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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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P A P E R

先行
12/9 土

12/10

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

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／3,500円　一般／4,000円全席指定

3
18
日

今月の先行予約公演NEW

日
日

土
土
日
日

▼12/9　先行土

TSUKEMEN 
LIVE 2018

25
日

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

3

全席指定 友の会・一般／500円

44
歳以上対象

66
歳以上対象

１回目11：0０、２回目１4：3０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

笑激!! お笑いカーニバル in こうとう

友の会／３，４２０円　一般／３，８００円　※当日各500円増

17
土

昼の部１４：３０、夜の部１８：30開演　ティアラこうとう　大ホール

3

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

　ワンコインで楽しめる東京シティ・フィルによる年に一
度の「スペシャルコンサート」。
　今年は、東京シティ・フィルとティアラこうとうジュニア
オーケストラに加え、今年度よりジュニアオーケストラの
特別指導者となった、江東区出身ヴァイオリニスト小野明
子さんがゲスト出演します。指揮は、昨年に引き続き東京
シティ・フィル アソシエイトコンダクターの佐々木新平
でお贈りします。ぜひご家族でお楽しみください。

　今年芸能生活45周年を迎え、周年の最後を締め括るアニバーサリーコンサートを開催 !!

33
歳以上対象

先行
12/9 土

先行
12/9 土

先行
12/9 土

先行
12/9 土

先行
12/9 土

先行
12/9 土

芸能生活45周年記念ファイナルコンサート
吉幾三～45年間、ありがとう…～

東京シティ・フィル＆ティアラこうとうジュニアオーケストラ
オーケストラの日スペシャルコンサート2018

出演：TAIRIKU（ヴァイオリン）、SUGURU（ピアノ）、
KENTA（ヴァイオリン）

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

15：０0開演　亀戸文化センター　カメリアホール

3
17

　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）
の特別書き下ろしシリーズ第７弾。「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。公募で選ばれ
た区民の方の出演もお見逃しなく！

　2ヴァイオリン（TAIRIKU・KENTA）とピアノ（SUGURU）
のインストゥルメンタル・ユニット。
　メンバーの全員が音楽大学出身、それぞれが作曲を手掛
けている。マイクやスピーカーなどの音響装置（PA）を通さず
に楽器本来のもつ「生音」にこだわったLIVEを展開。デビュ
ーから450本を超える公演を開催し、現在までにのべ35万人
の観客を動員している。

土
人情喜劇 「亀戸駅裏旅館～勝負篇～」

KIDS MUSIC EXPO
笑激!! お笑いカーニバル in こうとう
芸能生活45周年記念ファイナルコンサート 吉幾三～45年間、ありがとう…～
人情喜劇 「亀戸駅裏旅館～勝負篇～」
TSUKEMEN LIVE 2018
オーケストラの日スペシャルコンサート2018

4
日

3

指揮：佐々木新平　ゲスト：小野明子（ヴァイオリン）　演奏：東京シティ・フィルハーモニッ
ク管弦楽団、ティアラこうとうジュニアオーケストラ　曲目：ブラームス／大学祝典序曲、レハー
ル／メリーウィドウワルツ、ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲第1番（ソリスト：小野明子）　ほか

14：00開演　森下文化センター　多目的ホール
友の会／2,200円　一般／2,500円　こども（3歳～小学生）／1,000円　親子ペア／3,000円(大人1 枚、こども1 枚のペアチケット)
※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料（大人１名につきこども１名まで）　当日300円増

全席自由

友の会／3,400円　一般／3,800円　こども（小学生以下）／2,000円全席指定

2
12

　ベストセラー絵本が原作の「三びきのやぎのがらがらどん」。魔
物のトロルに立ち向かうやぎたちの冒険物語です。もう1つの物
語は「いつもちこくのおとこのこ」。ブルガリアの美術家と、ブル
ガリアで学んだ演出家による不思議な世界をお楽しみください。

月・祝

人形劇団プーク
「三びきのやぎのがらがらどん」「いつもちこくのおとこのこ」

66
歳以上対象

19：00開演　砂町文化センター　3階研修室
友の会／ 3,500円　一般／ 3,800円　シニア（60歳以上）／ 3,500円　※当日各200円増全席指定

2
14

　人気実力ともに当代随一の小三治師匠、その芸
はまさに円熟の域にあります。重要無形文化財保持
者（人間国宝）である小三治師匠の古典落語の妙味
と、柳派の滑稽落語の世界を大事にし、廓噺に造詣
が深く当代一の名手と称される小里ん師匠との二
人会をお楽しみください。

水

砂町文化亭　
柳家小三治・柳家小里ん二人会

「三びきのやぎのがらがらどん」　脚色：中江隆介　潤色・演出：安尾芳明　美術：若林由美子　
音楽：堀井勝美  効果：宮沢 緑　振付：市川裕子
「いつもちこくのおとこのこ」　作：ジョン・バーニンガム（あかね書房刊）　訳：谷川俊太郎　
脚色：生田麻理子　 演出：西本勝毅　美術：マィア・ペトローヴァ　音楽・音響効果：吉川安志

佐々木新平

※客席前方は桟敷席です。イス席は中央より後方になります。

コント山口君と竹田君

清水正美（ソプラノ） 丸山あゆみ（ピアノ）

柳家小三治 柳家小里ん

テツａｎｄトモ カンカラ

小野明子 昨年の公演より

出演：にゃんこスター、サンシャイン池崎、東京０３、平野ノラ、
カミナリ、三四郎、狩野英孝、ニッチェ　ほか
※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：雪國、酒よ、津軽平野、情炎、ららばい　ほか

66
歳以上対象

【英語で歌おう！タップで踊ろう!～Kids meet Jazz!】
アーヴィン・ホマ・アヤ（歌）、宇川彩子（タップダンス）　ほか
【みんなで歌おう！ハッピー＆スマイルソングス】 ISEKI（ex キマグレン）
【アフリカンリズム！アフリカンダンス!】Moccoly（ダンス）　ほか
【どんどこどん！太鼓トリオ♪】ヒダノ修一（太鼓）　ほか

14：０0開演　江東区文化センター　ホール

3
4

　元「キマグレン」のISEKI、太鼓のヒダノ修一ら日本の各音楽シーン
の第一線で活躍するアーチストが大集合！歌にダンスに英語にリ
ズム！まさに体感型音楽の博覧会！ロビーでは大人気の「お絵かき
ワークショップ」も開催。ぜひご家族でどうぞ！

日

楽しさ満載、五感が全開！ 親子で楽しむ音楽大博覧会！

KIDS MUSIC EXPO

友の会／1,800円　一般／2,000円　ママ友割（大人2名以上）／1,900円　小学生以下／1,000円全席指定
14:00開演　森下文化センター　多目的ホール

友の会・一般／500円全席自由

1
31
水
聴いて・歌って　叙情歌コンサート

曲目（予定）：子鹿のバンビ、ゆりかご、私と小鳥と鈴と（金子
みすゞ ）、アメイジング・グレイス、夢路より　ほか　
一緒に歌うコーナー曲目（予定）：花（滝廉太郎）、早春賦、あ
ざみの歌、みかんの花咲く丘、七つの子、埴生の宿　ほか　
出演：清水正美(ソプラノ）、丸山あゆみ（ピアノ）

　やさしく懐かしい調べ、想い出深い楽曲の数々をお楽
しみください。会場の皆さんと一緒に歌うコーナーもあ
ります。ご入場の方に歌集をお貸し出しします。

新発売
日12/10

新発売
日12/10

66
歳以上対象

新発売
日12/10

キッズ ミュージック  エキスポ

TSUKEMEN プロフィール 



新発売
日12/10

新発売
日12/10

新発売
日12/10

新発売
日12/10

新発売
日12/10

新発売
日12/10

新発売
日12/10

C IN EM AC IN EM A

3
10
土

12:０0開演　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／1,800円　一般／2,000円　

こども（0歳～小学生）／1,000円（2歳以下ひざ上無料）

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／3,600円　一般／4,000円

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～

2
24
土

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 1,400円　一般 1,600円（全3回分）
江東シネマ倶楽部

1/27（土）～3/24（土）

　入会いただくと1～3月の上映会を予約なしでご鑑賞いただけます。

会員募集

1/27㈯
2/24㈯
3/24㈯

天城越え
友情
愛と死の記録★

三村晴彦
宮崎晃
蔵原惟繕

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

★：FM放送による音声ガイド付き上映。貸出ラジオは要予約。

午前の部 11：00 午後の部 15：00

0歳からのコンサート
「親子でジャズ！ジブリから童謡まで」

脚本・演出：横澤祐一　出演：劇団東宝現代劇 75人の会

出演：西田幹＆ラテンオールスターズ、西山健治（トロンボーン）、
千葉友紀（ヴォーカル）、ドリームスクェアジャズオーケストラ
曲目：コーヒー・ルンバ、ラグリマス・ネグラス、喝采、黄昏のビギン　ほか

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

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

2
8～12
木～月・祝

8日13:30、9・12日13：00、10・１１日13：00、17：30開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／4,000円　一般／4,500円　※当日各500円増

　耽美的な下町情緒の深川。
戦禍に耐えた、永代の鉄柱。
その昔永代橋の東詰に西洋
料理屋があった。その跡地に
建つ小さな旅館の軒端に集
い、そして去って行った人々
の哀歓を共に……。
　横澤祐一深川三部作に続
く昨年の円朝の謎解き。そし
て今回は深川の玄関、永代橋
を舞台に物語が始まります。

　大貫妙子との共同名義
アルバム「Tint」で、第57
回輝く！日本レコード大賞
「優秀アルバム賞」を受賞
したバンドネオン奏者・
小松亮太が、「リベルタン
ゴ」「オブリビオン」などの
アストル・ピアソラの名
曲から「ラ・カチーラ」「夜
明け」などの古典タンゴ、そしてオリジナル曲「風の詩～ THE
世界遺産」までを披露します。近藤久美子（バイオリン）も出演
します。ご期待ください。

劇団東宝現代劇75人の会　第31回公演

「私ん家の先に永代」
THE FUKAGAWA Vol.5

1
13
土

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

　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。
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。

　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。“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。

2018・山崎ハコ　新年LIVE

3
16
金

19:０0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　※当日各500円増

小松亮太
バンドネオン&タンゴコンサート

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

2
10
土

14：30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／4,050円（当日4,500円）　一般／4,500円（当日5,000円）

木村大ギター・コンサートvol.2
“GuitaLele４×６”

出演：立石一海トリオ〈立石一海（ピアノ）、佐藤忍（ベース）、鈴木
麻緒（ドラム）〉
曲目（予定）：となりのトトロ、アンパンマンのマーチ、どんぐりころころ　ほか

1
28
日

15:00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／2,500円　一般／2,800円　※当日各200円増

　「熱帯ＪＡＺＺ楽団」のバスト
ロンボーン奏者、西田幹率い
る「ラテンオールスターズ」
が再び森下にやって来る！
　江東区在住のトロンボー
ン奏者、西山健治が指導する
ビッグバンド「ドリームスクェアジャズオーケストラ」とともに、
おなじみのラテンサルサ・ジャズナンバーは勿論、日本の名曲
の数々も一味加えてお届けします。前回、好評を博したホットな
ステージをお楽しみください。

　親子で楽しめる「0歳か
らのコンサート」が今年も
豊洲にやってきます！今回
は初めて本格ホールでの
開催です。赤ちゃんから大
人までご家族みんなが大
好きなジブリの名曲から
童謡までをジャズピアノア
レンジでお贈りします。

西山健治プロデュース
ラテン・サルサ・ジャズ　
ニューイヤーコンサート

ゲスト審査員：クリスタルキング・ムッシュ吉﨑　
司会：半田あい、柳亭左龍
ゲスト出演：Ｆｏｕｒｓｋｉｔｚ（第 10回グランプリ）

2
11
日

14:00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／800円　一般／1,０00円　小学生以下／500円

　予選を勝ち抜いた15組のバンドが演奏とパフォーマンスを
競う江東バンドFESTIVAL。第11回大会のグランプリはどのバ
ンドの手に？

第11回江東バンドFESTIVAL
粋でイナセないいバンド！

古石場文化センター
大研修室会場12/16（土）、17（日）

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

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）

★：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

Ｆｏｕｒｓｋｉｔｚ ムッシュ吉﨑

2
1
木

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

　バレエの土壤の中で育ち、そこから様々なスタイルの舞踊
の花を咲かせている4人の作家が、ティアラの白いキャンパス
の上に、どんな作品を描くか…ご期待ください。

舞踊作家協会連続公演第196回
「舞踊美術館」

主催：ＮＰＯ法人江東子ども劇場

2
24
土

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／1,800円　一般／2,000円（3歳～大人）

※2歳以下無料　※当日各500円増

　読み聞かせに大人気の絵本「おれたち、ともだち！」シリーズ
が劇団うりんこのお芝居になりました！
　３人の出演者が、キ
ツネやオオカミ、ヘビ、
テンなどいろいろな動
物になって楽しい舞台
をつくります。大人にも
子どもにも「やっぱりと
もだちってステキ」と思
えることがたくさん訪
れますように。

江東子ども劇場鑑賞会
「ともだちや　あいつもともだち
（劇団うりんこ）」

立石一海トリオ

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

1
24
水

12:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般／500円

　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。

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

44
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

1
27
土

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

玉川奈々福のキネマ＆ライブ
～てんやわんや、怒涛の1128日！～

出演：玉川奈々福、沢村豊子、田島空

指揮：伊藤馨 
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

　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。

　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。奈々福と監督による秘話トークも。

1
27
土

28
日

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
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

第35回江東オペラ公演　
歌劇「愛の妙薬」

木村大 名渡山遼
加羽沢美濃 米津真浩

山崎ハコ

ザ・フレッシュメン

撮影：多田裕美子

伊藤馨

土師雅人

ち

関口啓 作品「@Holic」
小林洋壱 作品「Art of life」
三浦太紀 作品「abstract×同時的視覚」

執行伸宜 作品「ファム・ファンタール
 　　　　　　（宿命の女）より」

2
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新発売
日12/10

14:00
開演
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1
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昼の部13:30
夜の部18：00
開演

22日18：30
23日16：00
24日15：00
開演

土
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18:30
開演

金

12
8

19:00
開演

金

12
8

14:00
開演

日

12
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14:00
開演
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19:00
開演

火・水

12
19・20

金・土祝・日

12
22～24

14:00
開演

土

2
3

14:30
開演

日

1
28

新発売
日12/10

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
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

残席わずか

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

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

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 900円／一般1,000円
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。
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

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 3,400円／一般 3,800円
国本武春トリビュート公演。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！　
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

国本武春追悼公演  「語り継ぐ武春浪曲」

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
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。　
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

新春・邦楽「和っしょい」

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　※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。
出演：桂よね吉、茂山千五郎　ほか

よね吉･千五郎ふたり会 「笑えない会～Legacy～」

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 5,220円／一般 5,800円
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。
出演：谷山浩子

谷山浩子コンサート2017

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／こども（３歳～小学生） 500円
※3歳未満のお子様でもお席が必要な場合は、チケットをお求めください。　※おむつ替え、授乳スペースあり。
０歳から入場OK！   親子で生演奏を楽しみましょう。　出演：東京シティ・フィルピックアップメンバー　
ゲスト：東京シティ・バレエ団団員（公演時間　各回とも約60分）

親子で楽しむポピュラーコンサート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 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

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。　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

佐脇武則ｐｒｅｓｅｎｔｓ JAZZで聴くミュージカルと映画音楽Ⅱ

ご好評につき次の公演は完売いたしました。
● 高石ともや 年忘れコンサート2017　（12/16亀戸文化センター　カメリアホール）

完
売
情
報

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

33
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
第一部：「赤ん坊婆さん｣　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」　出演：五箇恵美子（語り・歌・脚色）、中優子（ピアノ）、多賀優子（作曲）

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

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
懐かしい日本歌曲＆スイング、nostalgicなひとときを！　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、クラリネットポルカ、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

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

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

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～

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
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」

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」

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
第3弾はギタリスト益田正洋さんとのデュオ。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。　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　

～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

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

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
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　

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

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

66
歳以上対象寄席　都笑亭Vol.115 スペシャル

2/16（金） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

料金：全席自由　友の会／900円　一般／1,000
円　※当日一律1,500円
豊洲で生まれて23年、都笑亭2月は特別企画、噺
家らしく噺家ぶらずを売り物に平成の名人を目指
す入船亭扇辰師匠をお迎えしての「都笑亭スペシャ
ル」お楽しみに！
出演（予定）：三崎家桜の輔、久寿里菊之助、
　　　　　　河内家るぱん
ゲスト：入船亭扇辰

そ
の
他
の
施
設 

公
演

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：古今亭文菊（12/7（木））、三遊亭朝橘（1/5（金））

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
12/7（木） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

1/5（金） 　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 桂九雀桂九雀入船亭扇辰入船亭扇辰 三遊亭朝橘三遊亭朝橘古今亭文菊古今亭文菊

66
歳以上対象

昼の部残席わずか

23・24日完売 １１：００の部完売
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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

心にうるおい、地域ににぎわい。

2017年12月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号1月号は12月26日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計3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〉12/28（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

Tiara MembersTiara Members

ティアラ友の会

今ご入会いただくと、
ティアラオリジナルチケットケースをプレゼント！

•チケット割引　•先行予約
•チケットの無料郵送（口座振替会員のみ）
•会員情報紙の送付　•アーティストグッズプレゼント
•指定飲食店での割引　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
の
特
典

会員募集中

12/28（木）
19:00開演

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）

① ② 1.柳家花緑の落語バレエ「新おさよ」
　－バレエ「ジゼル」
（5/28ティアラこうとう大ホール）
サイン色紙／各１枚　合計2枚

2.第17回帰ってきた　なぎら健壱の
　フォーク夜話　トーク＆ライヴ
（9/15森下文化センター多目的ホール）
CD／1枚

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：アヴェ・ヴェルム・コルプス、どこまでも（「モアナと伝説の海」より）ほか

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 大西ようこ（テルミン）大西ようこ（テルミン）

Ⓒ武藤章

　くるみ割り人形上演20周年を記念して始まった「まち★く
るみフェスティバル」を今年も行います。期間中にくるみ割り
人形公演チケット、もしくは
クーポンをご掲示いただくと
住吉地区のお店でお得な特
典がご利用いただけます。
（　表記のあるお店）
　公演当日には地域のお店
の協力をいただき、ティアラ
こうとうに「まち★くるみ
ショップ」がオープンします！

期間 12/1（金）～24（日）第32回くるみ割り人形

臨時休業する店舗もありますのでお問合せください。

●HAPPY CAFE & BAL ★★★三ツ星村
TEL 03-6659-9748　住吉2-24-15　月曜定休
クーポン／ソフトドリンク1杯目無料

●お好み焼き　杏の里
TEL 03-3846-6191　住吉2-23-5　月曜定休
クーポン／お食事された方は最初の1杯目ドリンク全品半額

●珈琲館　住吉店
TEL 03-3633-0805　住吉2-22-2　定休日なし
クーポン／1杯目ドリンク50円引き

●船橋屋　菓子司
TEL 03-3633-3018　住吉1-19-1-118　水曜定休
クーポン／おだんご1本10円引き

●カフェ＆レストラン　レッドウッドカフェ
TEL 03-5848-2018　住吉2-27-10　月曜定休
クーポン／1杯目ソフトドリンクは50円引き、アルコールは100円引き　

●福どら
TEL 03-3634-5731　住吉2-3-18　第2・4月曜定休
クーポン／1,000円以上のご購入でどら焼き1個プレゼント　
販売／生どら、信州峰りんご、ほほえみ苺　ほか

●ケーキと喫茶　いちご亭
TEL 03-3633-8888　猿江2-8-5　
12月は毎週月曜のみ定休（販売のみの営業日があります）
クーポン／お買い物をされた方は5%引き、1杯目ドリンクまたはお食事50円引き
販売／コーヒークッキー

まち★くるみフェスティバル２０17開催！

★ まち★くるみショップ出店
クー
ポン

クー
ポン

★ クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

★

●あびこ生花店
TEL 03-3633-2801　住吉1-19-1-101　木曜定休
クーポン／1,000円以上のご購入でお花の延命剤プレゼント　
販売／生花

★ クー
ポン

クー
ポン

●バレエショップ　グリシコ
TEL 03-3630-8380 白河2-1-12 水木曜定休
販売／レオタード、タイツほか

●パン工房　さくらこんとね　
TEL 03-6458-7840　江東区役所2階「るーくる」にて販売
12/23・24のみ販売／カツサンド、くるみパン　ほか

クー
ポン

クー
ポン

●中村豆腐店
TEL 03-3634-7757　住吉2-13-2　日曜定休
クーポン／土曜日割引

クー
ポン

★

★

クー
ポン

クーポンあり

※まち★くるみフェスティバル 参加店受付中です。
　申込み／ティアラこうとう ☎03-3635-5500

まち★くるみフェスティバルまち★くるみフェスティバル
店舗情報店舗情報

1/１8 木
東京シティ･フィル公開リハーサル

11:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料　ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方

東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者の飯守泰
次郎が指揮する定期演奏会のリハーサルの模様
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。
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　
電話03-5624-3333

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
※3日S席完売　※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：ミリアム・ウルド=ブラーム(パリ・オペラ座バレエ団 エトワール)
 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）
※3月3日・6日に出演を予定しておりましたヤーナ・サレンコ（ベルリン国立
バレエ団）は、都合により公演を降板する事となりました。
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


