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火

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
4/8 日

4/10

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

12：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会・一般／500円全席自由

6
20
水

今月の先行予約公演NEW

日土

月
火
木

▼4/8　先行日

ティアラ　ワンコイン・コンサート2018
東京シティ・フィルPresents　木管五重奏コンサート

7
土

8
日

7日17：００、8日14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

7

全席指定 友の会／SS席6,300円、S席5,400円、A席4,500円、B席2,700円　
一　般／SS席7,000円、S席6,000円、A席5,000円、B席3,000円　
※江東区民割：一般料金から各200円引　当日学生席（高校生～25歳）／2,500円（当日残席がある場合のみ販売）

66
歳以上対象

18：3０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

春風亭小朝・清水ミチコ
～落語とピアノバラエティ～vol.2

友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円　江東区民／ 3,800円
※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。

14
月

18：30開演　ティアラこうとう　大ホール

5

全席指定 友の会・一般／8,640円　※おひとり様4枚まで

　東京シティ・バレエ団による“ベト７”日本初演から５年…あの時の衝撃と感動が、ティアラこうとうに帰って
きます！そして2017年に同じく日本初演で話題を呼んだ『Octet』は、待望のオーケストラ演奏での再演が実
現。ショルツファンのみならず、音楽ファンからの声援も熱いシンフォニック・バレエが並びます。井田マエスト
ロとシティ・フィルによる迫力の演奏、そしてダンサーたちの鍛え抜かれた躍動に、どうぞご期待ください。

66
歳以上対象

先行
4/8 日

55
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
4/8 日

先行
4/8 日

井上陽水コンサート2018 
ROCK PICNIC

東京シティ・バレエ団創立50周年記念公演
「ウヴェ・ショルツ・セレクション」

出演：北川翔（バラライカ）、大田智美（アコーディオン）
曲目（予定）：黒い瞳、アヴェ・マリア、ベニスの謝肉祭、
ティコティコ、ロシア民謡　ほか

ナビゲーター：野尻弥史矢
出演：伊藤倫子（フルート）、本多啓佑（オーボエ）、
山口真由（クラリネット）、皆神陽太（ファゴット）、
小林祐治（ホルン）　

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール

7
25

　加藤登紀子ツアーへの参加やテレビ出演、オーケス
トラとの共演など活動の範囲の広がる若手実力者二人
によるセッションコンサート。

　2018年度は東京シティ・フィルハーモニック
管弦楽団によるワンコイン・コンサートをお贈
りします。第１弾は木管五重奏のコンサート。実
力派５名による心地よい木管サウンドをお楽し
みください。

水

Viva la Musica 2018
Sounds of Balalaika&Accordion
進化し続ける二人が挑む最高のアンサンブル

井上陽水コンサート2018 ROCK PICNIC
歌って健康！ 歌声コンサート
春風亭小朝・清水ミチコ ～落語とピアノバラエティ～vol.2

28
木

6

18：30開演　深川江戸資料館　小劇場

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

友の会／2,000円　一般／2,300円
※当日各500円増

全席自由

6
22

　昨年の真打昇進披露も好評の江東区出身・在住の
昔昔亭桃之助が、ラジオでもお馴染み笑福亭鶴光、
「てじなーにゃ」の山上兄弟と豪華ゲストを迎えます。
　どうぞお見逃しなく！

金

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

19：00開演　森下文化センター　多目的ホール
友の会／ 3,200円　一般／ 3,500円　
学生／ 1,000円　※当日各500円増

全席自由

7
10

　今年もニューヨークから最強のミュージシャンが来日。
サキソフォンのバトルをご堪能ください。

火

ビンセント・ハーリング＆エリック・アレキサンダー
The Battle JAPAN TOUR 2018　

出演：昔昔亭桃之助、笑福亭鶴光、
　　　山上兄弟、柳亭小痴楽　ほか

出演：ビンセント・ハーリング（アルトサックス）、エリック・
アレキサンダー（テナーサックス）、小林陽一（ドラムス）、安ヶ
川大樹（ベース）、泉川貴広（ピアノ）

春風亭小朝

野尻弥史矢 伊藤倫子

山口真由 皆神陽太 小林祐治

本多啓佑

清水ミチコ

「Octet」 ⒸTakashi Shikama

「ベートーヴェン交響曲第７番」 ⒸTakashi Shikama

北川翔

昔昔亭桃之助 笑福亭鶴光

山上兄弟

風祭ゆき

宮内良

榊原紀保子 FUMIKA

柳亭小痴楽

ビンセント・ハーリング＆エリック・アレキサンダー

小林陽一 安ヶ川大樹 泉川貴広

大田智美

　一昨年大好評だった春風亭小朝と清水ミチコの公演がティアラこ
うとうでふたたび開催が実現！
　前半は小朝がたっぷりと巧みな語り口で落語を聴かせ、後半は清
水ミチコが楽しいピアノの弾き語りと映像で大爆笑のステージを繰
り広げます。ふたりのトークもあり、今からワクワクするこの公演をお
見逃しなく！

　現在69歳でもなお、精力的に4月からコンサートツアーを行う井上陽水。
「ROCK PICNIC」という意味深長なタイトルの上、今回のツアー会場は、近
年行われたコンサートとは趣が異なる予感。今回ならではの雰囲気を是非お
見逃しなく！

演目：ウヴェ・ショルツ振付「ベートーヴェン 交響曲第7番」、「Octet」
音楽：L.V.ベートーヴェン／交響曲第7番、F.メンデルスゾーン／弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20
芸術監督：安達悦子　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

44
歳以上対象

朗読：風祭ゆき（サンド）、宮内良（ショパン）、天木妙子（ナレーション）
ピアノ演奏：榊原紀保子
曲目：エチュード第３番／別れの曲、即興曲第4番嬰ハ短調／幻想即興曲、ノクターン第２番
変ホ長調、プレリュード第１５番／雨だれ、プレリュード第４番、マズルカ第５番変ロ長調　ほか

15：00開演　ティアラこうとう　小ホール

7
7

　作曲家ショパンと女流作家サンドは9年をともに過ごしました。39歳でこの世
を去ったショパンにとってはサンドがいたこの9年間こそ彼の人生そのものでし
た。ショパンとサンドのお互いを思う心の声と、その思いから生まれたショパン
のピアノ作品をお届けします。

土

ドラマティック朗読コンサート
ショパンとサンド～ある愛のかたち～

友の会／3,600円　一般／4,000円
　

全席指定

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）
曲目（予定）：Smile、私のお気に入り、スマイルは合言葉、素敵な貴方　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

7
27
金

ティアラ JAZZ LIVE 2018
FUMIKAスマイルコンサートPart.11
～全てはスマイルから始まる～
　マザー・テレサの言葉 『Peace begins with a smile（平和は微笑
みから始まる）』笑顔は自分だけでなく、周りの人にも、とても良い影響を
与えます。貴方が笑えば、みんなが笑う。みんなが笑えば、貴方も笑う。癒
しと微笑みの空間へ…スマイルは合言葉！

新発売
火4/10

66
歳以上対象

新発売
火4/10

66
歳以上対象

新発売
火4/10

66
歳以上対象

新発売
火4/10

66
歳以上対象

新発売
火4/10

東京シティ・バレエ団創立50周年記念公演 「ウヴェ・ショルツ・セレクション」

新発売
火4/10



新発売
火4/10

C IN EM AC IN EM A

新発売
火4/10

新発売
火4/10

新発売
火4/10

新発売
火4/10

新発売
火4/10

6
19
火

14:０0開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席自由 友の会／1,200円　一般／1,500円　※当日各500円増　

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

ティアラこうとう・ジュニアバレエ団
第13回発表会　バレエ・コンサート

5
5

土

歌って健康！ 歌声コンサート

出演：NPO法人朗読の会「話輪和」、劇団かっぱ倶楽部 曲目：星空のコンチェルト、ジュピター、星に願いを　ほか

出演：オブサンズ・ジャズ・オーケストラ
司会：ボナ植木（ナポレオンズ）
ゲスト：斎藤ネコ（ヴァイオリン）

　源義経の劇的な生涯を描いた“義経記”を通じて、今も日本
人の根底にある”想い”を現代に伝える。
　デーモン閣下の監修による脚本と朗読、そして歌。上妻宏光
の書き下ろしの楽曲と演奏、山井綱雄の独自の能舞。ジャンル
を異にする三者が新たな解釈で表現し、歴史や伝統に根ざし
ながらも、エン
ターテイメント
性を伴った新日
本様式の世界を
是非体感してく
ださい。

　民話や名作の朗読と、親子でも楽しめる寸劇、一度に二つが
楽しめる公演です。どうぞご覧ください。

　25回目という節目のコンサートです。七夕の日にちなんで、
“星”に関する曲を中心に演奏します。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。

6
16
土

17：００開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,950円　一般／5,500円　※当日各500円増

　ティアラこうとうが主催するジュニアバレエ教室のこどもた
ちによる公演です。

上妻宏光　デーモン閣下　山井綱雄
能舞音楽劇　「義経記」

6
2
土

14:00開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　小学生／ 500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

先行
日4/8

44
歳以上対象

曲目（予定）：カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山脈、
川の流れのように、花は咲く　ほか
出演：杉山公章

作：姫野眞佐美　演出：姫野真由美
出演：戸丸悟、姫野真由美、河原邦恵、青木友成、瀧口敦子、小川章子

　上手・下手はここでは関係なし！ 楽しく元気に思いきり歌い
ましょう！ 思い出の唱歌・歌謡曲などをプロの生演奏をバックに、
会場のみんなで歌っていただくイベントです。歌は苦手という
方も安心してご参加いただけます。

6
3
日

16:０0開演　森下文化センター　多目的ホール
その他 友の会・一般／３，５００円　中学生以下／2,000円（１ドリンク付き）

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ
定期演奏会

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

　「魅惑（Ｊａｚｚ）と疑惑（Ｍａｇｉｃ）の下町娯楽バンド」をキャッチ
フレーズに地元・森下で活動中。飲食（別途有料）をしながら
迫力のビッグバンドサウンドをお楽しみください。※チケットは、
指定席引換券を発券いたします。座席は、当日主催者が割振り
ます（お座席は、舞台向かって左側のエリアを予定）。

7
15
日

16
月・祝

15日19:00、16日13：00、17：00開演　ティアラこうとう　大会議室
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,5００円

　コンテンポラリーダンスって何？　バレエと比べると、なんだ
かわかりづらい？　でも、その印象は変わるかもしれません。思
いのほかコンテンポラリーは楽しくて、面白いのです。自由な
心を持って、観に来てください。

ダンス・エマージ　Kotos Vol.4

6
21
木

　毎年、秋元順子の誕生日（6/21）に合わせて地元江東区で
行われる、普段のコンサートでは見ることができない特別企画
盛沢山のコンサート。2008年「愛のままで…」が100万枚の大
ヒットとなり、同年末のNHK
紅白歌合戦に出場。あれから
ちょうど10年が経った今でも、
「人生いつでも青春」をテー
マに活動。愛をテーマに歌い
継がれた名曲の数々と、渾身
の大作である新曲を披露。

『愛のままで・・・』あれから10年
秋元順子バースデーコンサート
Junko 71～コウトウ・ラブ・ストーリー～

15：30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

19：00開演　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

出演：真島恵理バレエスタジオ生徒　ほか（ゲスト予定）

7
7
土

14:00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会・一般／ 500円　

江東マンドリンクラブ
第25回定期演奏会

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

4/28
（土）

監督：古澤憲吾　出演：植木等、団令子　ほか

江東シネマプラザ4月（昭和40年／106分カラー）
「大冒険」

午後の部 15：00午前の部 11：00

ハナ肇とクレージーキャッツ結成10周年を記念して製作された映画。
植木等演じる雑誌記者が国際的なニセ札偽造団相手に八面六臂の大
活躍。植木自身が危険なスタントを
こなし、当時植木の付き人だった小
松政夫がある場面で植木に代わり
スタントを披露している。

「大冒険」Ⓒ東宝・渡辺プロ「大冒険」Ⓒ東宝・渡辺プロ

朗読ｔｏ演劇のひととき

杉山公章

プログラム：第一部　ブリリアント・プロローグ2018　第二部「小
作品集」グラン・パ・クラシック、「リーズの結婚」よりアダージオ、
ショスタコービチのワルツ、第三部「人魚姫」
ゲスト：春野雅彦、三間貴範、吉留諒、吉岡真輝人（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）

7
20
金

　夏だ！エレキだ！ベンチャー
ズ！今年も日本中に”テケテ
ケ・サウンド”がこだまする！
60年代、日本に空前の”エレ
キ・ブーム”を巻き起こし、
「雨の御堂筋」「二人の銀座」
等の”ベンチャーズ歌謡”の
連続ヒットを重ね作曲家とし
ても日本の音楽に多大な影
響を与えた。

ベンチャーズ　
ジャパンツアー2018

5
10～13
木～日

14：00、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　

学生／2,000円（中学生以下／1,000円※劇団扱いのみ）

演劇集団小さな翼５月公演
「ああ結婚！？」
　小さな翼新作書下ろし
ホームコメディー。結婚を決
意した次女に問題が発生、作
家の父と娘たちはそれを解
決しようとある計画を実行す
るが…編集者夫婦も巻き込
んでてんやわんやの大騒ぎ、
さて、結末は？　
※13日（14：00開演のみ）

66
歳以上対象

ゲスト：佐川満男、宙美
曲目（予定）：小指の想い出、恋のしずく、オールディーズメドレー
2018、百万本のバラ　ほか

曲目（予定）：愛のままで…、ROSE、愛の賛歌、東京ブギウギ　ほか

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円

7
21
土

　今年デビュー60周年、歌い始
めて65年を迎え新たな活動を広
げています。精力的なコンサート
活動と共に、近年ではライブハウ
スツアーで全国をまわり好評を
博すなど、デビュー以来、日本を
代表するPOPS歌手として活躍
を続けている伊東ゆかりのコン
サート、ぜひご期待ください。

伊東ゆかりコンサート2018
～縁もゆかりも、、、６０年～

66
歳以上対象

全席自由　友の会 3,800円　一般 4,０00円（全11回分）
江東シネマプラザ

4/28（土）～3/23（土）
古石場文化センター
大研修室会場

「江東シネマプラザ」は、昭和の名画を中心に大画面で楽しめる上映会
です。この上映会がご覧になれる「江東シネマ倶楽部」は、入会いただ
くと以下の特典あります。●４月～平成３１年３月の上映会を予約なし
で鑑賞●映画に関する情報を掲載した「江東シネマ倶楽部だより」を
毎上映会時に配布●会員限定特別無料上映会●グッズ抽選会など

新規会員募集

4/28㈯
5/26㈯
6/23㈯
7/28㈯
8/25㈯
9/22㈯

10/27 ㈯
11/24 ㈯
1/26 ㈯
2/23 ㈯
3/23 ㈯

大冒険☆
銀座の恋の物語
お茶漬の味★
東京五輪音頭
私が棄てた女
名もなく貧しく美しく☆

秋刀魚の味★
RAILWAYS 
愛を伝えられない大人たちへ
瞼の母☆
たそがれ清兵衛
ひとりぼっちの二人だが

日程 日程作品名 作品名

★ＦＭ放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）　☆３５ミリフィルム上映

■35ミリフィルム上映

午前の部 11：00 午後の部 15：00

昭和の名画を中心に大画面で上映
第40期

オブサンズ・ジャズ・オーケストラオブサンズ・ジャズ・オーケストラ ボナ植木ボナ植木 斎藤ネコ斎藤ネコ

昨年の様子昨年の様子

出演者イメージ写真出演者イメージ写真

昨年の演奏会より昨年の演奏会より

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）

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」

5
27
日

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　王妃：若林美和　ほか　
【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：河崎文亮　ナレーション・王妃：木村涼香　ほか

　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。

44
歳以上対象

44
歳以上対象

Ⓒ鹿摩隆司Ⓒ鹿摩隆司

Ⓒ鹿摩隆司Ⓒ鹿摩隆司

左からデーモン閣下、上妻宏光、山井綱雄

曲目（予定）：ダイアモンドヘッド、パイプライン、10番街の殺人、ウォ
ーク・ドント・ラン、雨の御堂筋、二人の銀座、京都の恋、京都慕情、
キャラバン、ハワイ・ファイヴ・オー、朝日のあたる家　ほか

伊東ゆかり

佐川満男 宙美

6
9
土

14:０0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
米津×小瀧～華麗なる連弾！！～

66
歳以上対象

曲目（予定）：ビゼー／カルメン幻想曲、ローゼンブラット／ロシア
の２つの主題によるコンチェルティーノ、リムスキー＝コルサコフ
／熊蜂の飛行　ほか

　米津真浩、小瀧俊治、ピアノの名手二人が88鍵で展開する
バトルは、クラシック音楽の世界を超えてまさにロック！音楽が
面白い！！

米津真浩 小瀧俊治
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日

4
22

30日18：0０
1日13：00、17：00

開演

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

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

そ
の
他
の
施
設 

公
演

原案：鈴置洋孝　脚本・演出：堤泰之
出演：加藤健一、山本郁子（文学座）、天宮良、加藤忍、伊東由美子（離
風霊船）、佐伯太輔、菊地美香、伊原農（ハイリンド）、久留飛雄己（青
年座）、吉田芽吹、照屋実、新井康弘

7
4
水

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／4,000円　一般／4,500円

　大ヒットジャズナンバー「煙
が目にしみる」に乗せてお贈
りする、笑いと涙のハートフ
ル・コメディ！ 生も死も、全て
お見通しのおばあちゃんが、
大切な事を教えてくれる̶。

加藤健一事務所
「煙が目にしみる」

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　※当日各500円増
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をご堪能ください。
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

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～

6
10
日

16：00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　※当日各500円増

　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、無頼
詩人を奇跡
的に体現す
るアーティ
スト 友川カ
ズキが12年
ぶりに登場！

第18回 帰ってきた
なぎら健壱のフォーク夜話
トーク＆ライブ

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
紅花は素敵な赤を奥に秘めて黄色い花に育ちます。　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

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

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　※当日各500円増
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。　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　

セーンジャー馬頭琴コンサート忘れないあのとき

66
歳以上対象

66
歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 1,000円／一般 1,200円／こども（未就学児から高校生） 100円
※幼児で保護者の膝の上での参加の場合は無料
江戸から現代まで伝わる、日本の大道芸と物売りを一挙大公開。「がまの油売り」や「南京玉すだれ」、「バナナの叩き売り」また「あさり売り」や深川名物「かりんとう売り」など
よりすぐりの芸を一堂にご披露します。乞う、ご期待！　出演：日本大道芸・大道芸の会/大道芸研究会、しげちゃん（バナナの叩き売り）、藤由越山（普化宗尺八院代・大師範）

にほんの大道芸と物売り ～江戸から今に伝わる芸～

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 1,200円／子ども（０歳～小学生） 300円
※当日各200円増　※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり。
こどもから大人まで全ての世代に贈る本格ジャズコンサート。　出演：クニ三上（ピアノ）、有明のぶ子（ヴィブ
ラフォン）、安井希久子（パーカッション）　曲目（予定）：Sing Sing Sing、美女と野獣、エリーゼのために　ほか

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

深川江戸資料館　小劇場　全席指定　友の会 2,300円／一般 2,500円／江東区民 2,300円／受講生 2,300円
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。
出演：太夫／竹本千歳太夫、三味線／野澤錦糸

素浄瑠璃の会 復曲浄瑠璃｢花魁莟八総」 芳流閣の段 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 3,400円／一般 3,8００円
同時開催「カフェ＆マルシェ」（11:00～）。入場者特典：①パトリックのシャンソン教室招待。課題曲「オー、シャン
ゼリゼ」（12:30～）②お土産プレゼント　出演：パトリック・ヌジェ（歌、アコーディオン）、ドミニク・シャニョン（ベ
ース）、金益研二（ピアノ）　曲目（予定）：サン・トワ・マミー、愛の讃歌、パリの空の下、バラ色の人生　ほか

江東フランス祭 パトリック・ヌジェのシャンソンコンサート 66
歳以上対象

豊洲文化センター　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
0歳から入場OK！クラシックからアニメの曲まで親子で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。（公演時間60分）※おむつ替え・授乳コーナーあり

コンサート・バンビーニVol.13 東京シティ・フィルPresents 親子できこう・うたおう・おどろうコンサート

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 SS席7,200円 S席5,400円／一般 SS席
8,000円 S席6,000円　※SS（前方席）席は、プレゼント付（アーティスト写真、グッズ）です。公演当日にお渡し。
振付・出演：西島数博、長谷川達也（DAZZLE主宰）、Ewen Chiu（クラウドゲートダンスカンパニー）　出演：宮川
一彦、金田健宏、南雲篤史、高田秀文（DAZZLE）　Dennis Chen、風間無限、水島渓　映像：酒生哲雄（写真家）

『SUPER SWAN』新演出 白鳥の湖全2幕 TOYOSU DANCE LIVE 2018

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（2歳以下ひざ上無料）
毎年恒例の人気公演。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。　
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

～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
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
華麗な音楽の気流にのって、優雅な時間を演出します。　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「交響曲第7番」、𠮷田メロディ／「いつでも夢を」　ほか多数

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～

66
歳以上対象

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000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、映画
音楽などフレッシュなサウンドをお届けします。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

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

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
様々なジャンルの舞踊家が「日本の音楽」をテーマに競演します。風鈴の音も日本の音楽かも…邦楽はもちろ
ん日本人が作曲したオーケストラ曲も日本の音楽と考え、お贈りします。

舞踊作家協会 連続公演第198回 〔日本の音楽を踊る〕 “創る”ことを愛する人たちの夕べ

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 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

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 4,500円／当日 一律5,000円
ザ・ワイルドワンズの鳥塚しげきをゲストに迎え、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：鳥塚しげき

カントリー＆ウエスタン I SAW THE LIGHT Vol.45

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
－映画で使われたクラシックなど－「名曲でつづるマンスリー 200回記念コンサート」：江東区音楽家協会主
催で1995年4月に始まった「ティアラマンスリーコンサート」が2018年5月に200回を迎えることを記念し、
映画の中で使われたクラシックなど、良く知られた名曲を集めてお贈りします。

ティアラマンスリーコンサート vol.200  「マンスリー200回記念コンサート」

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
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。　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／21日：小貫岩夫、22日：土師雅人、マッ
ダレーナ／ 21日：藪田瑞穂、22日：正岡美津子、ジェラール／ 21日：杉野正隆 、22日：山口邦明　ほか

第36回江東オペラ歌劇「アンドレア シェニエ」

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：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」

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

33
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,150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
『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！　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）

Emi Necozawa & Sphinx 大江戸〝E-DO〟演奏会

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5,400円 A席4,500円／一般 S席6,000円 A席5,000円
出演：第1部　花岡詠二スヰング・オールスターズ（各種コンボ）、第2部　花岡詠二スヰング・オーケストラ
（ビッグバンド）　曲目（予定）：Sing Sing Sing、レッツ・ダンス、メモリーズ・オブ・ユー　ほか

第32回花岡詠二プレゼンツ スヰングタイム

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 ＳＳ席5,850円、Ｓ席4,950円／一般 ＳＳ席6,500円、Ｓ席5,500円
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！　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

大月みやこ・市川由紀乃スペシャルコンサート ～華の競演～（ゲスト）中澤卓也

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：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

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

構成・演出：鴨下信一　出演：白石加代子

　白石加代子「百物語」のアンコールをお届けします。
22年かけて上演してきた99本のベストコレクションか
ら､今回は映画や歌舞伎､落語､新劇といった様々なジャ
ンルでも人気の､シリーズ総決算『牡丹灯籠』を前後編の
通し狂言でお贈りします。お札剥がしの怪談話と人情豊
かな仇討話が絡んだ聴きどころ満載の作品です。

「百物語」について
　明治から現代の日本の作家の小説を中心に「恐怖」というキーワード
で選び、それを白石加代子が朗読するという形で出発した。朗読という
枠を超えた立体的な語りと動きで人気を博す。2014年、泉鏡花「天守
物語」をもって第99話である最終話を語り終えた。1995年から、実に
22年もの歳月を経て完走。

5
30
水

19:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／ 4,000円　一般／ 4,500円

66
歳以上対象

岩波ホール発 白石加代子「百物語」
シリーズ アンコール上演
第80話　三遊亭圓朝「牡丹灯籠」

白石加代子

出演：なぎら健壱、松本典明（ギター）　ゲスト：友川カズキ

撮影 松沢雅彦 撮影 池田敬太

加藤健一 天宮良

山本郁子Ⓒ石川純 新井康弘
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ミミヨリ情報

落語公演情報

対象

日程（予定）

参加費

申込み
締切り

東京シティ・バレエ団創立50周年記念公演
「ウヴェ・ショルツ・セレクション」（7/7(土)8(日)公演）

2018年度前期2018年度前期

〒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4月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号5月号は4月25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〉4/30（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。

日 14:00　ティアラこうとう　大ホール

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

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 1.0歳から入場OK！　
　おんがくであそぼうコンサート
（10/1 ティアラこうとう小ホール）
サイン色紙／5枚

2.薗田憲一とデキシーキングス
　Live in Camellia part.17　
（10/17 カメリアホール）
CD／1枚　

5/8 火
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

　ティアラ友の会会員及び江東区内在住・在勤・在
学の方に東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
のリハーサルを公開します。今回は2018-2019
シリーズ第1弾となる第315回定期演奏会の直前
リハーサルです。常任指揮者・高関健によるリハー
サル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

6/9

5/20

土
東京ブラスソサエティ　第42回定期演奏会ご招待

14:00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

　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名様をご招待します。（チケット発売は5月10日予定）
申込み：往復はがき（124円）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〒135-0002江東区住吉2-28-36ティア
ラこうとう「東京BS TP係」までお送りください。※4月26日（木）必着

5/10 　～13木 日
演劇集団小さな翼5月公演　「ああ結婚！？」　

14:00、19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由　入場無料　ティアラ友の会会員
　ティアラ友の会会員を各回5組10名計70名をご招待し
ます。公演情報は2面をご覧ください。
申込み：往復はがきに①住所②氏名③電話番号④ご希望
の日時を書いて〒135-0053江東区辰巳1-8-45-302演劇
集団小さな翼「ああ結婚！？」招待係までお送りください。
※４月３０日（月）締切　※13日は14：00のみ

寄席　都笑亭Vol.116 
4/25（水） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール

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：立川雲水（4/11（水））、三遊亭天どん（5/15（火））

料金：全席自由　　
友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　※当日各500円増

上方落語　九雀亭
4/11（水） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

5/15（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。

6/9（土） 14:00開演 会場　亀戸文化センター　カメリアホール

RAKUGOもんすたぁず
5/6（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 三遊亭天どん三遊亭天どん立川雲水立川雲水

風間杜夫落語会

料金：全席指定　友の会／ 3,150円　一般／ 3,500円
日本を代表する名優・風間杜夫が、二席たっぷり聞かせます！ 落語家も太
鼓判を押す腕前の風間杜夫が、講談界に新風を吹き込む革命児、神田松之
丞をゲストに迎えます。落語と講談の魅力をじっくりとご堪能ください。
出演：風間杜夫、神田松之丞

6/10（日） 14:00開演 会場　江東区文化センター　ホール

特撰落語名人会
柳家さん喬・桂雀々・桃月庵白酒

料金：全席指定　友の会／ 3,240円　一般／ 3,600円
三者三様の魅力でお贈りする特撰落語名人会。卓越した話芸をお楽しみください。

5/19（土） 14:00開演 会場　亀戸文化センター　カメリアホール
林家たけ平独演会

料金：全席指定　2,500円　一般／ 2,800円　※当日各200円増
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。
出演：林家たけ平、青空たのし　ほか

新発売
火4/10

新発売
火4/10

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

林家たけ平 青空たのし

風間杜夫 神田松之丞

柳家さん喬 桂雀々 桃月庵白酒

6/9（土） 14:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場

六華亭遊花落語会
－魅知国からひとり旅－

料金：全席自由　友の会／ 1,800円　一般／ 2,000円　※当日各500円増
みなさまのリクエストにお応えして、魅知国・
東北で大人気の落語家 六華亭遊花がつい
にお江戸にひとり旅。遊花の魅力をたっぷり
感じ、笑っていただけること間違いなしです。
ぜひお越しください。
出演：六華亭遊花

5/30（水） 18:30開演 会場　深川江戸資料館　小劇場

伝統芸能公開「落語」特別版

桂夏丸真打昇進披露の会in深川

料金：全席自由　友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　※当日各500円増
今年5月に真打昇進をいたします桂夏丸による記念落語会です。常設展示
室で行っている伝統芸能公開「落語」の特別版としてお送りします。豪華出演
者の他、真打披露口上もございます。どうぞお見逃しなく！
出演：桂夏丸、桂幸丸、柳亭市馬、林家たけ平、桂翔丸、鏡味よし乃

桂夏丸 桂幸丸 柳亭市馬

Ⓒ大窪道治

　ティアラこうとうのイベントにたずさわってみませんか。ホールイベ
ントにおけるチラシ配布・アンケート回収等の受付、アウトリーチコン
サートの会場設営等をお手伝いいただける方を募集します。なお、お手
伝いいただいた日については、公演をご鑑賞いただけます。

　第30回江東こどもまつり
が5/20（日）に開催されま
す。ティアラこうとうで行わ
れる観劇会は、劇団トマト座
による「ミュージカル オズの
魔法使い」を上演します。本
当の知恵と心と勇気を求めて、ドロシーと愉快な仲間たちのミュージ
カルアドベンチャーです。ぜひご家族でお楽しみください。

日時 ： 5/20（日）午後2時～3時20分（1時20分開場）
場所 ： ティアラこうとう大ホール　人数 ： 900人(全席自由)
費用 ： 大人500円・こども(3歳～中学生)200円
　　　※2歳以下は無料。ただし席はありません。
出演 ： 劇団トマト座　問合せ ： 児童会館　電話3633-6911
観劇券は4月17日(火)から区内各児童館・児童会館で発売。
※前売り券が残った場合のみティアラこうとう劇場ロビーで
5/20(日)午前10時30分から当日券を販売します。

3回以上参加できる方6名（18歳以上）

ティアラこうとうホールボランティア募集ティアラこうとうホールボランティア募集

無料（ボランティア保険に加入します）

ティアラこうとう電話・窓口にて ☎ 03-3635-5500（先着順）
4/30（月）※実施要項を郵送します。

東京シティ・フィル 公開リハーサル
ティアラ ワンコイン・コンサート２０１８ 東京シティ・フィルPresents
東京シティ・バレエ団 第２２回練習見学会「ウヴェ・ショルツ・セレクション」
オーケストラ＆バレエ体験
ティアラ・バレエ・デイズ
ティアラ ワンコイン・コンサート２０１８ 東京シティ・フィルPresents

5/8（火）
6/20（水）
6/27（水）
7/22（日）
9/22（土）・23（日）
9/26（水）

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
ティアラこうとうアウトリーチコンサート 区内小学校プログラム
※会場がティアラこうとうではなく、区内の小学校にて行うコンサート。
　5/29、30、6/6、7、8、12、13、14、9/25、26

第30回江東こどもまつり

「ミュージカル オズの魔法使い」
　平成30年8月19日（日）に開催の「真夏のレクイエムこうとう2018」
に出演する合唱団員を追加募集します。（レッスンは昨年10月からス
タートしています。）
　今回はブラームス作曲のドイツ・レクイエムを演奏します。指揮は
日本におけるドイツ音楽の重鎮で、新国立劇場オペラ芸術監督の飯守
泰次郎氏です。この名曲に造詣が深いマエストロの指揮で、感動のス
テージを体験しませんか。経験者歓迎！

平成30年5/8（火）～平成30年8/14（火）、8/16（木）～18（土）（オ
ケ合わせ3日間）18:30～21:00、開催当日ゲネプロおよび本番
大会議室ほか
全パート（ソプラノ、アルト、テノール、バス）。オケ合わせ、ゲ
ネプロに参加し、練習回数の3分の2以上出席できる方。
月額6,000円
四野見和敏（合唱指揮）、荒井香織（ヴォイストレーナー）ほか
ブラームス作曲「ドイツ・レクイエム」Op.45（ドイツ語）
Brahms/A German Requiem（for soli,Choir and Orchestra)
ブライトコプフ＆ヘルテル社版を各自大型楽器店、大型書店、イン
ターネット販売にて各自ご購入ください。 ※実費負担

真夏のレクイエムこうとう2018合唱団員急募!

日時

対象

参加費
講師

練習会場

指定楽譜

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

日　時：6/23(土)13:30～15:00
会　場：ティアラこうとう　大会議室
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　☎03-5624-3333
講　師：安達悦子（東京シティ・バレエ団芸術監督）
　　　　井田勝大（指揮者）

受付開始４/８（日）１０：００～
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