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新発売
日

会員のための公演情報紙
ティアラペーパー

03-5624-3333☎

友の会先行予約
10：00～ 電話予約開始

新発売公演
10：00～ 電話予約開始

●先行予約日は以下の4館で受付いたします。

●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。
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7/9

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

日

10

【午前の部】11:00開演　【午後の部】14:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定

０歳から入場OK！　
おんがくであそぼうコンサート

第10回江東バンドＦＥＳＴＩＶＡＬ　グランプリ獲得記念ライブ　
“Fourskitz” presents 夏の爽音まつり

薗田憲一とデキシーキングス
Live in Camellia Part.17

1

ティアラこうとうチケットサービス

19：00開演　森下文化センター　多目的ホール
友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増全席自由

15：00開演　江東区文化センター　ホール
友の会／1,300円　一般／1,500円全席自由

9
15

　バンドとダンサーによる阿吽の呼吸、まさに全
身で楽しさを表現する“Fourskitz”の記念ライ
ブに、どこまでも夢を諦めないいつまでも青春な
アマチュアバンドが大集結！豪華ゲストととも
に、空高く天高く、夢の頂をめざして真夏の江東
区文化センターを「爽音」で溢れかえらせます！

15:30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／4,500円　一般／5,０00円全席指定

　ジャズの中で最もハッピーで心暖まる「デキシーランド・ジャズ」
の老舗バンドで今年結成57周年。多様なジャンルからジャズにな
る可能性のある曲を見事にデキシーに消化し、観客を楽しませる
ステージは各地で好評を得ている。さあ、今年もDIXIEに酔おう！

　NHK BSプレミアム「おとうさんといっしょ」でおなじみ
の“なおちゃん”と親子で楽しめます。うたあり、手あそびあ
り、リトミックあり。愉快な音楽と笑いでいっぱいのコンサ
ートです。

　なぎら健壱がゲストと共にフォークソングを唄い・語る、森
下文化センター恒例の人気トーク＆ライブ公演です。今年のゲ
ストは、フォークシンガー「山崎ハコ」が8年ぶりに再登場！
　個性豊かな「歌声」、心に響く「詩」の世界をお楽しみくだ
さい。また、なぎら健壱が撮影した写真展を同時開催します
ので、ライブとともにお楽しみください。

金
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6
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今月の先行予約公演NEW

木 金
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土
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土
日
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▼7/8　先行土

9/16
9/23

10/1
10/5
10/7
10/8
10/14

第17回 帰ってきた　
なぎら健壱のフォーク夜話
トーク＆ライブ

23
土

14:00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール　

9

全席指定

金子三勇士ピアノ・リサイタル

友の会／4,000円　一般／4,500円

66
歳以上対象

66
歳以上対象

55
歳以上対象

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール　※4面交流会についてもご覧ください。
全席指定

フレッシュ名曲コンサート　
オーケストラwithバレエ
「動物たちのカーニバル」

友の会／S席3,600円、A席2,700円　一般／S席4,000円、A席3,000円　※江東区民･こども（5歳以上小学生以下）一般料金から各200円引

5
木

19：00開演　ティアラこうとう　大ホール

10

全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円

　新進気鋭の人気若手ピアニスト、金子三勇士のリサイタルを開催。
　日本とハンガリーの色合いが交ざり合う独特なピアニズムによる、
名曲ピアノプログラムをお届けします。
　軽快なトークもお楽しみに！

　狂言師“野村萬斎”ティアラこうとうに初登場！
　肩の力を抜いて楽しむ600年の伝統芸能「狂言」！野村萬斎の
丁寧な解説により表現の奥深さに触れ、演目へと導かれます。

7
土

10

先行
7/8 土

先行
7/8 土

先行
7/8 土

先行
7/8 土

66
歳以上対象

　オーケストラとバレエダンサーが同じ舞台で共演するティアラこうとうならでは
のオリジナル公演です。今回はいろいろな動物を表現した「動物たちのカーニバル」
（再演）をお贈りします。また、新進気鋭のヴァイオリン奏者、戸澤采紀さんをゲスト
に迎えた演奏も合わせてお楽しみください。

野村萬斎　狂言の夕べ　江東公演

出演：薗田憲一とデキシーキングス／薗田勉慶（リーダー）、楠
堂浩己、筒井政明、永生元伸、白石幸司、河合勝幸
ゲスト：野口久和（ピアノ）、BREEZE（ジャズボーカルグループ）、FUMIKA（Vo）
曲目（予定）：I've Been Working on the Railroad、Route 66、
浜辺の歌、Basin Street Blues、Stars And Stripes Forever

出演：Fourskitz（第10回江東バンドFESTIVALグ
ランプリ）、きいちろ＋シュガーブレッシング、十二処泉、
ミュージック・パフォーマンス・プロジェクト　ほか

出演：なぎら健壱、松本典明（ギター）
ゲスト：山崎ハコ、安田裕美（ギター）

★同時開催　なぎら健壱写真展
9/14（木）～ 9/24（日）9:00～ 21:00（最終日は17:00まで）　
森下文化センター 1階展示ロビー（入場無料）※動きやすい服装でご参加ください。

10：30開演／幼児と大人（0歳からＯＫ）、11：50開演／小学生と大人　ティアラこうとう　大会議室
友の会／800円　一般／1,000円　こども（3歳～小学生）／500円全席自由

9
23

　東京シティ・バレエ団のダンサーと一緒に、バレエを
踊ってみましょう！
　簡単なストレッチを行ったあと、音楽に合わせて踊り
ます。親子で楽しめるクラスと、バレエに興味がある小学
生のためのクラスをご用意しました（各クラス40分）。
「バレエ」って敷居が高い？そんなことはありません。ま
ずは気持ちよく体を動かしてみましょう！

土

Tiara Ballet Days
おどってみよう！　バレエ体験

浪曲タイフーン！ Vol.8 ～夏のおわりの、赤穂義士伝。
金子三勇士ピアノ・リサイタル

０歳から入場OK！ おんがくであそぼうコンサート
野村萬斎　狂言の夕べ　江東公演
薗田憲一とデキシーキングス Live in Camellia Part.17
オーケストラwithバレエ「動物たちのカーニバル」
加羽沢美濃　寺子屋クラシックス～2時間でわかるユーフォニアムのすべて～

TOKYO CITY BALLET LIVE 2017 「CITY BALLET SALON vol.6」

8
日

10

指揮：船橋洋介　構成・振付：石井清子　ヴァイオリン：戸澤采紀
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：メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調（オーケストラのみ）、
　　　サン＝サーンス/組曲「動物の謝肉祭」（オーケストラwithバレエ）　

演目：萩大名／実力はあっても風流に欠ける大名を風刺するだけでなく、
無邪気で大らかな人物として描くところに狂言らしさがある作品。
六地蔵／演者が所狭しと舞台を駆け回る賑やかな作品。本舞台と
橋掛りを上手く使った、狂言ならではの表現もお楽しみください。

出演：野村萬斎、石田幸雄　ほか

船橋洋介

六地蔵 萩大名

金子三勇士

安藤なおこ

なぎら健壱

©鹿間隆司

薗田憲一とデキシーキングス

FUMIKA野口久和 BREEZE

山崎ハコ

過去の公演より

前回の公演より Ⓒ寺田真希

石井清子 戸澤采紀

曲目（予定）：モーツァルト／きらきら星変奏曲、ラヴェル／水の戯れ、
ショパン／エチュード「別れの曲」、
リスト／ラ・カンパネラ、ハンガリー狂詩曲第2番　ほか

66
歳以上対象

「Nostalgia」／振付：浅井永希　出演：名越真夕、堤淳、浅井永希
「夜、」／振付：石黒善大　出演：榎本文、濱本泰然
「numero5」／振付：中弥智博　アシスタント：岡博美　出演：岡博美、平田沙織、黄凱、沖田貴士、吉野壱郎
「孤独の先に」／振付：草間華奈　出演：松本佳織、植田穂乃香、中村緋女、小林諒子、庄田絢香、宮井茉名、山﨑茉穂、大久保桃子、小坂こよみ
「blue＆white」／振付：渡邉優　出演：中森理恵、飯塚絵莉、加瀬裕梨、吉岡真輝人、杉浦恭太、吉留諒

曲目：幸せなら手をたたこ、まつぼっくり、
やきいもグーチーパー　ほか
出演：安藤なおこ、市原由里香（ピアノ）

各日19：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／3,150円　一般／3,500円全席指定

9
28

　東京シティ・バレエ団の現役ダンサーが創作作品を発表する、
大人気の”サロン”シリーズ。背景に東京湾を望む特殊なホール
で、個性豊かな5つの作品が世界初演いたします。ダンサーの呼
吸を感じる距離で、新たな才能の誕生をどうぞお見逃しなく！

木

29
金

東京シティ･バレエ団
TOKYO CITY BALLET LIVE 2017
「CITY BALLET SALON vol.6」

新発売
日7/9

Tiara Ballet Days 詳細は4面に！！

新発売
日7/9

新発売
日7/9

先行
7/8 土

66
歳以上対象

先行
7/8 土

66
歳以上対象

友の会／1,000円　一般／1,200円　こども（3歳～小学生）／500円　親子ペア（大人1人＋こど
も1人）／1,500円　※３歳未満のお子様でもお席が必要な場合はチケットをお買い求めください。
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新発売
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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／2,700円　一般／3,000円

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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

各日14:00開演　江東区文化センター　ホール　
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

第34回江東オペラ
G.プッチーニ作曲 歌劇「トスカ」　

9
23
土

24
日

今期より友の会割引有
江東シネマプラザ第39期

全席自由　友の会 2,900円　一般 3,100円（全8回分）
江東シネマ倶楽部

7/22（土）～3/24（土）
古石場文化センター
大研修室会場

古石場文化センター　大研修室会場

入会いただくと7月～来年３月の上映会を予約なしでご鑑賞いただけます。

会員募集

7/22㈯

8/26㈯
9/23㈯

10/21㈯
11/25㈯
1/27㈯
2/24㈯
3/24㈯

RAILWAYS 49歳で電車の
運転士になった男の物語★

（グッズ抽選会）
日本の夜と霧
放浪記☆

豚と軍艦
水戸黄門漫遊記☆

天城越え
友情
愛と死の記録

日程 日程作品名 作品名

★は音声ガイド付き上映（FMラジオを通してナレーション放送）　☆は３５ミリフィルム上映

全席自由　臨時会員券　友の会／450円　一般／500円
当日　友の会／500円　一般／700円　※今期より友の会割引有

7/22
（土）

監督：錦織良成　出演：中井貴一、高島礼子　ほか

江東シネマプラザ7月（平成22年／130分）
「RAILWAYS 49歳で電車の
 運転士になった男の物語」

午前の部 11：00 午後の部 15：00

「東京流れ者」Ⓒ日活

「二人の銀座」Ⓒ日活

9
3
日

　空間の中に、人間の身体が紡ぎ出すもの
　それぞれの思いを込めた、動く美術作品群
　花柳茂義実作品、栗棟ー恵子作品、ダンスユニットＱ作品他

　恒例、いまもっともイキのいい浪
曲師、玉川奈々福＋春野恵子による
「浪曲タイフーン！」も八回目です。
がっつり二席ずつ演じますが、前半
二席はお楽しみ、後半はじっくり「赤
穂義士伝」を聞いていただきます。
奈々福の関東節による「赤垣源蔵」、
恵子の関西節での「貝賀弥左衛門」。
三味線がきらめき、笑いと涙ほとば
しる。眼からウロコがぽろぽろの、躍
動感あふれる物語世界をご堪能くだ
さい。

午後の部 15：00

曲目（予定）：サン=サーンス／白鳥、フォーレ／夢のあとに、シ
チリアーノ、シューマン／トロイメライ、ビゼー／カルメンより「花
の歌」、加羽沢美濃／やさしい風、デザート・ローズ　ほか
出演：加羽沢美濃（作曲・ピアノ）、外囿祥一郎（ユーフォニアム）

出演：松永茂子、アベ レイ、白野利和、樋代こころ、Sam De 
Belder、東間一貴、藤原悦子、DANCE BRUT　ほか
芸術監督：折田克子・藤原悦子

16:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／1,２00円　一般／1,５00円　高校生以下／600円　※3歳以上は有料

土

午前の部 11：00

舞踊作家協会連続公演
第194回　「身体が語りかけるもの」
年間テーマ：舞踊美術館

10
14
土

15:０0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

　世界的に活躍するユーフォニアムのトッププ
レーヤー外囿祥一郎氏を講師に迎えユーフォ
ニアムの魅力に迫ります。とはいえ、そもそもユ
ーフォニアムってどんな楽器かわかりますか？！
金管楽器の一種で、オーケストラの中で一番大
きな楽器チューバの小さなバージョンといった
らよいのでしょうか？金管楽器なのに暖かく柔ら
かな中にも芯がある音が出る楽器です。この楽
器をを知るともっと音楽が楽しくなります！！

出演：林家たい平、林家あずみ

演出：土師雅人　指揮：諸遊耕史　
演奏：江東オペラ管弦楽団　合唱：江東オペラ合唱団
出演：23日　日隈典子、山田精一、村田孝髙、照屋博史　ほか
　　　24日　菅原千恵、土師雅人、山口邦明、赤木克行　ほか

ティアラ・クラシックス　2017　
加羽沢美濃　寺子屋クラシックス
～2時間でわかるユーフォニアムのすべて～　

浪曲タイフーン！ Vol.8
～夏のおわりの、赤穂義士伝。

8
20
日

9
17
日

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　江東区民／1,900円

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

10
6
金

19：０0開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／3,150円　一般／3,500円　※当日各300円増

　人気・実力共に兼ね備えた
落語家林家たい平が、ふたた
び森下文化センターに登場し
ます。たい平ワールドと言わ
れる林家たい平の落語をたっ
ぷり２席お楽しみください。
　今回も完売必至の独演会。
チケットの購入は、お早めに
どうぞ！！

　尾崎紅葉、芥川龍之介、泉鏡花など東雅夫編の『文豪妖怪名
作選』（仮）には、あの文豪がこんな妖怪の話を！？と一読驚
嘆必至のラインナップ。
　東雅夫、加門七海（作家）、北村紗希（型染作家）によるトー
クセッションをお楽しみください。

　今年は前半にク
ラシック、バレエ音
楽の名曲を、後半に
は映画音楽やムー
ド音楽をお贈りしま
す。また、斎藤雅広
デビュー 40周年を
記念し、彼自身が思
い入れのある名曲「ラプソディ・イン・ブルー」を豪華メンバー
で演奏いたします。

　前半は100名を超える合唱をバックに大迫力の「ダッタン人の
踊り」をメインに演奏いたします。後半はドヴォルザーク「交響曲
第８番」を演奏し、これまでの成長の成果をお見せいたします。

林家たい平独演会

10
4
水

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール　
全席指定 友の会／Ｓ席（1階）4,950円、Ａ席（2階、バルコニー席含む）4,500円

一　般／Ｓ席（1階）5,500円、Ａ席（2階、バルコニー席含む）5,000円
江東区民／一般料金より各席200円引

　おまたせしました。中高年のアイド
ル綾小路きみまろがティアラこうと
うにやって来ます。ノンストップで繰
り広げられる毒舌漫談、おもいっきり
笑って元気になれる１時間です。
　流暢で軽妙なきみまろ節が皆様を
笑いの渦に巻き込みます。「あれから
40年」などお馴染みのフレーズを随
所に盛り込みながら愛と敬意を込め
た笑撃ライブをお届けいたします。

　“歌に生き、恋に生き”“星も光りぬ”等、名アリアが流れる美
しくも悲しい歌姫トスカの悲劇を描くプッチーニの最高傑作。

綾小路きみまろ笑撃ライブ！

8
10
木

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会・一般／800円

出演：斎藤雅広（構成・演出・ピアノ）、加羽沢美濃（ピアノ）、伊熊啓輔（オ
ーボエ・イングリッシュホルン）、古川はるな（フルート）、1966カルテット
（ピアノ・カルテット）、山田姉妹（ソプラノ・デュオ）、米津真浩（ピアノ）

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　４歳～高校生／500円

指揮：佐々木新平　ゲスト：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：
藤丸崇浩）、江東少年少女合唱団

出演：江東少年少女合唱団　出演協力：Koto Youth Choir
指揮・指導：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
曲目（予定）：子鹿のバンビ、今、咲き誇る花たちよ　ほか

バレエ：東京シティ・バレエ団
演出・ナビゲーター：宮本益光（オペラ歌手）
振付：安達悦子（東京シティ・バレエ団芸術監督）

「深川　お化け　今昔」関連講演会
江戸東京おばけ談義

66
歳以上対象

44
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
土7/8

66
歳以上対象

先行
土7/8

66
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1818
歳以上対象

下校時間のクラシック Vol.3
～校内放送で聴いたあの曲を思い出とともに～

ティアラこうとうジュニアオーケストラ　
第12回定期演奏会

江東少年少女合唱団
第27回サマーコンサート

　オリンピック、応援
歌、アニメ主題歌等、
スポーツをテーマに
元気いっぱい歌いま
す。また童謡や女性
作曲家の木下牧子さ
ん・横山潤子さんの
合唱曲もお届けしま
す。5歳から高校生までの素敵な歌声をお聴きください。

音声ガイド付き上映。グッズ抽選会あり。

出演：高島孝太郎（唄）、高島雄次郎（アコーディオン）、
　　　高島龍三郎（ウッドベース）

9
7
木

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

　古き良き昭和初期の流行歌にこだわる高島３兄弟ユニッ
ト「東京大衆歌謡楽団」による、古賀メロディを始め、古き良
き、懐かしの名曲をお楽しみください。

東京大衆歌謡楽団
「昭和歌謡を唄う」

9
24
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／2,000円　一般／2,500円　こども（3歳～小学生）／1,000円

親子ペア（一般1枚＋こども1枚）／3,000円　江東区民／2,300円

　東京シティ・バレエ団がお贈りする、ご家族でお楽しみいただけ
るバレエコンサート第3弾。クラシックバレエの名作と共に、オペラ
歌手宮本益光さんのナビゲートでお届けいたします。0歳から入場
OK！　バレエビギナーズの方のご来場もお待ちしています。

Tiara Ballet Days　0歳から入場OK!家族で楽しめる　
東京シティ・バレエ団のバレエ・コンサートVol.3
～バレエの名作と共におくるパパと娘の素敵な物語～

加羽沢美濃加羽沢美濃

外囿祥一郎外囿祥一郎
玉川奈々福 ©御堂義乘玉川奈々福 ©御堂義乘

春野恵子春野恵子

東雅夫東雅夫 北村紗希北村紗希加門七海（撮影者・須藤夕子）加門七海（撮影者・須藤夕子）

斎藤雅広 加羽沢美濃 伊熊啓輔

古川はるな 1966カルテット 山田姉妹 米津真浩
佐々木新平

Ⓒ鹿摩隆司

『東京流れ者』 『二人の銀座』
9/6
（水）

全席指定　友の会450円　一般500円　当日　友の会500円　一般700円
『東京流れ者』（昭和41年／ 83分）
監督：鈴木清順　
出演：渡哲也、松原智恵子　ほか

午後の部 15：00午前の部 11：00

亀戸文化センターカメリアホール会場

江東シネマプラザ出前上映会
午前の部 午後の部

『二人の銀座』（昭和42年／ 80分）
監督：鍛冶昇　
出演：和泉雅子、山内賢　ほか

66
歳以上対象

9/28 木 18：30開演　

全席自由　1,500円（当日500円増）
上映作品：「折鶴お千」「國士無双」　
出演弁士：澤登翠、坂本頼光

「生誕100年
　The女優・山田五十鈴」

無声映画鑑賞会
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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
砂町文化センター ☎03-3640-1751
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

月

第
1・3
　  

休
館

月

第
2・4
　  

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

託児サービスあり
お申込みの際は、最初に会場名（ティアラこうとう）をお伝えください。
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。受付時間　平日10：00～17：00

総合保育サービスのHAS　☎ 0120-834-988マーク
説明

（株）マザーズ　☎ 0120-788-222託児サービスあり
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。

東大島文化センターは改修工事のため、2018年7月まで休館します。

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
（PC） https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/
（携帯） https://www.kcf.or.jp/keitai

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）

※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。

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。
※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。
携帯URL

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：春風亭三朝（7/28（金））、三遊亭円丸（8/22（火））

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
7/28（金） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

8/22（火） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室各施設で開催される落語会の情報です。
ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

66
歳以上対象

RAKUGOもんすたぁず
朝也改メ 春風亭三朝 真打昇進披露公演
7/2（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室

66
歳以上対象

料金：全席指定　友の会／ 3,150円　一般／ 3,500円　
春の褒章において、紫綬褒章を受章された柳
家さん喬師匠（江東区在住）による独演会で
す。古典落語の名手で、特に人情噺、滑稽噺で
高い評価を得ている実力派名人の話芸をた
っぷりお楽しみください。
出演：柳家さん喬、柳家喬の字　ほか

特撰落語会 柳家さん喬独演会
9/13（水） 18:30開演 会場　江東区文化センター　ホール

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

桂九雀桂九雀 春風亭三朝春風亭三朝 三遊亭円丸三遊亭円丸

66
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会 3,150円／一般 3,500円
出演：古今亭今輔、佐山雅弘（ピアノ）
佐山雅弘さんのホームページで周知のとおり、5/30に手術が行われました。手術は無事終了しておりますが、静養が必要であり、公演の準備が充分に整
わないため、この度の公演は中止とさせていただきます。ご了承ください。あらためて、公演の実施が可能になりましたら、告知させていただきます。

ジャズ×落語 ジャズと落語の笑タイム

66
歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 3,600円／一般 4,000円
出演：歌劇「ウェルテル」ハイライト　ウェルテル：土師雅人　シャルロッテ：勝倉小百合／鮎澤由香理
　　　歌劇「椿姫」ハイライト　ヴィオレッタ：山畑晴子／中島壽美枝　アルフレード：浅野和馬／川久保博史　ほか

第18回江東オペラハイライト

66
歳以上対象

66
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席自由　友の会・一般 500円
マンドリンの心安らぐ、すてきな音色をお楽しみください。
曲目：眠れる森の美女、「スペイン」第2組曲、グラナダ　ほか

江東マンドリンクラブ 第24回定期演奏会

66
歳以上対象

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会・一般 1,000円
地元ゆかりのミュージシャンや地域の商店・団体と協働で「パリ祭」を下町･森下で開催します。
出演：クミコ（歌）、オブサンズ・ジャズ・オーケストラ（演奏）、ボナ植木（ナポレオンズ）（司会）
※当初出演予定でした浅草慶子さんは都合により出演見合わせとなりました。

パリ祭 ｉｎ 森下

亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 4,050円／一般 4,500円　※当日各500円増
出演：中村由利子（ピアノ・Liberoba）、植草ひろみ（チェロ・Liberoba）、渡辺克也（オーボエ）、ヴィタリ・ユシ
ュマノフ（バリトン）　曲目：アストル・ピアソラ／ Libertango、レノン＆マッカートニー／ノルウェーの森　ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

きらめく夏のシンフォニー ワールドワイドな音楽紀行

66
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森下文化センター　多目的ホール　全席自由　友の会 3,200円／一般 3,500円　※当日各500円増
アルトサックスの正統派第一人者、ビンセント・ハーリングと若手注目株の寺久保エレナの二人を迎えてのス
ペシャルライブ。　出演：ビンセント・ハーリング、寺久保エレナ（アルト・サックス）、アンソニー・ウオンジ
ー（ピアノ）、金森もとい（ベース）、小林陽一（ドラムス）

ALTO MADNESS feat.ビンセント・ハーリング＆寺久保エレナ from New York JAZZ CONCERT JAPAN TOUR 2017

66
歳以上対象

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
和太鼓を中心に津軽三味線・箏・尺八・唄などを加え、今までにない独自の世界観を創りあげてきた「和楽器
演奏集団 独楽」。伝統的な邦楽器をベースとしつつも、現代的な空気感をまとった独楽15周年のスペシャルス
テージを是非ご体感ください。

和楽器演奏集団 独楽 結成15周年記念公演 ～命あるかぎり～

66
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古石場文化センター　大研修室　全席自由　友の会 1,300円／一般 1,500円／江東区民 1,300円
第1部「アジアの抒情」　第2部「大好評！もんオケクラシック」
指揮：内山有希夫　ゲスト：モンゴル出身の歌姫ハンダ

もんなかもんじゃオーケストラ21世紀の16thコンサート

66
歳以上対象

豊洲文化センター　シビックセンターホール　昼の部　全席自由：友の会 2,700円／一般 3,000円
夜の部　全席指定：友の会 4,050円／一般 4,500円／学生 3,０00円
当コンクールの1位に輝いたシモン・ネーリング（ポーランド）、2位・聴衆賞ダニエル・チョバヌ（ルーマニア）、
最優秀室内楽賞エフゲニー・ヨントフ（イスラエル）の3名が出演予定です。

第15回ルービンシュタイン 国際ピアノコンクール入賞者日本ガラ・コンサート

豊洲文化センター　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
こども（中学生まで） 2,000円　※2歳までひざ上鑑賞無料。ただし座席が必要な場合は有料。
「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ミュージカル。　
出演：あじおかえりこ、倉田英二、大塚庸介（イッツフォーリーズ）、木藤佳代子、オーディションで合格した区民

みんなのミュージカル ホンク！ ～みにくいアヒルの子～

66
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亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 S席6,100円、A席4,300円
一般 S席6,800円、A席4,800円
ウィリアム・シェイクスピアの『夏の夜の夢』が再びカメリアホールに帰ってきます！　
演出：中村龍史　出演：山本一慶、和合真一、木村敦、松村泰一郎　ほか

ウィリアム・シェイクスピア ｢夏の夜の夢｣

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　※友の会一般当日500円増　
／中学・高校生 2,000円／小学生以下 1,500円　※開演１時間前から入場整理券を配布します。
縁は異なもの味なもの。つき米屋の堅物が花魁に一目惚れ！？温かく、懐かしい、パワフルな舞台をぜひご覧く
ださい。

深川とっくり座公演４４回目 丹青の｢幾代餅｣

66
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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
出演：すゞきさよこ、花柳かしほ、三好直美、枻川真理子、雑賀淑子、江原朋子　ほか
琵琶生演奏：雑賀淑子　芸術監督：江原朋子、雑賀淑子

舞踊作家協会連続公演 第193回 「絵の中の人物」 年間テーマ：舞踊美術館

66
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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
曲目：シューマン／フモレスケ Bdur 作品20、ショパン／幻想ポロネーズ第7番 As dur 作品61　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.195 本村裕香ピアノリサイタル

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会 800円／一般 1,000円
指揮：土田政昭　曲目：シベリウス／交響詩「フィンランディア」、エルガー／エニグマ変奏曲、ベートーヴェ
ン／交響曲第5番「運命」 

江東フィルハーモニー管弦楽団

55
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 A席4,500円、B席2,700円／一般 A席5,000円、
B席3,000円／江東区民 一般料金より各席200円引　※8日残席わずか9日完売
芸術監督：安達悦子　演出・振付：石井清子　音楽：L.ドリーブ 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 出演：スワニ
ルダ／清水愛恵（8日）、中森理恵（9日）　フランツ／キム・セジョン（8日）、中弥智博（9日）　コッペリウス／青田しげる（8日）、春野雅彦（9日）　ほか

石井清子舞踊生活80周年記念公演 東京シティ・バレエ団「コッペリア」

66
歳以上対象

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
出演：FUMIKA（ヴォーカル）、佐久間和（ギター）、山本琢（ピアノ）、小林真人（ベース）、薗田勉慶（トロンボー
ン)、竹内武(ドラムス）　友情出演：Uko(サックス)　予定曲目：スマイルは合言葉、My Happiness、Day 
Dream Believer、聖者の行進　ほか

ティアラ JAZZ LIVE 2017 FUMIKA スマイルコンサート Part.10 ～ありがとう Smile～

66
歳以上対象

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／小中高生 1,000円
（後方席、Ro-Onチケットのみの取扱いTEL047-365-9960）
1970年のデビュー以来、今なお日本のフォークソング界の先駆者として絶大な支持を受けている「南こうせつ」
のコンサート。デビューから現在までにいたる名曲の数々をユーモアたっぷりなトークとともにお贈りします。 

南こうせつコンサートツアー2017 おもかげ色の空

44
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会・一般 500円
曲目（予定）：サン＝サーンス／死の舞踏、クライスラー／愛の悲しみ、ショパン／ノクターン第２番 変ホ長調、
スケルツォ第２番 変ロ短調　ほか

ティアラ ワンコイン・コンサート2017 米津真浩 ピアノ・コンサート

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 1,400円／一般 1,600円
出演：カタヤマスピリッツ！、Pin's Bar、谷川シロー　ほか、ステキなセミプロ＆アマチュアミュージシャン達

カタヤマスピリッツ！＆Pin's Bar主催 第13回ifスーパーセッションinティアラ

55
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会・一般 予選・決勝通し券 2,000円
※プレコンペティション部門は入場券無しでご入場いただけます。
お問い合わせ：東京シティ・バレエ団　03-5638-2720　http://tokyocityballetcompetition.com/

第4回東京シティ・バレエ団 全国バレエコンペティション

66
歳以上対象

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3,600円、B席2,700円
一般 S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円／こども（小中学生） 一般料金の各50％引
大好評の東京シティ・フィルのドラゴンクエストがいよいよティアラこうとうで開催されます。今回は「天空シリーズ」第1弾を丸ごとお届け。　指揮と
お話：佐々木新平　管弦楽：東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団　曲目：すぎやまこういち／交響組曲「ドラゴンクエストⅣ」導かれし者たち

東京シティ･フィルのドラゴンクエスト 交響組曲「ドラゴンクエストⅣ」導かれし者たち

66
歳以上対象

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
指揮：飯守泰次郎　管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　ソプラノ：盛田麻央　
メゾソプラノ：金子美香　テノール：鈴木准　バリトン：友清崇　合唱：ティアラこうとう真夏のレクイ
エム合唱団　合唱指揮：四野見和敏　曲目：モーツァルト／レクイエム ニ短調 K.626　ほか

真夏のレクイエムこうとう2017

66
歳以上対象

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
バンドと弦カルテットによるエレガントなステージ。ヒット曲から最新曲まで、いつまでも変わらない岩崎
宏美の「歌」の魅力をお楽しみください。　曲目（予定）：聖母たちのララバイ、思秋期、ロマンス、絆　ほか

岩崎宏美 コンサートツアー Hello! Hello!

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席3,330円 A席2,700円 B席2,070円
一般 S席3,700円 A席3,000円 B席2,300円／江東区民  一般料金より各席200円引
～第50回記念演奏会～ 圑伊玖磨：オペラ「夕鶴」（演奏会形式）　指揮：高関健　つう：腰越満美　
与ひょう：小原啓楼　運ず：谷友博　惣ど：峰茂樹　児童合唱：江東少年少女合唱団

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 第50回ティアラこうとう定期演奏会

そ
の
他
の
施
設 

公
演

料金：全席自由　友の会・一般／ 1,800円（当日200円増）
古石場文化センターで定期的に開催している落語会「RAKUGOもんす
たぁず」。出演者の春風亭朝也が真打に昇進し、春風亭三朝（さんちょう）
を襲名しました。平成26年度「NHK新人演芸大賞」大賞など数々の受賞
歴がある三朝の襲名披
露公演を行います。
出演：
古今亭志ん陽、
柳家小傳次、
柳家燕弥、
春風亭三朝 左から柳家燕弥、柳家小傳次、春風亭三朝、古今亭志ん陽

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席3,330円 A席2,700円 B席2,070円
一般 S席3,700円 A席3,000円 B席2,300円／江東区民  一般料金より各席200円引
指揮：栗田博文　ピアノ：奥田弦　曲目：グローフェ／ミシシッピ組曲－音による旅行、 ガーシュイン／ラプソディ・
イン・ブルー、 Ｊ.ウィリアムズ／「ハリーポッターと賢者の石」よりヘドウィグのテーマ、 「スター・ウォーズ」組曲

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 第51回ティアラこうとう定期演奏会

柳家さん喬 柳家喬の字

残席わずか

公演中止

残席わずか



66
歳以上対象

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

心にうるおい、地域ににぎわい。

★今月号は「ティアラのすむまち」をお休みさせていただきます。

2017年7月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号8月号は6月27日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計8名様

応
募
方
法

江東区は、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京シティ・バレエ団と芸術提携を結び、
音楽・舞踊を通じて区における芸術文化の振興や普及、区民の自主的な創造的文化活動の育成・発展に寄与するため、共に協力しています。

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

1.渡辺真知子コンサート2017
　～ときの華～
（1/6江東区文化センターホール）
サイン色紙／2枚

2.春風亭小朝プロデュース
　新春寄席 小遊三・小朝・ナイツ
（1/7ティアラこうとう大ホール）
サイン色紙／各2枚づつ

〈しめきり〉7/31（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。

チケット発売のご案内
江東区芸術提携団体

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
2017年度オペラシティ定期演奏会

友の会　S席5,670円　A席4,770円　B席3,780円　C席2,880円
一　般　S席6,300円　A席5,300円　B席4,200円　C席3,200円
※プラチナ（60歳以上）　PS席4,800円　PA席4,000円
※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
2017年度東京文化会館第九特別演奏会

友の会　S席7,560円　A席5,670円　B席3,780円　C席2,880円
一　般　S席8,400円　A席6,300円　B席4,200円　C席3,２00円
※プラチナ（60歳以上）　PS席7,400円　PA席5,300円
※江東区民は一般料金（S席～C席）より各席200円引

ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333

Tiara MembersTiara Members

～舞台芸術をもっと楽しむつどい～

9/20 水
「グローリアス！～Glorious!～」公演ご招待

18:30開演　江東区文化センター　ホール

10/8 日 17:30開演（予定）　ティアラこうとう　大会議室

時　間：13：30～15：00　定　員：30名
会　場：ティアラこうとう中会議室　ほか
参加費：友の会／1,000円　一般／2,500円（全2回・ワンドリンク付）
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333　

1 8/19（土） 東京シティ・フィルについて・50回記念演奏会（夕
鶴）のことなど（講師：萩谷由喜子、志田明子）

2 10/14（土） オーケストラ with バレエについて
 （講師：石井清子、志田明子）

第２期はオーケストラを楽しみましょう。

サロン・ドゥ・ティアラ

ティアラ友の会

•チケット割引　•先行予約•会員情報紙の送付　など

どなたでもご入会いただけます。
入会金無料　年会費1,500円

会員募集中

スプリング
7/22(土)
第308回
14:00開演

パーセル（ブリテン編）／シャコンヌ（弦楽合奏のため
の）、ショスタコーヴィチ／ヴァイオリン協奏曲第1番、エ
ルガー／交響曲第1番
指揮：藤岡幸夫　ヴァイオリン：木嶋真優

オータム

9/8（金）
第309回
19:00開演

10/19（木）
第310回
19:00開演

12/28（木）
19:00開演

11/11（土）
第311回
14:00開演

ハイドン／オラトリオ「天地創造」
指揮：高関健　ソプラノ：安井陽子　
テノール：中嶋克彦　バス：妻屋秀和　
合唱：東京シティ･フィル･コーア　合唱指揮：藤丸祟浩
チャイコフスキー／イタリア奇想曲、ロココの主題によ
る変奏曲、交響曲第4番
指揮：飯森範親　
チェロ：岡本侑也

メンデルスゾーン／序曲「静かな海と楽しい航海」、
ブルッフ／スコットランド幻想曲、
メンデルスゾーン／交響曲第3番「スコットランド」
指揮：川瀬賢太郎　ヴァイオリン：郷古廉　
ハープ：平野花子

フランセ／クラリネット協奏曲　
ベートーヴェン／交響曲第9番ニ長調 作品125「合唱付き」
指揮：高関健　クラリネット：中舘壮志　
ソプラノ：小林沙羅　メゾ・ソプラノ：坂本朱　
テノール：与儀巧　バリトン：与那城敬　
合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮／藤丸崇浩）

©NHK©NHK

第2期

9月の連休はTiara Ballet Days。
東京シティ・バレエ団とティアラこうとうがお届けする、家族で楽しむバレエの祭典です。
大ホールのバレエ・コンサートのほか、ティアラこうとう内で様々なイベントを実施します。

お申し込み・お問い合わせ
●ティアラこうとうチケットサービス：TEL 03-5624-3333　
★東京シティ・バレエ団：TEL 03-5638-2720

会員の特典

入場無料

9/24 日

おかあさんといっしょ宅配便
「ガラピコぷ～小劇場」観覧希望者募集！

13:30、16：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール（5F）

　NHKでは、おかあさんといっしょ宅配
便「ガラピコぷ～小劇場」の観覧希望者
を募集いたします。
出演：ガラピコぷ～の仲間たち（チョロ
ミー、ムームー、ガラピコ）、うたのおねえ
さん※「おかあさんといっしょ」に出演し
ているうたのおねえさんではありません。
また、番組の収録はありません。
内容：キャラクターとうたのおねえさんによるステージ
申込方法：申込期間中に、NHKホームページ、または携帯サイトの専用フォー
ムからお申込ください。
〈PC、スマホ〉http://www.nhk.or.jp/event/
〈携帯〉メニュー→TV→NHK→観覧
申込期間：7/27（木）～8/15（火）　※応募多数の場合は抽選
問合せ：ハローダイヤル03-5777-8600（8:00～22:00　無休）

　1944年ニューヨーク、世界一オン
チな歌手、フローレンス・フォスター・
ジェンキンズの実話をもとに描いた、
ピーター・キルター作のオリジナル
傑作コメディです。
演出：鈴木勝秀　出演：篠井英介、水
田航生、彩吹真央
申込み：往復はがき（注：6月から124円）に①氏名②〒・住所③電話番号④
観覧希望人数（2名まで）⑤ティアラ友の会会員番号を記入し、〒135－0016　
東陽4－11－3江東区文化センター「グローリアス！～Glorious!～ご招待」係へ
締切：7月31日（月）必着（応募者多数の場合は抽選）
問合せ：江東区文化センター　☎3644－8111

ティアラ友の会会員および区内在住・在勤の方100組200名

　10/8（日）に行われる本公演オーケストラwithバレエ終了後、両団
との交流会を行います。オーケストラ団員による演奏・バレエ団員に
よるバレエの実演や、両団員との歓談、お楽しみ抽選会等を予定して
います。プロの芸術家と一緒に楽しみましょう。
日　時：10/8（日）　17:30～ 18:30予定
※公演終了後のため、多少前後あり。
会　場：ティアラこうとう　大会議室　参加費：500円（ドリンク代込み）
定　員：100名程度（要申込み、先着順）
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333
※公演情報は1面をご覧ください。

① ②

　「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、性別を問わず広く募集しま
す。オーディション合格後は、来年8月の本番に向けて約1年
間の稽古を実施。あなたも出演してみませんか。

　オーディションの前に、ミュージカル出演に必要なノウハウを学ぶワークショップを
実施します。
日時：9/16（土）～9/18（月・祝）9:30～17:00
※ダンス9:30～、歌唱12:30～、演技15:00～原則3コース（ダンス、歌唱、演技）を、3日間ご
受講いただきます。
募集対象：小学生以上大人まで50名
会場：豊洲文化センターレクホール（7F）　受講料：3,000円（3日間通し）
申込み・問合せ：豊洲文化センター　03-3536-5061　しめきり：8/31（木）

第一次オーディション（実技） 土

「みんなのミュージカル ホンク！ 2018」
出演者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！」ワークショップ

※第二次オーディションは第一次オーディション合格者のみ
■対象
①小学生～成人
②11月～来年8月までの毎週日曜の稽古、および集中稽古（8/14（火）～8/19（日））、舞
台リハーサル（8/21（火）～8/23（木））、本番（8/24（金）～8/25（土））に参加できる方。
■申込み・問合せ
みんなのミュージカル担当　Tel 03-3536-5061
所定の申込書に記入の上、窓口、または郵送、メールでお送りください。
郵送先：〒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　しめきり：9/20（水）
※所定の申込書は江東区内各文化センターに設置。または豊洲文化センター HP より
ダウンロードしてください。
※オーディション合格後の稽古には費用がかかります。
■本公演
公演日：2018年8/24（金）～25（土）1日2回公演、全4回を予定
会場：豊洲シビックセンターホール

10/7 第二次オーディション（面接） 日10/8

参加者募集！

参加費：2,000円

東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団と
東京シティ・バレエ団との交流会

Tiara Ballet Days
2017年 9月23日（土）、24日（日）　ティアラこうとう

ティアラ バレエ デイズ

大ホール

大ホールホワイエ

●東京シティ・バレエ団　カンパニークラス見学会　13：00～（予定）

大会議室 ★大人のためのバレエ・エクササイズ　時間11：00～　￥3,000

中会議室

大会議室

「白鳥の湖」の世界へようこそ
•東京シティ・バレエ団「白鳥の湖」コスチューム展示
•舞台写真パネル展示　ほか

大ホール

9/24（日）

9/23（土）

●東京シティ・バレエ団のバレエコンサートVol.3
　～バレエの名作と共におくるパパと娘の素敵な物語～

中会議室 ★バレリーナになろう！　写真撮影　￥1,000

ほかにも、（株）チャコットによるイベントや、
バレエ関連グッズの販売を予定しています！！

小ホール ●「『白鳥の湖』～大いなる愛の讃歌～」上映会　
　時間11:00～　入場無料

詳細2面

詳細1面

東京シティ・バレエ団から生まれたユ
ニット

「バレエ・フェアリーズ」も登場！

軽食＆スイーツ販売など、楽しい企画
がたくさん！

東京シティ・バレエ団から生まれたユ
ニット

「バレエ・フェアリーズ」も登場！

軽食＆スイーツ販売など、楽しい企画
がたくさん！

萩谷由喜子 志田明子 石井清子

●おどってみよう！　バレエ体験
★東京シティ・バレエ団　体験レッスン　①60分、②③90分
①バレエ・レッスン（小学1～3年生）　時間13:30～　￥2,500
②プリンシパルが教えるバレエ・レッスン（小学4年生～中学生）
　時間15:00～　￥4,000
③プリンシパルが教えるバレエ・レッスン（高校生以上）　
　時間17:00～　￥4,000

★バレリーナになろう！　写真撮影　￥1,000
•衣裳、トウシューズを身に着けて、ポーズをとって撮影します。
　東京シティ・バレエ団のダンサーがお手伝いします。

★大人のためのバレエ・エクササイズ　時間15:00～　￥3,000
•バレリーナが普段行っているストレッチなどを一緒に行います。

●★のイベントは事前申し込みが必要です（先着順）
※時間は変更になる場合があります。


