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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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P A P E R

先行
6/9 土

6/10

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

昼の部14：30、夜の部18：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／SS席5,850円、S席4,950円　一般／SS席6,500円、S席5,500円全席指定

今月の先行予約公演NEW

土
日

土
水
日
土
日
土
金 土

火

金

▼6/9　先行土

八代亜紀・香西かおり 
スペシャルコンサート

23
日

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

9

全席指定 友の会／2,000円　一般／2,500円　こども（小学生以下）／1,000円　親子ペア／3,000円　
江東区民／2,300円　※2歳以下ひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料。　

15：0０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

ずばり！！クラシック名曲コンサート

友の会／ 1,800円　一般／ 2,000円　江東区民／ 1,900円

2
日

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール

9

全席指定 友の会／800円　一般／1,000円　4歳～高校生／500円　

　東京シティ・バレエ団とオペラ歌手宮本益光さんによるバレエ・コンサート。今回は「みにくい
あひるの子」をモチーフにした、まったく新しいストーリをお届けします。東京シティ・バレエ団
の代表作「白鳥の湖」と宮本さんのナビゲートで贈る美しいバレエの世界。小さいお子さんも、
バレエビギナーのパパ・ママも、お気軽にお越しください。

66
歳以上対象

先行
6/9 土

先行
6/9 土

44
歳以上対象

先行
6/9 土

先行
6/9 土

先行
6/9 土

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
第13回定期演奏会

東京シティ・バレエ団　
バレエ・コンサートVol.4　みにくい白鳥の子

出演：あじおかえりこ、倉田英二、俵和也、
オーディションで合格した区民

アンデルセンの「みにくいアヒルの子」
をベースにした英国生まれのローレン
ス・オリヴィエ賞受賞作品。愛と涙と
感動のユーモアあふれる物語です。音
楽も素晴しく、どことなく懐かしさを感
じ身体にすんなりと溶け込む感覚は
絶品です。

曲目（予定）：舟唄、雨の慕情、なみだ恋、無言坂、最北航
路、酒のやど　ほか12：00、16：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール

8
24

　「本格ミュージカルに出演しよう」をコンセプトにした区民参加ミュ
ージカル。3年目の今年も、オーディションに合格した小学生から大人
まで46名と、プロのミュージカル俳優が共演します。約10ヶ月の間、
毎週日曜日に朝から夜まで「ダンス」「歌」「演技」の稽古に励み、アマ
チュアとは思えない感動的なステージを披露します。ご家族みんなで
楽しめるミュージカルの世界を、ぜひご堪能ください！

　演歌はもちろんジャズでも実力を発揮する八代亜
紀と、ポップスから民謡、歌謡曲まで幅広くこなす香
西かおり。当代きっての人気演歌歌手の２人が融合す
る特別なステージ!!

金

25
土

みんなのミュージカル ホンク！
～みにくいアヒルの子～

ザ・ニュースペーパーLIVE2018
ティアラこうとうジュニアオーケストラ第13回定期演奏会
ワールドワイドな音楽紀行

和楽器演奏集団 独楽 ～道程ゆけば～
柳家さん喬独演会
ずばり！！クラシック名曲コンサート
金子三勇士バースデー・コンサート

東京シティ・バレエ団 バレエ・コンサートVol.4 みにくい白鳥の子
八代亜紀・香西かおり スペシャルコンサート
Fazioli Japan Presents 石井克典ピアノリサイタル

みんなのミュージカル ホンク！ ～みにくいアヒルの子～

15
土

9

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／3,600円　一般／4,000円　こども（高校生以下）／2,000円
※2歳以下ひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料。

全席指定

友の会／4,500円　一般／5,000円全席指定

9
22

　人気若手ピアニスト、金子三勇士のリサイタルを開催。今年は、
豊洲シビックセンターホールでは初めてのバースデーコンサー
トです。年々と進化を続けるピアニズムによる、ピアノ名曲プロ
グラムをお楽しみに！

土

金子三勇士
バースデー・コンサート

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円　※当日各500円増全席指定

9
9

　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」。
　今年で13回目を迎える亀戸公演。
　2018年も力強く賑やかに、皆様を魅了するステー
ジをお届け致します！！

日

10
2

火

和楽器演奏集団　独楽
～道程ゆけば～

出演：植木陽史(和太鼓・津軽三味線)、川口真満(箏)、
京極由加(津軽三味線・唄)　ほか

佐々木新平

Ⓒ鹿摩隆司 宮本益光

加羽沢美濃

萩原貴子

1966カルテット ザ・フレッシュメン

小野弘晴 米津真浩

奥村愛

塚越慎子

ザ・ニュースペーパー 宮本史利 大嶋千暁

ティアラこうとうジュニアオーケストラ

過去の公演より

昨年の公演より

金子三勇士　ⒸAyako Yamamoto 和楽器演奏集団　独楽

ティアラこうとうが贈る新シリーズ！題名の通りクラシック音楽の名曲の数々を集めた、ありそうでなかった公演です。
クラシック音楽に詳しくない方、大歓迎です！ＮＨＫテレビ「ららら♪クラシック」において長年司会を務めた、作曲家・ピ
アニスト加羽沢美濃が楽しいトークと共にご案内します。ピアノ・ヴァイオリン・フルート・マリンバ・歌など、多方面で
活躍している実力派キャストによる演奏を贅沢に聴ける、クラシック・ファンも必ず満足していただけるプログラムです。

「ベートーヴェン交響曲全曲演奏プロジェクト」を進めているティ
アラこうとうジュニアオーケストラ、今年の定期演奏会では第６番
「田園」をお贈りします。
　前半の「シルヴィア組曲」では、ティアラこうとうならではのジュニ
アバレエ団との共演もあります。

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）

出演：加羽沢美濃（司会・ピアノ）、奥村愛（ヴァイオリン）、萩原貴子（フルート）、塚越慎子（マリンバ）、小野弘
晴（テノール）、米津真浩（ピアノ）、1966カルテット（ピアノ・カルテット）、ザ・フレッシュメン（ピアノ・トリオ）
曲目（予定）：カッチーニ・シューベルト・グノー＝バッハ／アヴェ・マリア、マスネ／タイスの瞑想曲、サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン、ビ
ゼー／「アルルの女」より“メヌエット”、モンティ／チャルダッシュ、ヴェルディ／女心の歌、ディ・カプア／オ・ソーレ・ミーオ、ショパン／ノク
ターン第２番、リスト／ラ・カンパネラ、ヴィヴァルディ／「四季」より“秋”、メンデルスゾーン／ピアノ三重奏曲 第１番 第１楽章　ほか

指揮：佐々木新平　ゲスト：ティアラこうとう・ジュニアバレエ団
曲目(予定)：オッフェンバック／喜歌劇「天国と地獄」より序曲、ドリーブ／
シルヴィア組曲（バレエ付き）、ベートーヴェン／交響曲第６番「田園」

66
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先行
6/9 土
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先行
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66
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66
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14：００、18:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

9
1

　世間を騒がせるリアルタイムな話題。役者が演じる
人物やコントの中に、ニュースの裏に隠された社会の
本質が見えてくる！時代の流れに連動するザ・ニュー
スペーパーのコントをお見逃しなく！

土

ザ・ニュースペーパー
LIVE2018

友の会／4,300円　一般／4,800円　全席指定
15：00開演　ティアラこうとう　小ホール

友の会／ 3,150円　一般／ 3,500円全席指定

8
31
金

Viva la Musica 2018　宮本史利リサイタル
ロッシーニ！ロッシーニ？ロッシーニ!?
～ロッシーニ没150年メモリアルとして～

出演：宮本史利（バリトン）大嶋千暁（ピアノ）
曲目（予定）：二匹の猫による愉快な二重唱、オペラ「セヴィリ
アの理髪師」より“たくさんの国を巡ったものだ”、オペラ「アル
ジェのイタリア女」より“イタリア女というものは”　ほか

　これまで宮本史利リサイタルではロッシーニを中心にプログ
ラムを組んできました。ロッシーニ没150年のメモリアルに当た
る今年は、冗談の大好きなロッシーニに敬意を表して、オールロ
ッシーニのプログラムに見せかけた、特別プログラムでお楽しみ
いただきます。ロッシーニの魅力を存分に味わってください。

■作品内容

出演：金子三勇士
曲目（予定）：ベートーヴェン／ピアノソナタ「ワルトシュタイン」、

リスト／ハンガリー狂詩曲第2番　ほか

新発売
日6/10

み
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ち
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アヒル



新発売
日6/10
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土

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

※2歳以下ひざ上は無料

13：30開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／900円　一般／1,000円　こども（小学生まで）／500円

ティアラマンスリーコンサートVol.202
「フェドゥムジク第1回公演～親子で
楽しむコンサート～音楽の贈り物」

8
3

金

会員募集

江東少年少女合唱団
第28回サマーコンサート

出演：東家一太郎(浪曲)、田辺鶴遊(講談)、柳家喬の字(落語)、猪
馬ぽん太(漫談)、岡大介(カンカラ三線)

出演：髙島孝太郎（唄）、髙島雄次郎（アコーディオン）、髙島龍三
郎（ウッドベース）、髙島圭四郎（バンジョー）
曲目（予定）：東京ラプソディ、二人は若い、旅の夜風、誰か故郷を
想わざる、上海帰りのリル、青い山脈　ほか

出演：柳家権太楼、柳家ほたる

　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
話芸をお楽しみください。

　浅草を中心に活躍する昭和53年、午歳生まれの若手実力派
芸人5人が一堂に会し、浪曲、講談、落語、漫談、カンカラ三線、
それぞれの芸で真剣勝負します。今回は、５人一同による特別
コーナーもあります。ここでしか見られないコラボを、どうぞお
楽しみください。

　現在の落語界を代表する爆笑派の落語家として活躍中。愛
称「ゴンさま」として幅広い年齢層のファンに人気です。平成
25年には紫綬褒章を受章し、圧倒的な存在感を見せつける権
太楼落語を、たっぷりとお楽しみください。

　古き良き昭和初期の流
行歌を昭和生まれ平成育
ちの四兄弟が唄い奏でる
東京大衆歌謡楽団。男女
を問わず熱烈な中高年の
方々の支持のもと、古賀メ
ロディーをはじめ懐かしい
名曲を披露します。

9
12
水

19：00開演　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

　幼いこども達に良い音楽を、と企画した演奏会。美しいソプ
ラノで歌う「モアナと伝説の海」。昔話の「赤ん坊婆さん」のお
話。マリンバとピアノで奏でる「剣の舞」他。聴くだけでなくこど
も達も参加できるとても楽しい演奏会です。「フェドゥムジク」
とは「音楽の妖精たち」という意味です。

柳家さん喬独演会

深川とっくり座公演46回目
丹青の「花入れと水屋の富」

9
22
土

14:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／ 2,300円　一般／ 2,500円　江東区民／ 2,300円　※当日各500円増全席指定 友の会／ 3,100円　一般／ 3,500円

66
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
土6/9

66
歳以上対象

先行
土6/9

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）：くまのプーさん、きこえてくる　ほか

出演：中村由利子（ピアノ・Liberoba）、植草ひろみ（チェロ・
Liberoba）、三浦幸未知マリオ（テノール）、竹弦囃子（ギター：愛
川 聡/能管・篠笛：山田路子）、MiMi（ハンマーダルシマ）

　5歳から高校生までのこども達がホールいっぱいに素敵な
歌声を響かせます。

11
2

金

19:０0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　学生／2,500円

Fazioli Japan Presents
石井克典ピアノリサイタル

66
歳以上対象

先行
土6/9

曲目（予定）：スカルラッティ／ソ
ナタへ短調L.118、ベートーヴェン
／ピアノソナタ変イ長調Op.110、
ショパン／幻想曲へ短調Op.49、
ラヴェル／高雅で感傷的ワルツ、
シマノフスキ／変奏曲変ロ短調
Op.3

　巨匠の技巧が紡ぎだす、透徹
の響き。国際派ピアニストが魂か
ら語りかけるピアノ。心に響く空
間がここにある。

9
7

金

19:０0開演　深川江戸資料館　小劇場

深川江戸資料館「THE 伝統芸能」
特撰落語会 柳家権太楼独演会

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

8
17
金

18
土

19
日

17日19：00、18日14：00、19：00、19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　一般／3,0００円　※当日各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。

　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46回
目公演は丹青の「花入
れと水屋の富」。花の
お江戸に、今日も嵐が
巻き起こる！笑って泣いて驚いて、珠玉の短編2本立て！
※江戸庶民パフォーマンス　
出演者が江戸庶民の姿で、常設展示室に登場します。
7月22日（日）１１：００～、１３：００～（各４０分程）　要入館料

8
19
日

　平成22年から一昨年まで開催してきた「第九」演奏会。昨年
から“真夏のレクイエム”に生まれ変わりました。今年はブラー
ムス作曲のドイツ・レクイエムをお贈りいたします。

真夏のレクイエムこうとう２０１８
「ドイツ・レクイエム」

15:00開演　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　区民割引／3,300円

8
22
水

14:00開演　東大島文化センター　レクホール
全席自由 友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円　※当日各500円増　

東京大衆歌謡楽団
「昭和歌謡　珠玉の名曲コンサート」

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

6/23
（土）

監督：小津安二郎　
出演：佐分利信、木暮実千代　ほか

江東シネマプラザ6月（昭和27年／115分モノクロ）
「お茶漬の味」

午後の部 15：00午前の部 11：00

倦怠期を迎えた茂吉と妙子の二人の心に押
し寄せるさざなみ。ある出来事をきっかけに、
さざなみが大きな波となり二人に危機がおと
ずれるが…。
★小型ＦＭラジオを通してナレーションを流
す音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

Ⓒ1952松竹株式会社Ⓒ1952松竹株式会社

深川江戸資料館「THE 伝統芸能」
～浪曲･講談・落語・漫談・カンカラ三線～
午歳五人男 in 深川

出演：青山道子（マリンバ）、五箇惠美子（語りと歌）、林晶子（ソプ
ラノ）、本村佳子（ピアノ）

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

出演：柳家さん喬　ほか

16：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／3,200円　一般／3,500円　※当日各500円増

ワールドワイドな音楽紀行

　世界をまたにかけて活躍するアーティスト達が彩る音楽祭、
昨年に引き続き今年も開催決定!!     
　和楽器、洋楽器、声楽のコラボレーションで全ての音楽ファン
の方にお楽しみ頂けるコンサートをお届け致します。  

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：安井陽子、バリトン：萩原潤　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：ブラームス／ドイツ・レクイエム　作品45

66
歳以上対象

全席自由　友の会 3,200円　一般 3,400円（全9回分）
江東シネマプラザ

6/23（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。●6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

6/23㈯
7/28㈯
8/25㈯
9/22㈯
10/27 ㈯

11/24 ㈯

1/26 ㈯
2/23 ㈯
3/23 ㈯

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

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

16：0０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

カタヤマスピリッツ！＆Pin's Bar主催
第14回スーパーセッションinティアラ

8
4

土

　今年で14回目になる「スーパーセッション」。プロ・アマ入り
乱れ即席8バンドを構成し、様々なジャンルの曲で熱いライブ
を繰り広げます！

7
3

火

4
水
5

木
6

金

3日14：00、4日13：00、18：30、5日13：00、18：30、
6日14：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／4,000円　一般／4,500円　

新生若獅子プロデュース公演
「深川の雪」 
舞踊「品川の月」「吉原の花」

66
歳以上対象

出演：笠原章、正木慎也、中條響子、南條瑞江　ほか

　時代小説展に関連して新国劇の流れを汲む劇団若獅子の公演
です。美人画絵師・喜多川歌麿晩年の名画「雪月花屏風三部作」に
秘められた、物悲しくも艶っぽい歌麿の涙をご堪能ください。

中村由利子

柳家権太楼

前回公演「三方ー両損」より

柳家ほたる

東家一太郎 田辺鶴遊 柳家喬の字 猪馬ぽん太 岡大介

東京大衆歌謡楽団

植草ひろみ 竹弦囃子 MiMi三浦幸未知マリオ

出演予定：タカアンドトシ、佐久間一行、ジャルジャル、和牛、
　　　　　ジャングルポケット、かまいたち　ほか

19：30開演　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　

※当日友の会／3,600円　一般／4,000円　
※5歳以上有料。4歳以下ひざ上無料、ただし席が必要な場合は有料。

7
13
金

　よしもと人気芸人が笑いをお届け！
　テレビとは一味違う「生」のお笑いをどうぞお楽しみに！

よしもとお笑いまつり in 江東2018！
～週末スペシャル～

タカアンドトシ 佐久間一行 ジャルジャル

和牛 ジャングルポケット かまいたち

笠原章 正木慎也

うま どし
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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

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

そ
の
他
の
施
設 
公
演

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　※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！
出演：なぎら健壱、松本典明（ギター）　ゲスト：友川カズキ

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

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
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！ 
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

歌って健康！ 歌声コンサート

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／受講生 2,800円
恒例の江東区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。今回は、聴き慣れたクラシックの
曲を中心にジャズカバーするほか、アレンジの効いたナンバーをお送りします。
曲目：月の光、アマポーラ、愛の讃歌　ほか　

佐脇武則presents JAZZ meets CLASSIC これ、いいじゃない？

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
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。
曲目：星空のコンチェルト、ジュピター、星に願いを　ほか

江東マンドリンクラブ 第25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 3,200円／一般 3,500円／学生 1,000円　※当日各500円増
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。
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）

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　

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　※当日各200円増／ U-25割 3,000円
（25歳以下）　※引取時に本人確認書類提示／学生割 1,500円　※引取時に学生証提示　※U-25割と学生割引は当日割増なし
新劇女優7人が実在の『原爆乙女』に挑んだ感動作、再演！　作：古川健　演出：日澤雄介（以上、劇団チョコレートケーキ）
出演：小暮智美、尾身美詞、安藤瞳、渋谷はるか、吉田久美、保亜美、宮山知衣 

On7ｰオンナナｰ 「その頬、熱線に焼かれ」

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300円増
唯一無二の甘い音色でジャズを奏でるトランペッター岸義和率いるビッグバンドと今宵限りの西山健治17th
スペシャルバンドが、昔懐かしいダンスホール・ナイトクラブを再現します。
曲目：スリーピー・ラグーン、オール・オブ・ミー、A列車で行こう　ほか

西山健治プロデュース 貴方と夜と音楽と 第5弾 ～昔懐かしいナイトクラブの再現～

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
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！　
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 

加藤健一事務所 「煙が目にしみる」

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席完売。
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

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
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！！　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

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

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
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。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。　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

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

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
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。　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

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

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
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。　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

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～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 4,950円／一般 5,500円　※当日各500円増
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。

上妻宏光 デーモン閣下 山井綱雄 能舞音楽劇 「義経記」

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

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
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。
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）　

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

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 6,300円／一般 7,000円
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。今回は愛をテーマに歌い継がれた名曲の数々と渾身の新曲を披露。
曲目（予定）：愛のままで…、ROSE、愛の賛歌、東京ブギウギ　ほか

『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～

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 3,600円／一般 4,000円／江東区民 3,800円
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。

春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会 ～落語とピアノバラエティ～vol.2

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
バレエ・モダンダンス・演劇の世界から気鋭のアーティスト６人が集うダンスの舞台。
夏の夜空に願いを込めて放たれるワクワクドキドキのティアラこうとうの小宇宙をお楽しみください。
作家：木許恵介、堀之内真平、ハンダイズミ、真島恵理、三浦太紀、山元美代子　芸術監督：山元美代子

舞踊作家協会 連続公演第199回 「七夕・ダンスパフォーマンス」

66
歳以上対象

55
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
さわやかな夏をテーマに、水・花・星・空・そして愛…今宵、美しい夜空の七夕☆イヴに大好きな日本とイタ
リアの歌をお届けいたします。
出演：梅原佐妃子（ソプラノ）、鳥居礼子（ピアノ）

ティアラマンスリーコンサートVol.201 「梅原佐妃子 ソプラノリサイタル」

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
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。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。　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：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、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

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～

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：ブルックナー／交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」、シューベルト／交響曲第7番ロ短調「未完成」

江東フィルハーモニー管弦楽団 第19回定期演奏会

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
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！ 
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

ベンチャーズ ジャパンツアー2018

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、B席2,700円／一般 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）　※SS席完売
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」　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

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」

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
実在の舞台女優の美しくも悲しい愛の物語「アドリアーナ ルクブルール」。嫉妬のあまり妻の愛人を殺害してし
まうミケーレの苦悩を描いた「外套」。どちらも日本語字幕付きで、オペラが初めての方でもお楽しみいただけ
ます。　出演：木村聡、村田孝高、中島寿美枝、工藤志洲、細沼初美、菅原千恵、浅野和馬、土師雅人　ほか

第19回江東オペラハイライト公演 チレア作曲「アドリアーナ ルクブルール」 ハイライト/プッチーニ作曲歌劇「外套」全曲　

44
歳以上対象

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。自由な心を持って、観に来てください。　
出演：真島恵理バレエスタジオ生徒　ほか（ゲスト予定）

ダンス・エマージ Kotos Vol.4

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

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／小・中学生 S席2,500円、A席2,000円、B席1,500円
昨年の『ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち』にひき続き、今回は『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』をお届けします。　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Ⅴ」天空の花嫁

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Ⅴ」天空の花嫁



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

ミミヨリ情報

落語公演情報

真夏のレクイエムこうとう２０１８
「ドイツ・レクイエム」（8/19(日)公演）

〒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6月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号7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7名様

応
募
方
法

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〉6/30（土）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
スプリング

6/8（金）
第316回
19:00開演

7/13（金）
第317回
19:00開演

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』
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

オータム

9/15（土）
第318回
14:00開演

10/19（金）
第319回
19:00開演

11/16（金）
第320回
19:00開演

モーツァルト／交響曲第39番　変ホ長調　K.543
ラヴェル／歌劇「スペインの時」(演奏会形式)
指揮：高関健　トルケマダ：村上公太
コンセプシオン：半田美和子　ゴンサルヴェ：樋口達哉
ラミーロ：桝貴志　ドン・イニーゴ・ゴメス：北川辰彦

ハイドン／交響曲第102番　変ロ長調
モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲第3番　ト長調　K.216
プッチーニ／交響的前奏曲
レスピーギ／交響詩「ローマの松」
指揮：トンチエ・ツァン　ヴァイオリン：三浦文彰

ストラヴィンスキー／詩篇交響曲
武満徹／弦楽のためのレクイエム
ストラヴィンスキー／バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）
指揮：高関健　合唱：東京シティ・フィル・コーア
合唱指揮：藤丸崇浩

① ②

1.野村萬斎　狂言の夕べ　江東公演
（10/5 ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙／5枚

2.花岡詠二
　インターナショナル・コンサート　
（10/11 亀戸文化センター　カメリアホール）
ＣＤ2種／各一枚　

寄席　都笑亭Vol.117　学生落語選手権 
6/27（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：柳亭市楽（6/6（水））、林家扇兵衛（7/5（木））

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
6/6（水） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

7/5（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。

6/22（金） 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

生まれも育ちも、江東区。昔昔亭桃之助乃会

料金：全席自由　友の会／ 2,000円　一般／ 2,300円　※当日各500円増 
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！
出演：昔昔亭桃之助、笑福亭鶴光、山上兄弟、柳亭小痴楽　ほか

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。

新発売
土6/10

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）：久寿里菊之助、関東落語研究会選抜メンバー　ほか

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

7/22 日
夏休み！　オーケストラ＆バレエ体験

13:00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
　江東区と芸術提携を結ぶ東京シティ・フィル、東京シティ・バレエ団
による体験イベントです。わかりやすい解説とともに、家族でオーケス
トラとバレエの実演をお楽しみください。
申込み：ティアラこうとうチケットサービス　電話 03-5624-3333

6/24 日
シビックギャラリーステージ

14:00開演　豊洲シビックセンターギャラリー
全席自由　入場無料　先着100名　どなたでも
　豊洲在住の女性2名のユニット・
Milk［弥勒］が、沖縄の音楽コン
サートを開催します。
　心に響く、沖縄独特の音楽をぜひ
ご堪能ください。

桂九雀桂九雀 柳亭市楽柳亭市楽 林家扇兵衛林家扇兵衛

飯守泰次郎
（Ⓒ武藤章）

志田明子

申込み･問合せ　ティアラこうとう　☎03-3635-5500
•入団オーディションは８月中に別途行います。（無料）
•説明会不参加でもオーディションは可能です。
•練習会場はティアラこうとう大ホール、音楽練習室等です。
•入団後のジュニアオーケストラ受講料27,000円（半期15回分、教材費別途）

　ティアラこうとうでは、江東区と芸術提携を結ぶ東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団
が指導するジュニア
オーケストラの、秋から
の新団員を募集しま
す。つきましては、練習
見学会を開催しますの
で、お気軽にご参加く
ださい。年２回のス
テージで、一緒に演奏
を楽しみましょう。

8/4（土）18:00～20:30　ティアラこうとう大ホール

合奏練習を見学していただいた後、休憩中に音楽監督からのお
話しと、担当より概要説明を行います。休憩後も見学可能です。

小学4年生～大学2年生。原則的に参加希望楽器の演奏経験があ
り、かつ楽器を持参できる方（説明会は楽器不要）。保護者同伴（高
校生以上は本人のみ可）。※江東区外からの参加も可能です。
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、オーボエ、ファゴッ
ト、ホルン、トランペット、チューバ　※楽器により初心者から可、
条件付きの募集があります。詳しくはお問合せください。

ティアラこうとうジュニアオーケストラ団員募集

～練習見学会～

内　　容

募集楽器

対　　象

日時・会場 会場：ティアラこうとう　大ホール
対象：①小学生以上18歳未満の区内在住または区内バレエスタジオ所属を基本と

し、3年以上のバレエ経験者（中学生以上の部は5年以上）
　※区外からの参加も可能です。
②毎週日曜日および舞台リハーサル（12/19（水）・20（木）・21日（金））に参加できる方。

オーディション参加費：1,000円

申込み･問合せ　ティアラこうとう　電話03-3635-5500
往復ハガキに①氏名（フリガナ）②性別③年齢④学年⑤経験年数⑥身長⑦所属バ
レエスタジオ⑧保護者名⑨住所⑩電話番号を記入の上、〒135-0002 江東区住吉
2-28-36 ティアラこうとう「くるみ割り人形」オーディション係へ郵送。
※「返信」面にはご自分のご住所・お名前を記入してください。 　
しめきり：7/3（火）必着　　
※オーディション合格後のレッスンは、毎週日曜日ティアラこうとうリハーサル室で
行います。欠席が多い場合は配役決定後でも出演を取り消す場合があります。

東京シティ・バレエ団/ティアラ“くるみ”の会

「第33回くるみ割り人形」
　　　出演者オーディション

第一次オーディション

第二次オーディション

　12/22（土）、23（日・祝）、24（月）にティアラこうとう大ホールで開催される
「くるみ割り人形」の出演者オーディションを行います。
　江東区芸術提携団体の東京シティ・バレエ団、東京シティ・フィルハーモニッ
ク管弦楽団と共演する、本格的なバレエ公演です。未来のバレエダンサーを目
指す皆さん、プロダンサーと一緒にこの舞台に出演してみませんか。

8/5（日）小学生の部11:00～／中学生以上の部15:00～（予定）
※時間は申し込み状況により変更する場合がございます。

8/16（木）※第一次オーディション合格者のみ

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

日　時：7/15(日)11:00～12:30
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：飯守泰次郎（東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者）
　　　　志田明子（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 楽団長）

　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。

受付開始6/9（土）１０：００～

サロン・ドゥ・ティアラ2018 第3期

昔昔亭桃之助 笑福亭鶴光 山上兄弟 柳亭小痴楽

東京シティ・バレエ団とティアラこうとうによる、大人からこどもまで楽しめるバレエイベント。
バレエが大好きな方も、バレエをはじめて体験する方も、お気軽に遊びに来てください！

Tiara Ballet Days
2018年 9月22日（土）、23日（日・祝）　ティアラこうとう

ティアラ バレエ デイズ

大会議室

大ホール

9/22（土）

●おどってみよう！　バレエ体験
バレエって敷居が高い？そんなことはありません。まずは音楽に合わせ
て気軽に体を動かしてみましょう！
時間／10：30～11：10　対象：0歳～大人
料金／大人1,000円、3歳～小学生500円

●美Bodyバレエ・エクササイズ
指導／西澤美華子（東京シティ・バレエ団）
時間／11：30～12：30　対象／大人　料金／1,000円

大ホール
9/23（日・祝）

●東京シティ・バレエ団　バレエ・コンサートVol.4　「みにくい白鳥の子」

●東京シティ・バレエ団　カンパニークラス見学会　
バレエ団で普段行っているレッスンを間近で見ることが出来ます！
時間／14：30～15：50　対象／どなたでも　料金／入場無料

小ホール
●「『ジゼル』～生と死、二つの世界を一筋に貫く真実の愛～」上映会
時間11:00～　入場無料

中会議室
両日開催

★バレリーナーになろう！　写真撮影　料金／1,000円
•衣裳、トゥ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。

このほかにも「小学生のためのバレエ・レ
ッスン」、「東京シティ・バレエ団付属バレエ
学校生徒によるスタジオパフォーマンス」
など楽しい企画が盛りだくさん！　詳しく
はティアラこうとうホームページへ！

申込み・問合せ
●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

アヒル
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