
金平糖の女王
コクリューシュ王子
クララ
客間のクララ
くるみ割り人形
ドロッセルマイヤー
ねずみの王様

清水愛恵
キム・セジョン
庄田絢香
村上楓果★

福田建太
青田しげる

春野雅彦

中森理恵
中弥智博
松本佳織
池田萌恵★

吉留諒
黄凱

※配役及び出演者は変更になる場合があります。
★はティアラ“くるみ”の会の出演者です。

主な配役 22・24日 23日

1/13
1/27　　
1/27　　・28
2/１0
2/24

新発売
金

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。

20 17 vol.272 Nove
mb

er11

P A P E R

先行
11/9 木

11/10

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

27日16:00、28日15：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／3,600円　一般／4,000円全席自由

1
27
土

28
日

今月の先行予約公演NEW

土
土

土 日
土
土

▼11/9　先行木

第35回江東オペラ公演　歌劇「愛の妙薬」

13
土

18:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

1

全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

14：30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定

木村大ギター・コンサートvol.2
“GuitaLele４×６”

友の会／4,050円（当日4,500円）　一般／4,500円（当日5,000円）

24
土

15：00開演　ティアラこうとう　小ホール

2

全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円

　新しい年になりました。とかく意のままにならない世の中ではありますが、還暦を過ぎても
好きな歌を歌っていられるのは幸せな事でしょう。
　今年はどうなるのか…。わからなくても希望を抱き、この世に向かって歌っていきたいです。
　どうぞ新しい年、新しいハコを見てください。
　カメリアホールに感謝 です。　̶山崎ハコ

　今回の寺子屋クラシックスでは、“あぶないピアニスト”米津真浩
さんを講師に招き、作曲家ショパンの魅力に迫ります。ピアノの詩
人が作曲した、多くのピアノ曲の中でも最も有名な「ノクターン」の
知られざる秘密など、同じくピアニストでもある加羽沢美濃さんと
演奏を交えてレクチャーします。

66
歳以上対象

先行
11/9 木

先行
11/9 木

先行
11/9 木

先行
11/9 木

先行
11/9 木

　弱冠17歳、彗星の如くデビューを果たし、1stアルバム『THE 
CADENZA17』で６万枚のセールスを記録した国際ギターコンクー
ルの最年少受賞歴を持つギター界のプリンス・木村大。世界的ウク
レレ奏者ジェイク・シマブクロとも共演を果たす“ハワイのグラミ
ー賞”を受賞した話題のウクレレ奏者・名渡山遼。この二人の天才の
競演から生み出される異彩を放つサウンドにご期待ください。

ティアラ・クラシックス2018
寺子屋クラシックス
～作曲家ショパンの魅力～

2018・山崎ハコ　新年LIVE

指揮：伊藤薫 
出演：土師雅人、津久井佳男、高山由美、中野瑠璃子、
山口邦明、相原嵩　ほか 出演：玉川奈々福、沢村豊子、田島空

14：０0開演　亀戸文化センター　カメリアホール

1
27

　2018年も疾風怒涛なるか?! 無敵のコンビ、浪曲師・奈々福＋
曲師・豊子による浪曲ライブに、2016年にたった一度だけ上映
された玉川奈々福の幻のドキュメンタリー「キネマ更紗」（田島
空監督作品）を再上映。
　予期せぬことが次々と起こった怒涛の記録に未公開シーンを追
加した新編集でお届けします。奈々福と監督による秘話トークもあり。一粒で二度
おいしい！キネマ＆ライブ。どうぞ、たくさんのご来場をお待ち申しております。

　名アリア"人知れぬ涙"が演奏されるイタリアオ
ペラブッファの金字塔。村のアイドル アディーナ
の愛を手に入れるため奮闘するネモリーノの笑い
と涙の物語。ボルドーワインは愛の妙薬。字幕付き
公演でどなたでもお楽しみいただけます。

土

玉川奈々福のキネマ＆ライブ
～てんやわんや、怒涛の1128日！～

2018・山崎ハコ 新年LIVE
玉川奈々福のキネマ＆ライブ～てんやわんや、怒涛の1128日！～

木村大ギター・コンサートvol.2 “GuitaLele４×６”
寺子屋クラシックス～作曲家ショパンの魅力～ 

第35回江東オペラ公演 歌劇「愛の妙薬」

10
土

2

出演：山崎ハコ（Vo,Gt）、安田裕美（Gt）
曲目（予定）：気分を変えて、サヨナラの鐘、縁(えにし)　ほか

66
歳以上対象

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

友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各500円増全席指定

12
17

　第3弾はギタリスト益田正洋さんとのデュオ。ヴァイオリン
とギターのデュオは珍しいと感じる人もいるかと思いますが、
室内楽として昔からよく演奏されています。響きの良いティ
アラこうとう小ホールではまさにピッタリの編成です。共演
歴が10年にも及ぶ2人、息の合った心地良い音楽は必聴です。

日

～小野明子＆フレンズ～Vol.3
小野明子＆益田正洋　デュオ・リサイタル

66
歳以上対象

22日18：30、23日16：00、24日15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／ S席4,500円、A席4,000円、B席3,500円　一般／ S席5,000円、A席4,500円、B席4,000円　※友の会割引6枚まで全席指定

12
22

　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。

金

23
土・祝

24
日

東京シティ・バレエ団／
ティアラ“くるみ”の会　
第32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：福田一雄　合唱：江東少年少女合唱団　
構成・演出・振付（イワーノフの原型による）：石井清子　
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　

出演：小野明子（ヴァイオリン）、益田正洋（ギター）
曲目：エルガー／愛の挨拶、ジュリアーニ／セレナーデop.127、ピ
アソラ／タンゴの歴史、モンティ／チャールダーシュ　ほか

木村大 名渡山遼

加羽沢美濃

山崎ハコ

伊藤薫 土師雅人

米津真浩

出演：木村大（ギター）、名渡山遼（ウクレレ）
曲目（予定）：スペイン民謡／禁じられた遊び、チック・コリア／スペイン、
松田聖子／赤いスイトピー、スティング／シェイプ・オブ・マイ・ハート、
アル・ディ・メオラ／地中海の舞踏～リオ・アンチョ　ほか

出演：加羽沢美濃（作曲・ピアノ）、米津真浩（ピアノ）
曲目（予定）：ショパン／ノクターン第２番 変ホ長調 作品9-2、スケルツォ
第３番 ロ長調 作品31、バラード第１番 ト短調 作品23　ほか

撮影：多田裕美子

撮影：鹿摩隆司

44
歳以上対象

44
歳以上対象

曲目（予定）：「いちご白書」をもう一度、この広い野原いっぱい、卒
業写真、サボテンの花、あの素晴らしい愛をもう一度、メンデルスゾ
ーン／ピアノ三重奏曲 第1番 第1楽章　ほか

12：０0開演　ティアラこうとう　大ホール

1
24

　50代、60代にとっての昭和フォークは、まさに名曲の宝庫
です。今回 ザ・フレッシュメンは“「いちご白書」をもう一度”
を始めとして、心の歌声を、ヴァイオリン、チェロ、ピアノで
切々と聴かせてくれます。勿論、メンデルスゾーンのピアノ・
トリオも必聴です。

水

ティアラ　ワンコインコンサート2018
ザ・フレッシュメン　
昭和フォーク名曲クラシックス

友の会・一般／500円全席自由 ザ・フレッシュメン

14:00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
友の会／900円　一般／1,000円全席指定

12
17
日

豊洲フレッシュアーティストサポート公演2017
ソプラノ・ヴァイオリン・ピアノによる
ジョイントコンサート

出演：北角恵子（ソプラノ）、宇賀神朋子（ヴァイオ
リン）、本村裕香（ピアノ）
曲目：プッチーニ／歌劇「つばめ」より『ドレッタの夢』、
J.S.バッハ／「無伴奏ヴァイオリンソナタ第３番」より、
シューマン／幻想小曲集作品１２より「飛翔」　ほか

　豊洲から羽ばたく若手アーティストを支援
するコンサート。フレッシュな演奏をお楽し
みください。

66
歳以上対象

北角恵子 宇賀神朋子 本村裕香

23日 残席わずか

小野明子
益田正洋　
ⒸHideyuki Igarashi



新発売
金11/10

新発売
金11/10

新発売
金11/10

C IN EM AC IN EM A 1
12
金

18:０0開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円

66
歳以上対象

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／3,400円　一般／3,800円

国本武春追悼公演 
「語り継ぐ武春浪曲」

12
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 1,700円　一般 1,900円（全4回分）

江東シネマ倶楽部

11/25（土）～3/24（土）

　昭和の名画を楽しむ「江東シネマプラザ」。江東シネマ倶楽部に入会
いただくと11～3月の上映会を予約なしでご鑑賞いただけます。また、
上映会のときには、上映映画に関するちょっとした話などを掲載した
「江東シネマ倶楽部だより」をお配りします。

会員募集

11/25㈯
1/27㈯
2/24㈯
3/24㈯

水戸黄門漫遊記☆
天城越え
友情
愛と死の記録★

千葉泰樹
三村晴彦
宮崎晃
蔵原惟繕

森繁久彌、宝田明、高島忠夫
渡瀬恒彦、田中裕子、平幹二朗
渥美清、中村勘三郎（十八代目）、松坂慶子
吉永小百合、渡哲也、佐野浅夫

日程 監督作品名 出演

★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　
当日券は開演時間15分前から販売

11/25
（土）

監督：千葉泰樹　出演：森繁久彌、宝田明　ほか

江東シネマプラザ11月（昭和44年／95分）
「水戸黄門漫遊記」

午前の部 11：00 午後の部 15：00

午後の部 15：00午前の部 11：00

ティアラマンスリーコンサートＶｏｌ．198
日本に伝わるお伽噺と曲Ⅰ

出演：木乃下真市、松橋礼香
　　　BOK・SUI ／はせみきた、朱鷺たたら、新澤健一郎
ナビゲーター：神田京子

出演：花岡詠二スヰング・ショッツ｛花岡詠二（クラリネット・サックス）、
武田将（ヴァイブラフォン）、佐久間和（ギター）、山本琢（ピアノ）、加
藤人（ベース）、竹内武（ドラムス）｝、アンサンブル・ダ・コーエ
曲目：花、春の小川、浜辺の歌、ス・ワンダフル、クラリネットボルカ、
モーツァルトソナタ、ラデツキー行進曲、美しく青きドナウ　ほか

出演：谷山浩子

出演：高石ともや、坂本健（バンジョー）、村尾あい
出演：国本武春（映像出演）、国本晴美、富士路子、玉川奈々福、
　　　玉川太福、東家一太郎、国本はる乃　ほか

原作：山本周五郎　脚本：矢田弥八　演出：鈴木龍男
出演：井口貴子、髙橋典子、坂口進也、高橋ひろ子、永井誠、
鶴山知子、出口彰紀、矢口博旅香、島影昌幸、横幕和美、村瀬知之

1
6
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／3,150円　一般／3,500円　※当日各500円増

　毎年恒例の新春企画も今回で7回目を迎えます。
　和楽器の世界をリードする賢者たちがここに集結。津軽三
味線、和太鼓、篠笛…、新春をいろどる響きをご堪能くださ
い。語り部と
して女流講談
師の神田京子
が皆様を和の
世界へご案内
いたします。

　デビュー 45周年を迎えた
谷山浩子のコンサート。
　高い音楽性と詩の世界は
根強いファンに長く支持され
続けています。今年もピアノ
の弾き語りでたっぷりお届け
します。

新春・邦楽「和っしょい」

11
23

木・祝

24
金

25
土

26
日

23日14:00、24日14：00・19：00、25日14：00・18：30、
26日12：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／3,900円　一般／4,300円　※当日各500円増

　桶屋の弥六は底抜けの怠け
者。皆に愛想をつかされる。そ
こに辰巳芸者のゆうれい染次
が現れ夫婦になることに。そし
てお金稼ぎに染次が考えたの
が「ゆうれい貸屋」。

　国本武春トリビュート公
演。浪曲界の超新星からベ
テランまで武春浪曲を熱演。
浪曲のみならず、日本の話
芸を革新した“国本武春”。
　時代を超えて愛される、
武春の代表作品を浪曲師が
口演、武春は映像で出演！

　「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。
　恒例の年忘れコンサートは
毎年好評を得ています。

座☆吉祥天女　第13回公演　
ゆうれい貸屋

12
16
土

17:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／5,220円　一般／5,800円

谷山浩子コンサート2017

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

元禄九年、常陸の国の水戸黄門光圀
公は百姓隠居の光右衛門を名乗り、
いやがる家臣の助三郎、格之丞を引
連れて諸国行脚の旅に発った。箱根
の関所にさしかかる頃からペースが
乱れて来た。たかという美女に出会っ
たからである…。

12
16
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／4,500円　一般／5,000円

高石ともや　
年忘れコンサート2017

第一部：「赤ん坊婆さん｣　若返りの
水を飲みすぎて赤ん坊になってしまっ
たおばあさんのお話し。
出演：五箇恵美子（語り）、中優子（ピアノ）、多賀優子（脚色・作曲）
第二部：「日本の曲メドレー」さくらさくら、荒城の月　ほか
出演：青山道子（マリンバ）、本村佳子（ピアノ）
第三部：「鉢かづき姫」　母のかぶせた鉢のおかげで幸福になっ
た姫君のお話し。
出演：五箇恵美子（語り・歌・脚色）、中優子（ピアノ）、多賀優子（作曲）

1
14
日

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

　懐かしい日本歌曲＆スイング、nostalgicなひとときを！ 　昔々で始まる日本のお伽噺を語り
と歌で、日本の歌や民謡のメドレーを
マリンバの演奏でお贈りします。

花岡詠二プレゼンツ
新春 室内楽＆スイング・コンサート

66
歳以上対象

33
歳以上対象

「水戸黄門漫遊記」Ⓒ東宝「水戸黄門漫遊記」Ⓒ東宝

古石場文化センター
大研修室会場12/16（土）、17（日）

林家たい平 「素晴らしき哉、人生！」©2017  IVC,Ltd All Right Reserved.

江東シネマフェスティバル　
名作映画鑑賞をご家族で

66
歳以上対象

　深川が生んだ世界の巨匠・小津安二郎監督にちなんだ映画祭も今年で11
回目を迎えました。今年は小津監督作品はもちろん、弁士付き映画など、幅広
く名作・傑作を取り揃えました。また、上映映画と共にお楽しみいただけるゲス
トトークやミニコンサートを同時開催します。さらに「こども向けプログラム」
や地元商店による深川の名物や物産の販売「ことみせマーケット」も実施しま
す。ぜひ、ご家族揃ってお出かけください。

全席自由　友の会／一般　2日間通し券2,000円、
1回券友の会450円・一般500円、当日友の会500円・一般700円
学生・障がい者1回券 各200円引

「マエストロ！」
小林聖太郎／松坂桃李、miwa、西田敏行
（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団オープニングスペシャルコンサート）

「もういちど」
板屋宏幸／林家たい平 、福崎那由他 、富田靖子
（ゲストトーク／映画監督・板屋宏幸、落語家・林家たい平）

「キートンのセブン・チャンス」　弁士：澤登翠☆
バスター・キートン／バスター・キートン、ロイ・バーンズ
（新垣隆ピアノコンサート～音楽と映画と楽しいお話～）

10:00

14:20

17:40

開演時間 「作品名」／監督／出演（ゲスト・イベント）
12/16（土）

「風の中の牝雞」★
小津安二郎／佐野周二、田中絹代、笠智衆
（ゲストトーク／文筆業・米谷紳之介）

「素晴らしき哉、人生！」
フランク･キャプラ／ジェームズ・スチュワート 、ドナ・リード
（ゲストトーク／映画パーソナリティ、午前十時の映画祭作品選定委員・襟川クロ）

「四十七人の刺客」☆
市川崑／高倉健、中井貴一、宮沢りえ 
(ゲストトーク／芸道殺陣「波濤流」高瀬道場顧問・高瀨將嗣）

10:00

12:30

15:45

開演時間 「作品名」／監督／出演（ゲスト・イベント）
12/17（日）

★：視覚障がい者のためのFM放送による音声ガイド付き上映。貸出ラジオは要予約。
☆：フィルム上映

高石ともや
国本武春

出演：桂よね吉、茂山千五郎　ほか

1
26
金

18:30開演　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　※当日各500円増

　桂よね吉と茂山千五郎による落語と狂言。落語と狂言がコラ
ボレーションした落言の上演。あえて「笑えない」演目で真剣勝
負します。

よね吉･千五郎ふたり会
「笑えない会～Legacy～」

66
歳以上対象

桂よね吉桂よね吉 茂山千五郎茂山千五郎

曲目：Over the Rainbow、Stardust　ほか
出演：佐脇武則、北川アキ、掘北やこ、MIRANO、西村協、
　　　出口誠カルテット　ほか

12
15
金

18：30開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／2,700円　一般／3,000円

　区内在住のアルトサックス奏者・佐脇武則プロデュース
公演です。前回好評のミュージカルと映画音楽をテーマにし
たジャズ音楽です。ジャズがお好きな方から初体験の方まで
おすすめの公演です。

佐脇武則ｐｒｅｓｅｎｔｓ
JAZZで聴くミュージカルと映画音楽Ⅱ

66
歳以上対象

佐脇武則佐脇武則 北川アキ北川アキ 堀北やこ堀北やこ 西村協西村協MIRANOMIRANO 出口誠出口誠

12
10
日

14:０0開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円

ふるさとこうとう音楽のつどい　Vol.24
ベートーヴェン「第九」

指揮：土田政昭　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
出演：鳥海仁子（ソプラノ）、池端歩（アルト）、高柳圭（テノール）、
　　　狩野賢一（バス）
曲目：ベートーヴェン／交響曲第九番二短調「合唱付き」、チャイ
コフスキー／幻想的序曲「ロメオとジュリエット」

☆35ミリフィルム上映

　０歳から入場OK！クラシックからアニメの曲まで、親子一緒
に楽しみましょう。ゲストに東京シティ・バレエ団のバレエダン
サーも登場します。天井が高く生演奏に最適な会場で、身体
いっぱいに音の響きを感じてみませんか。
（公演時間　各回とも約60分）

12
17
日

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／900円　一般／1,000円　小学生以下500円　

※3歳以上は有料です。3歳未満のお子様でもお席が必要な場合は、
チケットをお求めください。　※おむつ替え、授乳スペースあり。

東京シティ・フィル　ピックアップメンバーによる
親子で楽しむポピュラーコンサート２０１７

残席わずか
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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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

寄席　都笑亭Vol.114
12/8（金） 18:３0開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

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 4,100円／一般 4,600円
残していきたいフォークソングと、人間味溢れるオリジナル曲を歌い続けている「なぎら健壱」が、カメリア
ホールでは13回を数える、コンサート。歌の合間の絶妙なトークも冴えわたります。
出演：なぎら健壱　演奏：OWNRISK ／松本典明・叶沢伸明・雨宮直己・GOBOH鈴木

なぎら健壱 コンサート2017 ～下町情歌Part.13～

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 1,300円／一般 1,５00円
合唱曲「遥かな友に」でおなじみの磯部俶先生の生誕100年を記念して行われます。磯部俶先生の合唱曲を
14の合唱団が歌います。　出演：いそべとし男声合唱団、湘南女声合唱団、中富良野混声合唱団コール・フ
ローラ　ほか　曲目：遥かな友に、ふるさと、時無草　ほか

磯部俶生誕100年記念 合唱の集い

33
歳以上対象

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会 1,100円／一般 1,300円
パティシエ鎧塚俊彦氏が審査するアマチュアのお菓子コンテストと講演会をドッキングさせたイベント。
出演・審査員：鎧塚俊彦（「Toshi Yoroizuka」オーナーシェフ）、中川二郎（「パティスリーキャロリーヌ」オ
ーナーシェフ）、大久保洋子（元実践女子大学教授）、コンテスト出場者

第４回クッキング・フェスタ ～アマチュア焼き菓子・蒸し菓子コンテスト＆講演会～

66
歳以上対象

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会 2,250円／一般 2,500円　※小学生以下無料
ロカビリー一筋40年！「ロカビリー伝承者」と言われる、ビリー諸川が登場します。セットリスト（予定曲
目・曲順）がない、その場の雰囲気で繰り出されるオールディーズの数々を存分にお楽しみください。　
出演：ビリー諸川＆ハーヴェストムーン

電撃！還暦！ロカビリー！ ビリー諸川Birthday特別記念ライブ

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 3,150円／一般3,500円　※当日各500円増
稀代の津軽三味線奏者、久保木脩一朗が贈る邦楽エンターテイメント！哀愁溢れる津軽の伝統曲から迫力
あるオリジナル曲まで、和の真髄をお楽しみください。　出演：久保木脩一朗、久保木ユキ子、久保木一如、
久保木和一朗、久保木啓一朗（津軽三味線）、米谷和修（尺八・篠笛）、荻野哲也（和太鼓）

津軽三味線 脩一朗＆大地 ～和の真髄～

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　全席指定　友の会 3,600円／一般4,000円／学生（小学生～高校生）2,000円
豪華な衣装と奇跡の歌声でお馴染みのチャーミングな男性ソプラノ歌手、岡本知高が豊洲に降臨！優雅な
ひと時をお届けします♥　曲目（予定）：誰も寝てはならぬ、カッチーニのアヴェ・マリア　ほか

岡本知高 アフタヌーン音楽会

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 4,000円／一般4,500円
朝の連続テレビ小説「ひよっこ」で大注目の白石加代子と変幻自在の個性派俳優・佐野史郎の強力タッグによる朗読劇。　
演出：小野寺修二　出演：白石加代子、佐野史郎　上演台本：「乗越駅の刑罰」笹部博司、「ベーコン」佐野史郎　演目：第一ラ
ウンド　筒井康隆 作「乗越駅の刑罰」（新潮文庫刊『懲戒の部屋』より）　第二ラウンド　井上荒野 作「ベーコン」（集英社文庫）

白石加代子女優生活50周年記念公演 笑った分だけ、怖くなるVol.2

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　全席指定　友の会 5,400円／一般 6,000円
プリンシパルダンサー西島数博プロデュース公演第2弾は、異ジャンルのパフォーマーとミュージシャン
の超新感覚スーパーダンスライブ！
第1部：「特別推薦ダンサーによるエキシビション」　第2部「コラボレーションライブ」

TOYOSU DANCE LIVE 2017 ー心が舞う祭典ー　華麗なる躍動と感動のライブ！

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 4,000円／一般 4,500円
元嫁と元姑が同居!? 正反対の女ふたりの奇妙な生活！ひょうたのデビュー作であり、2004年に第10回劇
作家協会新人戯曲賞を受賞した本作。演出は、劇団ONEOR8の田村孝裕がつとめます。
作：ひょうた　演出：田村孝裕　出演：岡本麗、鶴田真由　

トム・プロジェクト プロデュース 東おんなに京おんな

ご好評につき次の公演は完売いたしました。
● 春風亭小朝プロデュース　新春寄席　小朝・昇太・ナイツ　（1/6ティアラこうとう　大ホール）

完
売
情
報

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

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 1,800円／一般 2,000円／高校生以下 1,000円
出演：鶴岡亜紀（ピアノ）、安村唯（フルート）、土屋光（ヴァイオリン）、辻祥子（ヴァイオリン）、日比野照加（ソプ
ラノ）、本村裕香（ピアノ）　曲目：サンサーンス／動物の謝肉祭より抜粋水族館、白鳥、フィナーレ、序奏とロン
ド・カプリチオーソ、ショパン／ノクターン遺作

ティアラマンスリーコンサートVol．196 仲間と奏でるハーモニー

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　昼の部（0歳から入場OK）　友の会 2,500円／一般 3,000円／こども
（3歳～小学生） 1,500円／親子ペア券 （一般1人＋こども1人）3,500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。　全席指定　夜の部（6歳以上）　友の会 5,200円／一般 5,800円
TBSドラマ｢コウノドリ｣の音楽を担当しているピアニスト清塚信也が、コウノドリの世界観を再現します。　出演：清塚信也

TBS系 金曜ドラマ 「コウノドリコンサート」 performed by 清塚信也

44
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 1,500円／一般 1,800円／大学生以下 1,200円
江東区内の中・高・大学生と区内在住のジャズクラリネット奏者、花岡詠二氏率いるプロミュージシャンの共演による、
ジャズフェスティバル。　出演：中村中学校・高等学校吹奏楽部、東京都立東高等学校吹奏楽部、芝浦工業大学カレッ
ジソサエティジャズオーケストラ、花岡詠二ＫＯＴＯ・ＪＡＺＺオールスターズ　合同演奏：Sing,Sing,Sing

花岡詠二プレゼンツ KOTOユースジャズフェスタ2017

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 3,600円／一般 4,０00円
中国・香港・台湾での大ヒット曲「リンダ」「一路上有你」等のオリジナル曲と、世代・時代・ジャンルを越え皆
さんの心に生き続ける名曲たちを、カタヤマケイジの歌と楽しいお喋りでお贈りします！

カタヤマケイジ・コンサート2017 “情熱”～数々の名曲たちと共に～

ティアラこうとう　中会議室　全席自由　友の会 1,350円／一般 1,500円（3歳～大人） ※2歳以下無料 
舞台が箱ごと回転する奇想天外の人形劇。「よろず劇場とんがらし」による大人もこどもも楽しめる一人芝居で
す。折りたたみのできる物差し「折り尺」を使ったショートプログラムもお楽しみに。
主催：ＮＰＯ法人江東子ども劇場

よろず劇場とんがらし 「さんまいのおふだ へびになりたくなかったへび」

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 4,000円／一般 4,500円　※当日一律5,000円
スチールギター界第一人者藤井三雄と若手実力派シンガー田村大介をゲストに迎え、カントリー＆ウエスタン
名曲の数々を石田美也の歌とシティライツの演奏で楽しくお届けします。　
出演：石田新太郎とシティライツ、石田美也　ゲスト：藤井三雄、田村大介

カントリー＆ウエスタン I SAW THE LIGHT Vol．44

44
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6,750円、A席4,500円／一般 S席7,500円、A席5,000円
古の都に映える、冬の芸術̶　マリインスキー劇場のプリンシパルとして活躍した、若き芸術家アンドリアン・
ファジェーエフ筆頭、ロシアが誇るバレエ劇場が来日。　
芸術監督：アンドリアン・ファジェーエフ　作曲：P.チャイコフスキー　振付：M.プティパ、L.イワノフ

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ 「白鳥の湖」全幕

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5,850円、A席4,950円／一般 S席6,500円、A席5,500円
大ヒット曲「南部蝉しぐれ」や「峠越え」をはじめ、日本一を獲得した民謡仕込みの歌唱力で多彩なステージをお
届けします！東北なまりのトークで心もあったか！
曲目（予定）：南部蝉しぐれ、峠越え、おかげさま、北の出世船、母ちゃんの浜唄　ほか

福田こうへいコンサートツアー２０１８ ～真心伝心～

66
歳以上対象

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」のクリスマスコンサート。今回は今まで皆様か
ら要望のあった、“もう一度聴きたい曲”を演奏します。　指揮：山本武雄　曲目：クリスマスフェスティバル、
G線上のアリア、ストライク アップ ザ バンド、ディズニーファンタジー　ほか

東京ブラスソサエティ創立45周年記念 第45回クリスマスコンサート “皆様に感謝をこめて”

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 3,150円／一般 3,500円
テノールとバリトンによるデュオ・コンサート第三弾。オペレッタなども取り入れ、男の愛とロマンを豪快にそし
て繊細に謳い上げます！！　出演：千代崎元昭(テノール）、門倉光太郎（バリトン）、豊田華子（ピアノ）
曲目（予定）：ビゼー /歌劇「真珠取り」より、プッチーニ/歌劇「ラ・ボエーム」より　ほか

ティアラマンスリーコンサートＶｏｌ．197 男たちのデュオコンサート　パートⅢ ～男の愛とロマンを謳う～

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 2,700円／一般 3,000円
今年はベートーヴェン後期作品から、「第九」交響曲と作曲年代も近い、第12番と第13番の2曲を演奏します。　出演：山口裕之（第1ヴァイオリン・東京音楽
大学教授）、丹羽道子（第2ヴァイオリン・江東フィルハーモニー管弦楽団トレーナー）、臼木麻弥（ヴィオラ・東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団主席奏者）、
銅銀久弥（チェロ・ＮＨＫ交響楽団次席奏者）　曲目：ベートーヴェン／弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 op.127、弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 op.130

さくら弦楽四重奏団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 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：飯守泰次郎　ヴァイオリン：青木尚佳　曲目：モーツァルト／歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲、ベートーヴェ
ン／ヴァイオリン協奏曲、チャイコフスキー／交響曲第6番「悲愴」

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 第52回ティアラこうとう定期演奏会

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 2,700円／一般 3,000円／学生 2,000円　※当日一般・学生500円増
2007年スペイン留学を終え、全編即興演奏による帰国デビューリサイタルから10年を迎える國松が、デ
ビュー 10周年記念コンサートを行います。　出演：國松竜次(ギター )　曲目：バリオス／大聖堂、ピアソラ
／オブリビオン、山田耕筰／赤とんぼ、國松竜次／エレガントワルツno.1　ほか

國松竜次ギターリサイタル ～デビュー10周年記念コンサート～

料金：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）：河内家るぱん　ほか
※チケット取扱いは豊洲文化センターのみ

そ
の
他
の
施
設 

公
演

あずま きょう

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：小宮孝泰（コント赤信号）（11/14（火））、古今亭文菊（12/7（木））

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
11/14（火） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

12/7（木） 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。

12/3（日） 14:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場
料金：全席自由　友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円（当日500円増）
東北六県に華を咲かせるという意味の「六華亭」。東北弁での古典落語、民話
のアレンジ、まくらの部分もおなかを抱えて笑えます。一度見た人が即ファン
になるという六華亭遊花の、「ほろっと」素朴な暖かみがある東北弁をぜひお
楽しみください。
出演：三遊亭遊三、三遊亭小遊三、六華亭遊花、ニードル

RAKUGOもんすたぁず
12/3（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室

東北初の定席「花座」応援寄席

第4回魅知国（みちのく）東京寄席

料金：全席自由　友の会・一般／ 1,800円（当日200円増）
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

六華亭遊花六華亭遊花三遊亭遊三三遊亭遊三 左から柳家燕弥、柳家小傳次、春風亭三朝、古今亭志ん陽左から柳家燕弥、柳家小傳次、春風亭三朝、古今亭志ん陽三遊亭小遊三三遊亭小遊三 ニードルニードル 桂九雀桂九雀 古今亭文菊古今亭文菊小宮孝泰小宮孝泰

66
歳以上対象

昼の部残席僅か

残席わずか



66
歳以上対象
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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

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11月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号12月号は11月29日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計5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

〈しめきり〉11/30（木）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
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5,670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
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

オータム

12/28（木）
19:00開演

11/11（土）
第311回
14:00開演

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

ウインター

1/20（土）
第312回
14:00開演

2/17（土）
第313回
14:00開演

3/17（土）
第314回
14:00開演

～ブラームス交響曲全曲演奏シリーズⅠ～
ブラームス／交響曲第４番　ホ短調　作品98
ブラームス／交響曲第2番　二長調　作品73
指揮：飯守泰次郎

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第４番　ト長調　作品58
ラヴェル／スペイン狂詩曲
ラヴェル／高雅にして感傷的なワルツ
ラヴェル／ラ・ヴァルス
指揮：高関健　ピアノ：マティアス・キルシュネライト

～バーンスタイン生誕100周年記念プログラム～
バーンスタイン／「キャンディード」序曲
バーンスタイン／セレナーデ（プラトンの饗宴による）
バーンスタイン／「ウェスト・サイド物語」よりシンフォニック・ダンス
バーンスタイン／ディヴェルティメント
指揮：高関健　ヴァイオリン：渡辺玲子

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番ニ短調 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）

花岡詠二プレゼンツ ＫＯＴＯユースジャズフェスタ２０１７

１年ぶりの公演となりますが、まずこの公演はどういった内容な
のでしょうか。
最近は吹奏楽ブームで目を見張るものがありますね。ただ音楽
は競争で1位、2位を決めるものではなく一緒に楽しむ共同作業
です。コンクールでの入賞は最終目標ではなく、よく頑張りました
ね、と云う一つの通過点です。その様な普段目標としているとこ
ろから少し離れ、ジャズを一緒に楽しもう、経験してみようとのこ
とから始まった公演です。
今年は全ての学校がビッグバンド形式で演奏するとのことです
が、この形式はどういったものでしょうか。
ジャズ史において小編成から始まったものが大都会に進出する
と共にダンス･ホールなどで、より音量を求められるようになった
ところから始まったジャズ・バンドのオーケストラ版です。初期は
色々な編成が存在しましたが、現在はトランペット、トロンボーン
各4本、サックス5本＋ギター、ピアノ、ベース、ドラムスの4リズム
が標準です。そこにクラリネットやフルートが加わったりします。
これまで、プロの方々も色々なアイディアを出してくださってい
ますね。
なるべく吹奏楽に携わる皆さんが関心を持てる様な楽器編成を

考えたり、又ヴァイブラフォン、バンジョー等の楽器の面白さや楽
しさを目の当たりにして欲しいとも思い、メンバー同士アイディア
を出し合っています。
この公演ならではの見所、聴き所がたくさんありますね。
出演の彼らが我々プロ･ミュージシャンと、そして各学校の仲間
たちと一緒に音楽を楽しむ本当に良い機会であり、そのような若
者たちの元気で楽しげなステージを目の当たりに出来る貴重な
ひと時です。
最後に友の会の皆様、区民の皆様へメッセージをお願いいたし
ます。
音楽に限らずです
が、何と言っても“生”
です。無機質なもの
ではなく、生身の人
間が演じているもの
に接したら元気にな
ること請け合いです。
是非、足をお運び下さい。楽しいですよ!!

※公演情報は３面をご覧ください。
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① ② 1.舟木一夫コンサート2017
（4/13ティアラこうとう大ホール）
サイン色紙／4枚

2.佐脇武則presents
　ＪＡＺＺで聴くミュージカルと映画音楽
（6/23森下文化センター多目的ホール）
CD／1枚

11/19 日

～日本のこころ・親子の絆プロジェクト～
親子でたのしむ世界の子守唄・童謡

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料　※要事前申込み
　親子の絆が希薄になった現代、家族が一緒になって歌をきき、一緒に
声をそろえて歌いましょう。日本・中国・ロシア・ハワイなど世界中の
子守唄や童謡をお楽しみください。
出演予定：西舘好子（日本子守唄協会理事長）、パティオ・イカウイイ
（ハワイ出身歌手）、星星（中国出身歌手）、稲村なおこ（歌手）、西山琴
恵（歌手）　ほか　
申込み：NPO法人日本子守唄協会　電話03-3861-9417

12/17 日
江東少年少女合唱団クリスマスコンサート

15:00開演　江東区文化センター　レクホール
全席自由　入場無料　当日直接会場へ
　江東区文化センターで活動している江東少年少女合唱団のコンサートです。
5歳から高校生のこどもたちがクリスマスソングをはじめ冬にぴったりの歌をお
贈りします。天使の歌声で楽しいクリスマスを！
出演：江東少年少女合唱団、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
曲目：クリスマスメドレー、どこまでも（「モアナと伝説の海」より）　ほか

12/3 日
江東シティオーケストラ第47回定期演奏会

14:０0開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料　当日直接会場へ

　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
越しください。
指揮：藤本宏行　曲目：チャイコフスキー /交響曲第１番「冬の日の幻想」
チャイコフスキー /バレエ「くるみ割り人形」より
※開場の1時間前よりホール入口前にて整理券の配布を開始致します。（入場には整
理券が必要です。満席の場合は入場をお断りする場合があります。）

12/15 金

日立ソレイユ室内合奏団
クリスマスファミリーコンサート

18:15開演　江東区文化センター　ホール
全席自由　入場無料　当日直接会場へ

日立グループ社員によるクリスマスコンサート。指揮者コーナーや楽
器体験もできます。珍しい電子楽器「テルミン」と「ハープ」の共演もお
楽しみください。
出演：日立ソレイユ室内合奏団、成田しの
ぶ（ハープ）、大西ようこ（テルミン）

12/8 ・9金 土

手廻しオルガン クリスマスチャリティーコンサート
江東区文化センター　2階談話ロビー
（8日）①１3：００～②１６：００～③１８：００～
（9日）①１3：００～②１5：００～③１7：００～

全席自由　入場無料　当日直接会場へ
江東区音楽家協会会員の浅草慶子さんとKOTO

街かどアーティストとして活躍中の淺草十一寸（しば
らく）さんによる手廻しオルガンのコンサートです。
出演：浅草慶子、淺草十一寸（オルガン演奏）　ほか
曲目：ホワイトクリスマス、ジングルベル、アヴェ・
マリア　ほか

花岡詠二氏〈インタビュー〉
１年ぶりの公演が間近に迫った、ＫＯＴＯユースジャズフェスタ。
公演プロデューサーである花岡詠二さんに、改めてこの公演の魅力について伺いました。

～舞台芸術をもっと楽しむつどい～

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 10/28(土)ジャズについて（講師：花岡詠二、青木研）
2 12/21(木)「くるみ割り人形」バックステージツアー

第３期はジャズ・舞台裏を楽しみましょう。

サロン・ドゥ・ティアラ
第3期

昨年度はオーディション合格11名の方が出演

コント山口君と竹田君コント山口君と竹田君

大西ようこ（テルミン）大西ようこ（テルミン）

テツａｎｄトモテツａｎｄトモ カンカラカンカラ

「亀戸駅裏旅館 
　　　　～勝負篇～」

区民出演者募集　プロのタレントと一緒の舞台へ！ 

　来年3/17（土）開催の「人情喜
劇『亀戸駅裏旅館～勝負篇～』」
の区民出演者を募集します。
　プロのタレントと一緒に舞台
に立てる貴重なチャンスです。ぜ
ひこの機会にご参加ください。

人情
喜劇

3/17（土）　人情喜劇「亀戸駅裏旅館～勝負篇～」
亀戸文化センターカメリアホール
全席指定：友の会／3,400円、一般／3,800円 ※12/10（日）より発売
作・演出：山口弘和（コント山口君と竹田君）　
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　ほか

■出演者応募条件
●江東区在住・在勤・在学の小学生以上の男女、プロアマ問わず。
●公演日（3/17（土））および前日（3/16（金））のリハ―サルに参加
できること。※出演料・交通費の支給はありません

■選考方法
一次書類選考、二次オーディション（12/3（日）午後）
一次合格者には、郵送にて二次オーディションのご案内をいたします。

■申込み
区内各文化センター（東大島文化センターを除く）、総合区民センター、ティア
ラこうとう、深川江戸資料館に設置の申込用紙に記入の上、亀戸文化セン
ター（〒136-0071亀戸2-19-1）窓口または郵送で。
■募集期間　11/10（金）～24（金）必着
■問合せ　亀戸文化センター　電話03-5626-2121

シリーズ第7弾！

公
演
概
要

公演プロデューサー　11/12（日）開催

撮影：鹿摩隆司撮影：鹿摩隆司

東京シティ・バレエ団
東京シティ・バレエ団創立50周年記念公演
 　 『白鳥の湖』～大いなる愛の讃歌～

3・6日 S席： 10,000円 A席：8,000円 B席：6,000円 C席：4,000円 D席：3,000円
4日 S席： 8,000円 A席：7,000円 B席：5,000円 C席：4,000円 D席：3,000円
※ティアラ友の会は10％引き
※学生席2,000円は東京シティ・バレエ団のみ取り扱い（03-5638-2720）

66
歳以上対象

3/3 土 17:00開演 3/4 日 15:00開演 3/6 火 18:30開演
会場：東京文化会館　大ホール　全席指定 

3・6日キャスト：ヤーナ・サレンコ、ディヌ・タマズラカル
　　　　　　　　（ベルリン国立バレエ団プリンシパル）
4日キャスト：中森理恵、キム・セジョン（東京シティ・バレエ団）
芸術監督：安達悦子　演出・振付：石田種生　演出（再演）：金井利久
演出助手：中島伸欣　指揮：大野和士　演奏：東京都交響楽団
美術：藤田嗣治 ⓒFondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo 2018

新発売
金11/10


