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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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先行
2/9 金

2/10

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

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／4,000円　一般／4,500円
※当日各500円増

全席指定

4
21
土

今月の先行予約公演NEW

土
土
金

日
土

日

土

▼2/9　先行金

ベイビー・ブー 十番勝負 其の五　
うたごえ喫茶音楽会　～阿久悠を唄う～

2
土

【昼の部】１４：３０、【夜の部】１８：００開演　ティアラこうとう　大ホール

6

全席指定 友の会／ＳＳ席5,850円、Ｓ席4,950円　一般／ＳＳ席6,500円、Ｓ席5,500円

44
歳以上対象

19：3０開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定

Emi Necozawa & Sphinx  
大江戸〝E-DO〟演奏会

友の会／ 3,150円　一般／ 3,5００円　※3歳～5歳 保護者ひざ上のみ無料、6歳以上 要チケット

27
日

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール

5

全席指定 友の会／Ｓ席4,000円、Ａ席3,000円　一般／Ｓ席4,500円、Ａ席3,500円　こども（4歳～中学生）／Ｓ席3,000円、Ａ席2,000円
当日学生席（高校生～25歳）／2,000円（当日残席がある場合のみ販売）

　ただ一筋に女心を歌い上げ、歌一筋に歩み続ける、大月みやこ。
　ＮＨＫ紅白歌合戦に２年連続出場し、今もっとも勢いのある女性演歌歌手、市川由紀乃。
　ゲストに日本レコード大賞新人賞に輝いた中澤卓也を迎え、豪華絢爛なステージをお届けい
たします！

　世界でも珍しい“バレエと声優”のコラボレーション。東京シティ・バレエ団の主要レパートリーである「白
鳥の湖」に、プロの声優による“セリフ・ナレーション”をつけて上演します。舞台前方（客席から見て左側）の
特設スペースから発する声優陣の言葉と、本舞台でくり広げられるバレエ。ストーリーを言葉と舞踊の両方
から感じることができる新感覚の舞台をどうぞお楽しみに。※出演者は変更となる場合がございます。

33
歳以上対象

先行
2/9 金

66
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
2/9 金

先行
2/9 金

バレエ×声優
東京シティ・バレエ団
“セリフ付き”バレエ「白鳥の湖」

大月みやこ・市川由紀乃スペシャルコンサート
～華の共演～（ゲスト）中澤卓也

指揮 ：諸遊耕史　演出：土師雅人　
演奏 ：江東オペラ合唱団・管弦楽団
出演：アンドレアシェニエ役／ 21日：小貫岩夫、22日：土師雅人　
　　　マッダレーナ役／ 21日：藪田瑞穂、22日：正岡美津子　
　　　ジェラール役／ 21日：杉野正隆 、22日：山口邦明　ほか

出演：ベイビー・ブー
曲目（予定）：ペッパー警部、もしもピアノが弾け
たなら、また逢う日まで　ほか

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

4
21

　イタリアの作曲家ウンベルト・ジョルダーノ による全4幕のオ
ペラを江東オペラが堂々上演します。フランス革命の犠牲者ア
ンドレア シェニエの悲劇を描いたグランドオペラにご期待くだ
さい。

　歌声喫茶で大人気！ボニージャックスの意思
を受け継ぐ、若手男性5人によるコーラスグル
ープ。各地でさまざまなジャンルの歌をお贈り
しています。洗練された美しい男声ハーモニ
ーで、皆様の心に感動をお届けします。

土

22
日

第36回江東オペラ歌劇「アンドレア シェニエ」

Emi Necozawa & Sphinx 大江戸〝E-DO〟演奏会

ベイビー・ブー 十番勝負 其の五 うたごえ喫茶音楽会 ～阿久悠を唄う～
林家たけ平独演会
東京シティ・バレエ団 “セリフ付き”バレエ「白鳥の湖」
大月みやこ・市川由紀乃スペシャルコンサート

第36回江東オペラ歌劇 「アンドレア シェニエ」

13
金

4

曲目（予定）：白い海峡、女の港、女の駅、心かさねて、はぐれ花、青いダイヤモンド　ほか

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

友の会／3,600円　一般／4,000円全席自由

友の会／2,500円　一般／2,800円　※当日各200円増全席指定

5
19

　落語協会、真打、林家たけ平の独演会です。今
回は、人情噺と滑稽噺をたっぷりと…。
　たけ平の落語の世界をご堪能していただける
二席をお贈りします。ゲストには演芸界の重鎮、
青空たのしが登場し、懐かしいハーモニカのメ
ロディを味わっていただきます。
　たくさんのご来場、心よりお待ちしています。

土
林家たけ平独演会

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

5
31

　滝沢馬琴出生の地、深川で『南総里見八犬伝』を題
材にした浄瑠璃をお楽しみください。八犬伝の中で
も屈指の名場面といわれる、芳流閣の段を、解説、対
談付きで分かりやすく聴かせます。

木

素浄瑠璃の会　
復曲浄瑠璃｢花魁莟八総」　芳流閣の段

出演：林家たけ平、青空たのし　ほか 出演：太夫／竹本千歳太夫、三味線／野澤錦糸

過去の公演より

中森理恵 キム・セジョン 李悦

　『東京下町時間』（パイ インターナショナル刊）などの著書をもち、下町
をこよなく愛する江東区在住の文筆家・ミュージシャンの猫沢エミが率
いる七人のジャズコンボバンド《スフィンクス》が、ついにティアラこうとう
に登場します！その斬新な音楽スタイルは、フランスのラジオ局でもオン
エアされ、話題に。この機会にぜひおこしください。

演目：「白鳥の湖」全幕　音楽：P．I．チャイコフスキー　脚本：大倉マヤ　
芸術監督・演出・振付：安達悦子（M.プティパ、L.イワノフ、石田種生版による）
【バレエ】オデット／オディール：中森理恵　ジークフリード王子：キム・セジョン　ロートバルト：李悦　ほか　東京シティ・バレエ団　
【声優】オデット／オディール：新田恵海　ジークフリード王子：河本啓佑　ロートバルト：未定　ほか洗足音楽大学声優アニメソングコース講師

出演：猫沢エミ（ヴォーカル＆パーカッション）、円山天使（ギター）、岩見継吾
（ウッドベース）、田ノ岡三郎（アコーディオン）、坂和也（ピアノ）、末藤健二（ド
ラム）、渡邊勇人（サックス＆フルート） 

66
歳以上対象

66
歳以上対象

出演：竹添みどり（ヴァイオリン）、村原実穂子（ヴァイオリン）、
　　　明和史佳（ピアノ）
曲目（予定）：ヴィヴァルディ／独奏協奏曲集「四季」より“春”第一楽章、
ブラームス／ハンガリー舞曲第５番　ほか

11:00、13：30開演　総合区民センター　レクホール

4
22

　毎年恒例となりました、トリオベールファミリーコンサート。
クラシックの名曲からアニメ・映画音楽など、聴き馴染みのあ
る作品を演奏します。２本のヴァイオリンとピアノによる美し
い音色をお楽しみください。

日

～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

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）
　

全席自由

出演：後藤雅広（クラリネット）、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）：アマポーラ、小さな花　ほか

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円全席指定

4
20
金

ティアラJAZZ LIVE 2018
後藤雅広・白石幸司　
スインギン・クラリネット・デュオ Part.23
　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11年目23回を迎えます！
進化はとまらない！

先行
2/9 金

先行
2/9 金

先行
2/9 金

新発売
土2/10

66
歳以上対象

新発売
土2/10

66
歳以上対象

新発売
土2/10

ベイビー・ブー

太夫　竹本千歳太夫林家たけ平 青空たのし 三味線　野澤錦糸

トリオベール
©Yoshinobu Fukaya
トリオベール
©Yoshinobu Fukaya

Ⓒ鹿摩隆司



新発売
土2/10

C IN EM AC IN EM A
新発売

土2/10

4
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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　※当日各500円増　

18：30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

Viva la Musica2018
神谷満実子　Spring Concert Part.11
あかの中のきんいろの光

4
7

土

セーンジャー馬頭琴コンサート
忘れないあのとき

出演：東京中低域（水谷紹、鬼頭哲、鈴木広志、東涼太、筒井洋一、
宇田川寅蔵、上運天淳市、山本昌人、町田長右衛門、松本卓也、
こーせー、山中ヒデ之）
曲目（予定）：昨年末発表した6年ぶり７作目のアルバム『Great 
Baritonnia』より、「スキップ大名」「ブラジル」「大人子供」 　ほか

出演：神谷満実子（ソプラノ）、川口京子（歌
唄い）、鳥井俊之（ピアノ）、山口とも（なにや
ら叩く人）、白石幸司（クラリネット＆サック
ス）、海野ひろ美（照明）
曲目（予定）：宮沢賢治／星めぐりの歌、南
能衛／村祭り、山口保治／かわいい魚屋さ
ん、マリオ・パガーノ／黒猫のタンゴ　ほか

指揮＆トーク：大沢可直
曲目（予定）：グレンミラー楽団メドレー／「真珠の首飾り」、ミュージ
カル映画／「チムチムチェリー、王様と私より「shall we dance?」、
イングリッド・バーグマン主演映画／追想「アナスタシア」、ドヴォル
ザーク「交響曲7番」、𠮷田メロディ／「いつでも夢を」　ほか多数

30日19:00、31日14：00、19：00、1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（当日3,200円）　一般／３,000円（当日3,500円）

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。

　義理と人情、笑いと涙。江戸情緒あふれる舞台を繰り広げる
「深川とっくり座」の４５回目公演は丹青の「三方一両損」。財布
を拾ったばっかりに、恋のゆくえはどこへやら？！江戸っ子の意地
がぶつかり火花を散らす！温かく、懐かしいパワフルな舞台をぜ
ひご覧ください。

　東京発、世界最大規模の純バリトンサックス・アンサンブル！ 　「ピタゴラスイッチ」の栗コー
ダーカルテットがインドネシア
の音楽家やラオスの愉快な劇
団とお贈りします。

深川とっくり座公演４５回目
丹青の「三方一両損」

4
14
土

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2,700円 A席2,250円　一般／S席3,000円 A席2,500円

　紅花は素敵な赤を奥に秘めて黄色い花に育
ちます。“星めぐりの歌”をはじめ、童謡・民謡・
子守歌…と歌うにつれて、それぞれの歌にほの
かな光を覚えるようになりました。そのイメー
ジを大切に、“あかの中のきんいろの光”と題し
てスプリングコンサートを催します。

日本唯一！！華麗なる大編成ムードオーケストラ！
𠮷田正記念オーケストラ
～元気が出るコンサート～

3
8
木

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／ 2,700円　一般／ 3,000円

学生（小学生以上）／ 1,500円　※当日各300円増

66
歳以上対象

66
歳以上対象

出演：セーンジャー（馬頭琴）、寂空-JACK-（津軽三味線）
曲目：千年の旅、恋情、愛する馬、忘れないあのとき

　草原のチェロとも呼ばれる馬頭
琴。その奏者として多方面で活躍す
るセーンジャー（賽音吉雅）の馬頭
琴を中心とするコンサートです。今
回は津軽三味線奏者の寂空-JACK-
氏とのコラボレーション、そして馬
頭琴の魅力を満載したソロ演奏で
す。徹子の部屋で「モンゴルのヨン
様」と評されたセーンジャーの魅力
をお届けします。

古石場文化センター大研修室会場

3
30
金

4
1
日

31
土

5
13
日

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　4歳～中学生／2,000円

　超絶的な技巧とユーモラ
スな話芸で人気を集める腹
話術師いっこく堂による「ス
ペシャルライブ」開催決定！！人
形2体を同時に操り、何人も
の声色を自在に使い分けたり、
口の動きと声をずらしたり、
斬新なアイデアとテクニック
で新境地を開いてきたいっこ
く堂のスーパー腹話術ライブ
をお楽しみください。

芸能生活35＋1周年！
いっこく堂 スペシャルライブ

4
7
土

　2018年度最初のティアラこう
とう定期演奏会は、渡邊一正マエ
ストロとチェリストの新倉瞳氏が
登場！　オール・ドヴォルザーク・プ
ログラムでお贈りいたします。

　無数にあるムード
音楽をフルオーケス
トラで聴くことができ
る日本唯一のＹＫＯコ
ンサートです。華麗な
音楽の気流にのって、
優雅な時間を演出し
ます。

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 
第53回ティアラこうとう定期演奏会

66
歳以上対象

44
歳以上対象

指揮：渡邊一正　
チェロ：新倉瞳
曲目：ドヴォルザーク／序曲「謝肉祭」、チェロ協奏曲ロ短調、
交響曲第9番ホ短調「新世界より」

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
※お得な年間シリーズ券（全4公演）発売中！

出演：栗コーダーカルテット〔栗原正己、川口義之、関島岳郎〕、ビ
ューティフルハミングバード、知久寿焼（歌、ギター）、吉澤実（リコ
ーダー）、劇団カオニャオ、Hendricus Wisnu Groho（打楽器）、
Dony Angkiry（笛）

3
23
金

昼のおやこの部14:00、夜のオトナの部19:00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 【昼の部】友の会／ 1,350円　一般／ 1,500円　中学生以下／ 1,000円　

※当日各500円増　※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料
【夜の部】友の会／ 2,250円　一般／ 2,500円　中学生以下／ 1,000円　
※当日各500円増　※未就学児不可

栗コーダー＆フレンズ
JAPAN TOUR 2018 FINAL!!

66
歳以上対象

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

2/24
（土）

監督：宮崎晃　
出演：渥美清
　　　中村勘三郎（18代目）

昭和の名画を中心に楽しめる上映会
「江東シネマプラザ」の次期（40期）については
ティアラペーパー3月号でご案内します。

お楽しみに！

江東シネマプラザ2月（昭和50年／92分カラー）
「友情」

午後の部 15：00午前の部 11：00

〝生きる″ことに自信がない青年。
〝一人は気楽よ″顔で笑って心で
泣く中年男のコンビが織りなす
物語。中村勘三郎(18代目)と渥
美清が贈る松竹80周年記念映画。

　3月24日（土）上映『愛と死の記録』は音声ガイド付きで上映します。
　音声ガイドとは、目の不自由な人の映画鑑賞を音声によって手助けす
るもので、映画の登場人物の動作や場面環境をもともとのセリフや想像
の邪魔にならないように配慮しながらシナリオ化し、上映時に小型ＦＭラ
ジオを通してナレーションを流します（音声ガイドはボランティアグループ
「江東シネマアイ」が制作）。ご利用の場合は、イヤホン付小型FMラジオ
をお貸しします。ご興味をお持ちの方ならどなたでも利用できます。
※チケットは3月10日（土）販売

Ⓒ1975松竹株式会社Ⓒ1975松竹株式会社

66
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前回の公演より

下町ライブ2018
東京中低域 ｉｎ 森下 極東“京”最前線

東京中低域
栗コーダーカルテット

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

3
25
日

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

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2018スペシャルコンサート
　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。

44
歳以上対象

昨年の公演より

神谷満実子

渡邊一正 Ⓒ Satoshi Mitsuta

7
28
土

　第54回ティアラこうとう定期演
奏会は、東京シティ・フィル首席奏
者らと、ソプラノの幸田浩子氏で、
名曲たちをお贈りいたします。

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 
第54回ティアラこうとう定期演奏会

指揮：高関健　
ソリスト：東京シティ・フィル首席奏者
ソプラノ：幸田浩子
曲目：マルタン／７つの管楽器とティンパニ、弦楽のための協奏曲、
マーラー／交響曲第４番ト長調

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
※お得な年間シリーズ券（全4公演）発売中！

66
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高関健 Ⓒ 大窪道治

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、ドランクドラゴン、
ブラッドピーク　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。

33
歳以上対象

3
4
日

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 友の会／３，４２０円　一般／３，８００円　※当日各500円増

笑激!! お笑いカーニバル in こうとう

昼の部１４：３０、夜の部１８：30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

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…～

3
17
土

曲目：雪國、酒よ、津軽平野、情炎、ららばい　ほか

　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 !!66

歳以上対象

66
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3
18
日

15：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
全席指定 友の会／3,500円　一般／4,000円

TSUKEMEN LIVE 2018

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

　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。

TSUKEMEN プロフィール 

残席わずか

昼の部 S席完売
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新発売
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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
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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？　ゲスト審査員：クリスタルキング・ムッシュ吉﨑　
ゲスト出演：Ｆｏｕｒｓｋｉｔｚ（第10回グランプリ）

第11回江東バンドFESTIVAL 粋でイナセないいバンド！

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歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料　※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。　主催：ＮＰＯ法人江東子ども劇場

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）」

江東区文化センター　ホール　全席指定　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
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！　
内容：英語で歌おう！タップで踊ろう!～Kids meet Jazz!、アフリカンリズム！アフリカンダンス!、どんどこどん！
太鼓トリオ、みんなで歌おう！ハッピー＆スマイルソングス、ジラファンタウン　門秀彦のお絵かきひろば

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

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）
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。　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

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！」

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／こども（小学生以下） 2,000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。　
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　

人情喜劇 「亀戸駅裏旅館～勝負篇～」

森下文化センター　多目的ホール　全席自由　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）　当日各300円増　※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。
「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

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
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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……。　脚本・演出：横澤祐一　出演：劇団東宝現代劇75人の会

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

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4,050円（当日4,500円）／一般 4,500円（当日5,000円）
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。
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　ほか

木村大ギター・コンサートvol.2 “GuitaLele４×６”

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 2,400円／一般 2,700円（1ドリンク付）　※当日各300円増
日本音楽家ユニオンがお届けする、タンゴとジャズの懐かしの名曲をお楽しみください。　
出演：佐藤修セレナミュージック（ビッグバンド）、オルケスタ・ティピカ・シンパティカ（タンゴバンド）、キャロ
ル山崎（ヴォーカル）　曲目：シング・シング・シング、巴里の空の下、ラ・クンパルシータ、ジェラシー　ほか

タンゴとビッグバンドの夕べ 君住む街角 On The Street Where You Live パートⅡ 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
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。　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

ティアラ・クラシックス2018 加羽沢美濃の寺子屋クラシックス ～作曲家ショパンの魅力～

66
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ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円
春！陽の光や風や樹々や花に新しい息吹を感じる季節。また恋の季節でもあります。恋の芽生え喜び、悩み、あこ
がれ…。春をテーマにドイツリートと日本歌曲から選んだ歌をお楽しみください。
出演：林晶子（ソプラノ）、富田理紗（ピアノ）

ティアラマンスリーコンサートVol.199 林晶子ソプラノリサイタル～春に贈るドイツリートと日本歌曲の夕べ～

66
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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
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。

小松亮太 バンドネオン&タンゴコンサート

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1,500円（当日の友の会割引はありません。）
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
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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：三遊亭萬橘（2/13（火））、林家たけ平（3/14（水））

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
2/13（火） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

3/14（水） 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。

2/14（水） 19:00開演 会場　砂町文化センター　3階研修室

RAKUGOもんすたぁず
3/4（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室
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

桂九雀桂九雀柳家権太楼柳家権太楼 柳家ほたる柳家ほたる

入船亭扇辰入船亭扇辰

林家たけ平林家たけ平三遊亭萬橘三遊亭萬橘

66
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砂町文化亭　
柳家小三治・柳家小里ん二人会

料金：全席指定　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
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。

柳家小三治 柳家小里ん

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

特撰落語会・柳家権太楼独演会
3/14（水） 19:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場
料金：全席指定　友の会／ 3,100円　一般／ 3,500円

ち

実力派で、多くの人から慕われ
る心温かな落語家として活躍
中。愛称「ゴンさま」として人気
です。平成２５年には紫綬褒章
受章。
権太楼落語、たっぷりとお楽し
み下さい。

出演：柳家権太楼、柳家ほたる

演出：菅原道則
出演：オーディション合格者 12名（50音順）
蒼井あん、伊藤啓子、大熊喜久枝、さくら、佐藤由美、下東久美子、
田村優、塚本美弥子、中嶋まこ、永久夢乃、服部和子、米倉美智子
ボランティアスタッフ：片山由紀子、望月清香

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・一般／ 500円

　亀戸文化センターが開館当初から企画・制作している参加
型の舞台創作事業「かめいどらぼ」。  さまざまな世代の出演者
が交流し、協力しなが
ら一つの舞台を作っ
てきました。熱い舞台
をご覧ください！

かめいどらぼ2018　朗読劇　
藤沢周平作「驟（はし）り雨」、山本周五郎作「四人囃し」、
宇江佐真理作「下駄屋おけい」

2
18
日

脚本：山本重男　作詞・演出：山本美智子
音楽：尾飛良幸　振付：佐藤郁美　
美術：こぐま座・いげたゆかり（ショコラウサギちゃんの絵）

13：30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（3歳～大人）　

※当日各300円増　※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料

第一部　ミュージカル劇（あらすじ）　
　しおかぜウサギちゃんから届いた星空の写真。「夜空に輝くたく
さんのお星さま、私の一番の宝物です。シルバニア村で一番の宝
物はなんですか？」ショコラウサギちゃんたちの“たからもの”探し
が始まります。
第二部　わくわくコンサート
　シルバニアファミリーのなかまたち、
ひとみおねえさんの歌とフラワーハーモ
ニーの生演奏で贈る楽しいコンサート。

ふれあいこどもまつり　
シルバニアファミリー劇場
「シルバニア村のたからもの」

3
24
土

ⒸEPOCH 主演：侑歌
出演：菅原聡史・神野美奈実・米山武彦・浅見かがり・劇団東少

3
25
日

10：30、14:30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（3歳～大人）　

※当日各300円増　※2歳以下のお子様、保護者ひざ上のみ無料

　王女様と、料理番の娘は同じ
日に生まれます。王女様は何不
自由なく過保護に育ち、わがま
まな娘となり、貧しい料理番の
娘は心の美しい娘に育ちます。
黒の妖精に死の呪いをかけられ
た王女様は、白の妖精の贈り物により100年の眠りにつき、素
晴らしい夢を見て反省し、美しい心に目覚めると言う感動的な
作品です。“本当に美しいものは目には見えない”思いやりの心、
優しい心の大切さを伝えるという、オリジナル創作ストーリー。

ふれあいこどもまつり　
ミュージカル「眠れる森の美女」

キッズ ミュージック エクスポ

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・一般 500円
江東少年少女合唱団と共演する「妖精の市場」では、作曲者の横山潤子さんをお迎えします。
出演：Koto Youth Choir、江東少年少女合唱団　指揮：笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ：奥田和　
パーカッション：篠崎智　曲目：Le violette、海の声、フニクリ フニクラ、女声合唱曲集「妖精の市場」　ほか

Koto Youth Choir 7th Concert

　「クレジットカード情報の非保持化対応」に伴い、【2018年3月20日 10時00分】をもちまして携帯電話（フィーチャーフォン）
でのチケットサービスを全面的に停止させていただきます。
　2018年3月20日以降は、パソコン及びスマートフォンでのご利用をお願いいたします。お客様にはご不便をお掛けして申し訳
ありませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

【携帯電話（フィーチャーフォン）サービス停止のお知らせ】

残席わずか

残席わずか

残席わずか
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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。

2018年2月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号3月号は2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6名様

応
募
方
法

【携帯電話（フィーチャーフォン）サービス停止のお知らせ】　「クレジットカード情報の非保持化対応」に伴い、
【2018年3月20日 10時00分】をもちまして携帯電話（フィーチャーフォン）でのチケットサービスを全面的に停止させていただきます。

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〉2/28（水）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
ウインター

2/17（土）
第313回
14:00開演

3/17（土）
第314回
14:00開演

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

スプリング

5/9（水）
第315回
19:00開演

6/8（金）
第316回
19:00開演

7/13（金）
第317回
19:00開演

ムソルグスキー／「はげ山の一夜」(原典版）
ニールセン／交響曲第6番「素朴な交響曲」
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第3番 ニ短調
指揮：高関健　ピアノ：清水和音

ハイドン／交響曲第26番 二短調 「ラメンタツィオーネ」
シューマン／チェロ協奏曲 イ短調
シューベルト／序曲『魔法の竪琴』（「ロザムンデ」序曲）
シューベルト／交響曲第7番 ロ短調 「未完成」
指揮・チェロ独奏：鈴木秀美

ブラームス／ネーニエ（悲歌）
ブルックナー／ミサ曲第3番 ヘ短調
指揮：飯守泰次郎　ソプラノ：橋爪ゆか
メゾ・ソプラノ：増田弥生　テノール：与儀巧
バス：清水那由太　合唱：東京シティ・フィル・コーア
合唱指揮：藤丸崇浩

① ② 1.南こうせつコンサートツアー　
　おもかげ色の空
（7/29ティアラこうとう大ホール）
サイン色紙／5枚

2.浪曲タイフーン！Vol.8
（9/16亀戸文化センターカメリアホール）
サイン入りＴシャツ／Ｍサイズ1着　

3/11 日

明治小学校マーチングバンド
平成29年度ファイナルコンサート

13:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料　※要入場整理券

3/3 土

親子で楽しむ創作ダンス鑑賞
「踊る絵本～見て、聞いて、描いて、踊る！」

15:00開演　ティアラこうとう　小ホール
ティアラ友の会会員及び区内在住、3歳以上のお子様と保護者50組（100名）をご招待！

　全日本小学校バンドフェスティバル全国大会に都代表として18回連
続出場、横浜開港祭ザ・ブラスクルーズ2017総務大臣賞受賞など
数々の賞を受賞している明治小学校マーチングバンド（金管バンド）の
29年度ファイナルコンサートをどうぞお楽しみください。
演　奏：明治小学校マーチングバンド＆OB・OG
指　揮：戸村明徳　ほか
曲　目：2020年東京五輪音頭、演歌メドレー、無言歌３．１１残された
ものたちの歌、ほか様々なジャンルの曲目を演奏予定
申込み：ティアラこうとう、江東区内各文化センター（東大島文化セン
ターをのぞく）、総合区民センター窓口で配布する入場整理券を持参
の上、当日直接会場へ。（2/10より配布開始）
問合せ：ティアラこうとう　 電話03-3635-5500

3/15 木
東京シティ・フィルプレミアム公開リハーサル

11:00～13:10　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

全席自由　入場無料

　東京シティ・フィル常任指揮者の高関健が
指揮する定期演奏会の直前リハーサルです。
今回は友の会の会員限定のプレミアム公開リ
ハーサルです。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。
問合せ：ティアラこうとうチケットサービス　
電話03-5624-3333

　絵本をテーマにした創作
ダンスを親子で楽しめます。
どうぞこの機会にお子様と
ご一緒に絵本の素晴らしさ
と共に、身体を使って表現す
ることの楽しさを再発見さ
れてはいかがでしょうか？
出演：真島恵理、ウメダヒサコ、
カセイイノウエ、吉松章　ほか
芸術監督：真島恵理
申込み：往復ハガキに
　　　　①氏名②〒・住所
　　　　③電話番号④ティアラ友の会会員番号をご記入の上、お申込ください。
申込先：〒135-0002　江東区住吉2-28-36　ティアラこうとう「踊る絵本」係
締　切：2月15日（木）消印有効　※申込多数の場合は抽選となります。
問合せ：ティアラこうとう　 電話03-3635-5500

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）
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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（ベルリン国立バレエ団プリンシパル）
 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）
※主演ゲストダンサーが変更になりました。詳しくは東京シティ・バレエ団ホ
ームページをご覧ください。
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

（こどもも、大人も楽しめる絵本。その絵本からダンスがあふれだす。）

3/11 日

江東区総合区民センター「ら・館まつり2018」
こぶたちゃんとおねえさんの　
うたってあそぼう！わくわくステージ♪

11:00開演　総合区民センター　レクホール

ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方
　かわいいこぶたちゃんとおねえさんで贈
る、親子向け公演です。同時開催の総合区民
センター「ら・館まつり」では、各種体験教室
がもりだくさん！１日お楽しみください。
入場整理券を２月15日 （木）１０：００から江
東区総合区民センターの窓口で配付します。
（お一人４枚まで。入場券が無くなり次第終
了。当日受付なし）
問合せ：総合区民センター（江東区大島4-5-1）
　　　　電話０３-３６３７-２２６１

3/11 日 10:00～（予定）　ティアラこうとう　大会議室

前期オーディション

対象：小学校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）。所属バレエ教室に通い、先生の許可を得た方。
申込み：往復ハガキに①氏名（ふりがな）②年齢③学年（平成30年4
月現在）④性別⑤身長⑥経験年数⑦保護者名⑧住所⑨電話番号⑩所
属バレエ教室を記入の上、ティアラ・ジュニアバレエ教室係までご郵
送ください。
〒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　電話03-3635-5500
しめきり：2/24(土）必着　

ティアラ・ジュニアバレエ教室

※申し込み状況により、詳細時間を決定いたします。

　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

受付開始 金2/9

　大ホールでは「オーケストラの日２０１８スペシャルコンサート」、小ホールでは「春らんまん寄席」
や「スプリングファミリーコンサート」を開催します。地下１階のロビーでは「ミニコンサート」や「たの
しいお茶会」、大会議室ではジュニアオーケストラスプリングコンサートを行います。そのほか、和太
鼓演奏＆体験やフリーマーケット、キッチンカーによる軽食販売もあります。どうかご家族で春休み
の一日をティアラこうとうでお楽しみください。

ティアラこうとう地域感謝祭3/25 開催日

＝イベント一覧・申込み方法＝

　舞台芸術をもっと楽しみたい友の会会員の皆様のために、江東区芸術提携団体東京シ
ティ・フィル、東京シティ・バレエ団より講師を招いてとっておきのお話をご用意します。
2018年度より年6回、参加費無料（先着30名限定）にて実施いたします。

日　時：5/12(土)　13:30～15:00 会　場：ティアラこうとう　中会議室
参加費：無料（友の会会員限定） 定　員：30名（先着）
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333
講　師：安達悦子（東京シティ・バレエ団芸術監督）
　　　　江原陽子（洗足音楽大学声優・アニメソングコース講師）

テーマ

サロン・ドゥ・ティアラ2018 ～舞台芸術をもっと楽しむつどい～ 第１期

オーケストラの日2018スペシャルコンサート★ チケット販売中（公演詳細は2面をご覧ください）
出演：林家木久蔵ほか　
出演：江東区音楽家協会
協力：江東区茶華道会　※茶菓子付（先着100名）
出演：江東区音楽家協会　
出演：ティアラこうとうジュニアオーケストラ

協力：ＴＡＩＫＯ-ＬＡＢ（申込み：080-5007-3677岩本）

協力：環境整備推進委員会（問合せ：3645-7581老沼）
出店：サークルウエスト

500円

入場無料

入場無料

大ホール
イベント名（予定） 内容時間

小ホール

大会議室

１階広場

地下1階
ロビー

第１練習室

100円

入場無料

300円

春らんまん寄席★
14：00～
12:00～13:00
14:00～17:00
12:00～14:30
10:00～17:00
17：00～18：00
①11:00～12:00
②13:00～14:00

10：00～15：30

春休みファミリーコンサート（先着順）
楽しいお茶会（立礼）
ロビーdeコンサート
ジュニアオーケストラスプリングコンサート

キッチンカー（カレー、ホットドッグ、クレープほか）

（★は要申込⇒ティアラこうとうチケットサービス　03-5624-3333）

和太鼓体験教室

フリーマーケット＆手作りショップ

高関健ⓒ大窪道治

安達悦子

佐々木新平 林家木久蔵 ティアラこうとうジュニアオーケストラ 江東区音楽家協会

江原陽子

東京シティ・バレエ団“セリフ付き”バレエ「白鳥の湖」（5/27（日）公演）

10：00～


