウスト
博士の望みは若さと恋、
その心につけ込む悪魔メ
フィストは若さと美しいマ
ルガレーテを用意します。

第46回江東オペラ公演
歌劇「ファウスト」 （全幕字幕付き原語上演）

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

林家正蔵・たけ平 親子会　其の六

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／2,800円　一般／3,200円　※当日各200円増

5
25
木

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／6,300円　一般／7,０00円

着物が似合う女
性演歌歌手代表3
人が夢の共演！令和
になった今だから
こそ昭和・平成の
演歌を歌い継いで
いきたい。
喝采をあなたに

…届けます。女性演歌・歌謡曲を支えてきた実力派の３人が、ド
ラマチックにそして艶やかに贈る歌謡ビッグステージの決定
版！乞うご期待！

喝采をあなたに
大月みやこ・伍代夏子・香西かおり 
歌謡ビッグステージ2023

5
13
土

14
日

トルコ共和国建国100周年記念
トルコ映画祭in江東

会場　古石場文化センター　大研修室　ほか

記念イヤーにバラエティ豊かなトルコ映
画祭を開催します。トルコにすむ猫たちが
楽しいドキュメンタリー映画『猫が教えてく
れたこと』をはじめ、コメディありアクション
ありの充実ラインナップです。当日はトルコ
に関する物品販売や猫の写真展示なども
開催されます（イベントは入場無料）。

出演：竹本千歳太夫（太夫）
野澤錦糸（三味線）

5
31
水

THE 伝統芸能 素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃

「姫小松子日の遊」三段目 俊寛島物語の段

19:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／2,250円　一般／2,500円　江東区民／2,300円

太夫の竹本千歳太夫と三味線の野澤
錦糸 ふたりがお届けする素浄瑠璃。
宝暦七年（1757）に大阪竹本座で初

演、近松の「平家女護島」（1719）の改作
ですが、江戸期にはこちらの方が主流に。
流罪になった俊寛は、鬼界ヶ島から密か
に帰還し、山賊の頭領になっていた…と
いう物語。
解説と対談付きで分かりやすくお届け

します。

6
10
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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／1,500円　一般／1,700円　こども（0歳～小学生）／300円

※当日各300円増　
※シート席あり。ベビーカー置き場・おむつ替え・授乳コーナーあり。

ニューヨークで活躍するピアニストによる赤ちゃんから大人
まで楽しめる本格ジャズコンサート。NYのベテランピアニスト、
クニ三上が率いるトリオによる演奏で、ジャズの名曲のほか、
クラシックやアニメ曲もジャズでお楽しみください。

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

出演：クニ三上（ピアノ）、越野振人（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目：明るい表通りで、ジャンボリミッキー、モーツァルト・ピアノソナタK545　ほか

出演：井上あずみ（歌）、We＆Yu（二胡、ピアノ）、さくらせかい（絵本作家）
曲目：めぐる季節、さんぽ、君をのせて、となりのトトロ　ほか
朗読絵本：はーい！タクシー、いしゃがよい

6
11
日

11：30、14：30開演　森下文化センター　多目的ホール
全席指定 友の会／2,700円　一般／3,000円　こども（3歳～中学生）／1,500円

※2歳以下ひざ上は無料

ジブリ映画「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」で大人気の
歌手 井上あずみは、今年歌手デビュー40周年を迎えます。今
回は、歌とピアノ＆二胡の共演や、絵本作家 さくらせかい作品
の朗読など盛りだくさんでお送りいたします。小さいお子様も
楽しめる内容です。みなさまのご来場をお待ちしております。

井上あずみのジブリ音楽と
二胡とピアノが奏でる絵本朗読会（さくらせかい作）

竹本千歳太夫

野澤錦糸

「猫が教えてくれたこと」
©2016 Nine Cats LLC

6
11
日

クニ三上トリオ
午後ジャズ

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

日曜の昼下がりに楽しむ本格
ジャズ。ニューヨーク在住のジ
ャズピアニストによるご機嫌に
Swingするお洒落なサウンドを
完全生音でお届けします。

出演：クニ三上（ピアノ）、越野振人（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目：テネシー・ワルツ、イン・ザ・ムード、ペーパームーン　ほか

4
16
日

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／3,600円　一般／4,000円

この公演では日本で活動している名人級・実力派の韓国伝
統芸術家が一堂に会します。金順子（韓国国家無形文化財第
92号太平舞 履修者）、李明姫（韓国国家無形文化財第23号伽
琴併唱および散調 履修者）、趙寿玉（韓国国家無形文化財第
97号サルプリ舞 履修者）による奥深い歌舞楽の世界に加え、
コムンゴやサムルノリなど、多彩な音をお楽しみください。

韓国伝統芸術公演
「歌・舞・楽」風流

出演：李明姫（イ・ミョンヒ）、金順子（キム・スンジャ）、
趙寿玉（チョ・スオク）、朴善英（パク・ソニョン）、
李昌燮（イ・チャンソプ）、サムルノリ白花　ほか

出演：村山二朗（篠笛）、内藤哲郎、加藤拓哉、横山亮介、露木一博、
佐藤晃弘、長谷川暢、川野稜太（和太鼓）

5
21
日

16：00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

和太鼓　東京打撃団

圧倒的な音圧と繊
細な演奏で楽しく舞台
を駆けめぐる！
タイゴング等アジア

の打楽器を使用した情
緒的な曲や、和太鼓ア
ンサンブルの早いバチ
捌きも必見。
老若男女、皆が元気

になれる和太鼓公演に乞うご期待！

5
27
土

柳家花緑の落語バレエ
「くるみ割り侍」ーバレエ「くるみ割り人形」

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　江東区民／3,300円

クラシックバレエの名作「くるみ割り人形」が落語に！
落語×バレエの３作品目。柳家花緑と東京シティ・バレエ団

がお届けする、世界初演の舞台をお楽しみください。

出演：（落語）柳家花緑
（バレエ）クララ／松本佳織、くるみ割り人形／岡田晃明、金
平糖の女王／飯塚絵莉　ほか

出演：林家正蔵、林家たけ平

「エスキア～山賊」（人間ドラマ・アクション/122分/500円）
「猫が教えてくれたこと」（ドキュメント/80分/1,000円）
「愛は偶然を越えて」（恋愛ドラマ/118分/500円）

11：00
14：00
17：00

「カラタイ～セルジューク最後の英雄」（歴史ドラマ/118分/500円）
「猫が教えてくれたこと」（ドキュメント/80分/1,000円）
「ハッピーエンドができるまで」（恋愛コメディ/109分/500円）

11：00
14：00
17：00
すべて日本語字幕上映・開場は上映開始30分前・当日券は各200円増

ひめ こ まつ あそびね のび しゅんかんしまものがたり

吉田南Ⓒ武藤章吉田南Ⓒ武藤章 高関健ⒸK.Miura高関健ⒸK.Miura

人気シリーズでお
馴染みの「正蔵・たけ
平親子会」！好評につ
き6回目の開催！落語
初心者の方も、お好
きな方も、大いに楽し
んでいただけます。
二人でたっぷりとお
とどけします。たくさ
んのご来場、心よりお
待ちしています！

Ⓒ藤田真郷Ⓒ藤田真郷

柳家花緑柳家花緑 松本佳織松本佳織 岡田晃明岡田晃明 飯塚絵莉飯塚絵莉

出演：八神純子
演奏：宮本貴奈（ピアノ）、竹中俊二(ギター )

4
8

土

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

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

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。

八神純子八神純子八神純子
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歳以上対象

66
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新発売
金3/10

66
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66
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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

66
歳以上対象

※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。）

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。

落語公演情報
シリーズ！！

3
月

4
月

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
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52回目　丹青の「水屋の富」

4日17:00、5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
U25／3,000円　※U25チケットは、S席A席のみ

東京シティ・バレエ団　「トリプル・ビル2023」

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 66
歳以上対象

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

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 66
歳以上対象

12:00～　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

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.2　～ピアノ五重奏～ 66
歳以上対象

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 66
歳以上対象

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）　※当日各500円増

～０歳からシニアまで楽しめる～　トリオベール ファミリーコンサート

18:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定　友の会／4,050円　一般／4,500円

Viva La Musica 2023　神谷満実子 Spring Concert Part.15　オペラでshow　おはなしで笑 66
歳以上対象

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 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／3,150円　一般／3,500円

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　 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／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」

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　蒼い企画「ODEON」

66
歳以上対象

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！」

ショー ショー

4/8（土） 14:15開演 会場　亀戸文化センター　和室

5/13（土） 14:00開演 会場　東大島文化センター　第1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：金原亭馬久（3/18）、三遊亭楽花山（4/8）

全席自由　友の会／ 1,700円　一般／ 2,000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、沢村理緒（曲師）

上方落語　九雀亭

3/5（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

第25回東大島亭　
三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会

申込み ティアラこうとうチケットサービス　03-5624-3333

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

スプリングコンサート
14:00開演　ティアラこうとう　大ホール　
全席自由　入場無料　※要事前予約

3.19
（日）

ジュニアたちの奏でるオーケストラの名曲をお楽しみください。
指揮：山上絋生
曲目：チャイコフスキー／「白鳥の湖」組曲より、ブラームス／大学祝典序曲、エルガー／威風堂々第1番　ほか

44
歳以上対象

豊洲文化センター　03-3536-5061申込

万が一に備えた体験をしませんか？

3/11土 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
豊洲ソロクラシックアーティストがおくる　避難訓練コンサート

全席自由　入場無料　どなたでも（定員260名）※要事前予約　
　　

吉野和かな
（ピアノ）

澤井碧（ソプラノ）
 ©Naoya Yamaguchi

中野亜維里
（ソプラノ）

もしもの時に備えて、避難訓練を盛り込んだクラシックコンサートを開
催します。コンサート開演中に震度5強の地震が発生したと想定し、演
奏中断後、来場者の方を職員が避難誘導いたします。訓練終了後、再
び会場にお戻りいただき、コンサートの続きをお楽しみいただきます。

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
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

第24回東大島亭　
三遊亭わん丈独演会

オデオン

対　象

事前研修会

ティアラこうとう　ホールボランティア募集

日程の詳細はティアラこうとうホームページをご確認ください。

公演運営の現場を体験していただくことで、舞台芸術への理解を深め
ることができます。コンサートやイベントでのパンフレット配付や開場
案内の業務の補助を行っていただきます。参加にあたり、事前研修会
にご参加いただきます。

18歳以上の区内在住・在勤・在学の方。若干名。
申込 締切 3/31（金） ティアラこうとう　03-3635-5500

66
歳以上対象

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 D.589
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：バレエ音楽「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（首席客演指揮者）
ピアノ：角野隼斗

指揮：高関健（常任指揮者）
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（常任指揮者）
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

ティアラこうとう定期会員券発売のご案内

4/15（土）

第74回 

第75回 

第76回 
2024
1/27（土）

残席わずか

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

藤岡幸夫
ⒸShinYamagishi
藤岡幸夫
ⒸShinYamagishi

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
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。



全席自由 入場無料

柳家花緑柳家花緑

新発売
金3/10

C IN EM AC IN EM

ミミヨリ情報

2024

〒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3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〉3/31（金）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ホリプロコムものまね軍団ライブ
　「本人不在」
（10/15（土）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

⑵川野夏美コンサート２０２２
（10/16（日）ティアラこうとう　大ホール）
出演者サイン色紙　1枚

映画を鑑賞でき、うれしい特典がある江東シネマ倶楽部会員になり
ませんか？

特典 1特典 1
特典 2特典 2

全10回の上映会を予約なし、割引料金で鑑賞できます
すてきなグッズが当たる特別抽選会に参加できます

特典 3特典 3 上映日には指定店舗での割引が受けられます

全席自由　友の会 3,800円　一般 4,０00円（全10回分）

江東シネマプラザ

4/22（土）～2/24（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、特典あり！
第45期

今年生誕120周年を迎える、世界の巨匠・小津安二郎監督ゆかり
の地で、毎月一本の映画を鑑賞する江東シネマプラザ。古き良き名
画をお得に鑑賞できる江東シネマ倶楽部の新規会員を募集いたし
ます。懐かしい名作の数々を、ぜひお楽しみください。

■今期上映の作品の見どころ
本年のラインナップは江東区で生まれた世界的な映画監督小津安
二郎作品をはじめとし、同時代に活躍した映画監督、木下惠介や成
瀬巳喜男。小津監督と交流しつつ早世した山中貞夫のリメイク作品
の上映などをお届けいたします。また小津監督に触発された山田
洋次やヴィム・ヴェンダース作品などバラエティーに富んだシリー
ズをお楽しみください。
この機会に是非、江東シネマ倶楽部へご入会ください。
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★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）
▲日本語字幕

江東シネマ倶楽部新規会員募集

4/22㈯
5/27㈯
6/24㈯
7/22㈯
8/26㈯
9/23㈯
10/28㈯

11/25㈯

12/16㈯
2/24㈯

父ありき
阿弥陀堂だより
丹下左膳　百万両の壺
カルメン故郷に帰る
地下鉄（メトロ）に乗って
放浪記
のど自慢

ベルリン・天使の詩

家族
泥だらけの純情

小津安二郎
小泉堯史
津田豊滋
木下惠介
篠原哲雄
成瀬巳喜男
井筒和幸

山田洋次
中平康

笠智衆、佐野周二
寺尾聰、樋口可南子、北林谷栄
豊川悦司、和久井映見、野村宏伸
高峰秀子、小林トシ子、笠智衆
堤真一、岡本綾、大沢たかお
高峰秀子、田中絹代、加東大介
室井滋、大友康平、尾藤イサオ

倍賞千恵子、井川比佐志、笠智衆
吉永小百合、浜田光夫

★
　

■
　
★
　

▲

★
　

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

常任指揮者高関健が指揮する
東京シティ・フィル定期演奏会
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。

4/14（金）12:00開始　ティアラこうとう　大ホール

申込 ティアラこうとうチケットサービス　03-5624-3333

申込
3/10㈮
10：00～

【ご招待】東京ブラスソサエティ第47回定期演奏会
ブラスバンドの原点を求めて

全席自由　ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方

5/20 土 14:０0～　ティアラこうとう　大ホール

東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト
井田勝大ⒸAyumu Gombi

東京シティ・フィル
第74回ティアラこうとう定期演奏会
藤岡幸夫ⒸShinYamagishi

東京シティ・フィル
第75回ティアラこうとう定期演奏会
松本宗利音

フレッシュ名曲コンサート
三ツ橋敬子ⒸEarl Ross

いっちー&なる オーケストラといっしょ!!

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

くるみ割り人形Ⓒ鹿摩隆司

春風亭小朝

『父ありき』Ⓒ1942松竹株式会社 『カルメン故郷に帰る』Ⓒ1951松竹株式会社

八神純子

天童よしみ

林部智史

高関健Ⓒ上野隆文

八神純子 Live キミの街へ～for all living things～
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第73回ティアラこうとう定期演奏会

ティアラこうとうジュニアバレエ団 第17回発表会「バレエ・コンサート」
喝采をあなたに 大月みやこ・伍代夏子・香西かおり 歌謡ビッグステージ2023
柳家花緑の落語バレエ「くるみ割り侍」ーバレエ「くるみ割り人形」

4.8
4.15
4.22
5.5
5.25
5.27

・23

土

土

土

木

土

日

・16 日

～5 土

日

▪発売中

金祝

EVENT LINEUP
2023-2024 ティアラこうとう 大ホール

第46回 江東オペラ 歌劇「ファウスト」（全幕字幕付き原語上演）

東京シティ・バレエ団創立55周年記念公演「トリプル・ビル」

東京シティ・バレエ団 第9回全国バレエコンペディション

～17 東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会「第37回くるみ割り人形」

2023元気が出る！𠮷田正記念オーケストラコンサート
笑激!!お笑いカーニバル in こうとう
辰巳ゆうとコンサート 2023
秋元順子バースデーコンサート　

5.13
5.28
6.17
6.20

土

日

土

火

▪3/10（金）一般発売

東京シティ・バレエ団 公開リハーサル7.14

4.14 金
11.22 水

6.8 木

1.26 金
金

▪無料でお楽しみいただける公演

東京ブラスソサエティ 第47回定期演奏会
林部智史CONCERT TOUR 2023
江東シティオーケストラ 第58回定期演奏会
第36回 花岡詠二スヰング・タイム Memories of Benny Goodman
春風亭小朝プロデュース公演　落語とＪＡＺＺカルテット寺井尚子&北村英治
KEN PLAYS KEN 村松健 ピアノコンサート2023 “森と海のあいだ” 
江東フィルハーモニー管弦楽団第23回定期演奏会

フレッシュ名曲コンサート「オーケストラ音絵巻 千夜一夜物語」

東京シティ・フィルのドラゴンクエストⅦ～Ⅸベストセレクション
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第74回ティアラこうとう定期演奏会
天童よしみコンサート 2023
ティアラこうとうジュニアオーケストラ 第17回定期演奏会
いっちー&なる オーケストラといっしょ!
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
ザ・ワイルドワンズコンサート
小津安二郎生誕120周年記念 小津映画音楽メモリアルコンサート
江東シティオーケストラ 第59回定期演奏会
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第75回ティアラこうとう定期演奏会
東京ブラスソサエティ 第51回クリスマスコンサート
ふるさとこうとう音楽のつどい vol.30

5.20
6.3
6.4
6.11
6.23
6.25
7.9
7.15
7.22
8.3　
9.3　
9.9　
9.12
9.17
10.14　
11.3
11.5
11.12　
11.19
11.23
12.8
12.10
12.16
2024.1.6
2024.1.27
2024.3.17

土

土

日

日

金

日

土

日

土

木

日

土

火

日

土

日

日

日

金

日

土

土

土

日

▪今後の公演予定

春風亭小朝プロデュース「新春寄席」
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第76回ティアラこうとう定期演奏会
こうとうジュニア音楽祭

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

ティアラ友の会会員の皆さまに2023-2024シーズンの大ホールイベントをご案内いたします。
このほかにも順次新しい情報をお伝えしていきますので、どうぞご期待ください。

※公演名・日程等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

金祝

木祝
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ブルーノ・ガンツ、ソルベーグ・
ドマルタン、オットー・ザンダー

ヴィム・
ヴェンダース

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
ートに100組200名を招待します。
申込 往復はがきに①住所②氏名③電話番号④希望人数（2名ま

で）⑤友の会会員番号をご記入の上、下記にお送りください。
〒135-0002 江東区住吉2-28-36 
ティアラこうとう 東京ブラス係

締切 3/25(土)必着


