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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。
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P A P E R

先行
8/9 木

8/10

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

6日14：00、7日16：00開演　豊洲文化センター 豊洲シビックセンターホール
友の会／両日券1,800円、7日のみ900円　一般／両日券2,000円、7日のみ1,000円
※当日各500円増

全席自由

今月の先行予約公演NEW

木
土

土祝
金
土

土
土

土
日
土
土

▼8/9　先行木

ファツィオリジャパン創立10周年記念
オンラインピアノコンクールファイナルイベント

24
土

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール

11

全席指定 友の会／Ｓ席3,600円、A席3,150円　一般／Ｓ席4,000円、A席3,500円　江東区民／一般料金から各200円引

14：0０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

花岡詠二プレゼンツ
KOTOユースポップス&ジャズフェスタ2018

友の会／ 1,500円　一般／ 1,800円　大学生以下／ 1,200円　

10
土

14：00開演　豊洲文化センター 豊洲シビックセンターホール

11

全席指定 友の会／3,000円　一般／3,500円

　東京シティ・フィルによる映画音楽のコンサートです。東西のアミューズメント・パー
クのアトラクションになっている映画のテーマ曲などを中心に、お贈りします。純粋に
オーケストラの生演奏を味わっていただきたい。という思いから、あえて映像の上映
はいたしません。PA機器を通さない生オーケストラのサウンドによる迫力を存分に
お楽しみください。

44
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
8/9 木

先行
8/9 木

66
歳以上対象

先行
8/9 木

先行
8/9 木

實川風ピアノリサイタル

東京シティ・フィルPOPSコンサート
映画音楽セレクション

出演：高橋竹山（津軽三味線）
ゲスト：小田朋美（ピアノ）
曲目（予定）：三味線じょんから、ホーハイ節、弥三郎節、即興曲　ほか

14：00開演　江東区文化センター　ホール

11
10

～高橋竹山さんからのメッセージ～
　今年は、初代没後20年にあたりますが、秋には初代のドキュメント映画
が上映される予定です。改めて基本に思いを寄せて「民謡の心」をお届けし
たいと思っております。皆様との出会いを楽しみにしております。

竹山

　ファツィオリジャパン株式会社は斬新なオンライン方式の
ピアノコンクールを開催し ています （2018年4月27日～10
月7日）。唯一オンラインでないイベント：本選、授賞式・受賞
者演奏 です。興奮 の瞬間にぜひお立会いください。 
※演奏は引き続きビデオで閲覧可、審査投票はオンラインの
みで行われます。  コンクールの詳細やパーティについては
ファツィオリジャパン株式会社にお問合せください。
（TEL：03-6809-3534）

土

初代竹山没後20年メモリアルコンサート
～「民謡の心」唄から三味線へ、三味線から唄へと繋ぐ～
二代目 高橋竹山 コンサート

ベイビー・ブー 十番勝負 其の八 グランプリを唄う
マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ
ヤマンドゥ・コスタ ギターリサイタル
マキタスポーツ オトネタの夕べ

禁断のヴァイオリニスト×地を這う前衛 ライコー・フェリックス×田中泯
實川風（じつかわかおる）ピアノリサイタル
二代目高橋竹山コンサート
花岡詠二プレゼンツ KOTOユースポップス&ジャズフェスタ2018
東京シティ・フィルPOPSコンサート 映画音楽セレクション
～キエフ・クラシック・コレクション～ 初春バレエ祝賀コンサート

11
日

11

19：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

友の会／4,500円　一般／5,000円全席指定

友の会／5,400円　一般／6,000円　※当日各500円増全席指定

10
27

　ギタリスト史上最強のテクニックと音楽性を持つブラジル生
まれの世紀の天才、ヤマンドゥ・コスタが再び来日！ 
　バーデン・パウエルに見出され、パコ・デ・ルシアが自らの
後継者として絶賛！サンバ、ボサノヴァ、ショーロ、タンゴほか南米
の多様な音楽に、ジャズなど様々なスタイルを吸収し、ジャンル
を超えた独自の世界を構築。7弦ギターの上を驚異的なテクニ
ックが縦横無尽に駆け巡る！

土

ヤマンドゥ・コスタ
ギターリサイタル

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／ 3,420円　一般／ 3,800円全席指定

1
12

　弦楽アンサンブルの生演奏をバックに、ウクライナきってのバレ
エ・カンパニー、キエフ・クラシック・バレエの12人のダンサーを
迎えた贅沢なプログラム。新春ならではのシュトラウスや、バレエな
らではのチャイコフスキーで新たな一年の始まりを優雅に彩る！

土

10
6

土

7
日

～キエフ・クラシック・コレクション～
初春バレエ祝賀コンサート

バレエ：キエフ・クラシック・バレエ
演奏：キエフ・クラシック弦楽アンサンブル
曲目(予定)：チャイコフスキー／花のワルツ（「くるみ割り人形」より、グラン・パ・ド・ドゥ（「白鳥の湖」より）、ガーランド・
ワルツ（「眠れる森の美女」より）、プロコフィエフ／バルコニーのパ・ド・ドゥ（「ロミオとジュリエット」より）、J.シュトラウス2
世／春の声、ウィーンの森の物語、ウィーン気質、美しく青きドナウ、ワイトトイフェル／スケーターズ・ワルツ　ほか

花岡詠二

昨年の公演より

指揮：佐々木新平

Ⓒアールアンフィニ

ファツィオリF278

ライコー・フェリックス

田中泯©Itaru Hirama

ヤマンドゥ・コスタ

　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
ャンの共演によるポップス&ジャズフェスティバル。中・高・大学生の若さ溢れる熱い演奏と、プロミュ
ージシャンによる心地よいジャズサウンドをお聴かせいたします。

　若手実力派のピアニストとして人気の高い實川風（じつかわかおる）。豊洲シビックセンター
ホールのピアノ FAZIOLIに、また新しい風を吹き込みます。
　心に響き渡る音色と聴き馴染みのあるプログラムで、實川風の世界をお楽しみください。

出演：中村中学校・高等学校吹奏楽部、東京都立深川高等学校吹奏楽部、東京都立東高等学校吹奏楽部、
東京都立城東高等学校ブラスバンド部、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

曲目(予定)：ショパン／24の前奏曲より「雨だれ」、ノクターン「遺作」、英雄ポロネーズ、バラード第4番
ドビュッシー／版画「塔」「グラナダの夕べ」「雨の庭」　ほか

66
歳以上対象

先行
8/9 木

先行
8/9 木

66
歳以上対象

先行
8/9 木

66
歳以上対象

先行
8/9 木

66
歳以上対象

66
歳以上対象

19:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

11
2

　お笑いの世界では、他に類型のないエンターテインメン
トを追求している【マキタスポーツ】。
　芸人、音楽家、役者、小説家、映像監督など、ジャンルを
軽々と飛び越えマルチな活動を展開している。芸能活動20
周年【表現者・マキタスポーツ】の“オトネタ”に乞うご期待！

金

マキタスポーツ　
オトネタの夕べ

友の会／3,600円　一般／4,000円　全席指定
19：00開演　豊洲文化センター 豊洲シビックセンターホール

友の会／ 4,050円　一般／ 4,500円全席指定

11
8

木

禁断のヴァイオリニスト×地を這う前衛
ライコー・フェリックス×田中泯
　セルビア生まれ、ヨーロッパを代表するヴァイオリニストのライ
コー・フェリックスと、70年代より国内外で独自の舞踊活動を展
開し最近では俳優としても注目されるダンサー、田中泯による奇
跡のコラボレーション。まったくの即興で紡ぎだされる嵐のような
ステージは観るものすべてを別世界へと誘います。

出演：ヤマンドゥ・コスタ

出演：マキタスポーツ 出演：ライコー・フェリックス（ヴァイオリン）、田中泯（踊り）

66
歳以上対象

新発売
金8/10

指揮：佐々木新平　
曲目（予定）：パイレーツ・オブ・カリビアンより、ハリー・ポッターより、スターウォーズより、ジョーズより、
バック・トゥ・ザ・フューチャーより　ほか　※曲目は、やむをえず変更する場合がございます。予めご了承ください。

じつ かわ かおる

なぎら健壱コンサート2018 ～下町情歌Part14～



新発売
金8/10

新発売
金8/10

新発売
金8/10

新発売
金8/10

新発売
金8/10

11
3

土祝

10
28
日

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／4,300円　一般／4,800円

16：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／2,700円　一般／3,000円　中学生以下／1,000円

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト
「歌舞伎を楽しもう」
まるわかり、はじめての歌舞伎！

9
16

日

なぎら健壱コンサート2018
～下町情歌Part14～

出演：Koto Youth Choir、男声合唱団K.B.SINGER'S
指揮：笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ：奥田 和、桑子実千代　
曲目：ホール・ニュー・ワールド、男声合唱による10のメルヘン「愛
する歌」、「風に寄せて」　ほか

指揮：飯守泰次郎　ピアノ：今田篤　構成・振付：石井清子、中弥智博
管弦楽：東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団　バレエ：東京シティ･バレエ団
曲目：【第１部】シベリウス／交響詩「フィンランディア」、グリーグ
／ピアノ協奏曲イ短調　【第２部】グリーグ／「ペール・ギュント」
第１組曲・第２組曲（オーケストラwith バレエ）　

曲目（予定）：聖母たちのララバイ、シクラメンのかほり、時代、
襟裳岬、赤いスイートピー、雨の慕情、恋唄綴り、つぐない

曲目：モーツァルト／フルート四重奏曲イ長調、弦楽四重奏曲
　　　プレイエル／フルート四重奏曲ニ長調　ほか

　江東少年少女合唱団
の卒団生で構成された
「Koto Youth Choir」
がお届けする、こころ安
らぐひと時。若さ溢れる
瑞々しい歌声を、会場
いっぱいに響かせます。

　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
コーラスグループ。洗練された男声ハーモニーで、皆様の心に
感動をお届けします。

　オーケストラとバレエダン
サーが同じ舞台で共演する
ティアラこうとうならではのオ
リジナル公演です。今回は、音
楽の授業で誰もが聴いた
「ペール・ギュント」（新作振
付）をお贈りします。

　心に響く抜群の歌唱力と、愛
嬌たっぷりの楽しいお喋り。そ
のパワフルなステージで、明る
く元気になりませんか！！

9
30
日

14：00開演　豊洲文化センター 豊洲シビックセンターホール
全席指定 友の会／3,150円　一般／3,500円

　400年以上続く日本が誇る
エンターテイメント「歌舞伎」
の楽しみ方をわかりやすく紹
介します。舞台衣裳や道具の製
作の様子、パネル展示、記念撮
影コーナーや楽器体験もあり
ます。まるごと一日、歌舞伎を
楽しもう！

東京シティ・バレエ団
TOKYO CITY BALLET LIVE 2018
「CITY BALLET SALON vol.7」

ティアラマンスリーコンサートVol.203　
「エンジョイ四重奏（Quartet）」

10
14
日

14:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会・一般／ 500円

全席指定 友の会／ 4,000円　一般／ 4,500円　※当日各500円増

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

　残していきたいフォー
クソングと、人情味溢れ
るオリジナル曲を歌いつ
づけている「なぎら健壱」
のカメリアホールで14
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。どうぞ
ご期待ください。

10
6

土

11:00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

「神田陽子の講談まつり」vol.3
ジョン万次郎をたずねて足摺岬～ボストン
（熊本福島復興支援継続中！）

66
歳以上対象

10
19
金

19:00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 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.24

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：枯葉、恋人よ我に帰れ　ほか

　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。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…毎回のお客様のご声援で24回を迎えます！その進化はとまらない！

66
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
木8/9

先行
木8/9

第一部：11:00～13:30　神田陽子
社会人弟子による講談パレード
第二部：14:00～16:30
出演：宝井琴調（ゲスト）、一龍斉貞橘（ゲスト）、神田陽子「ジョン
万次郎冒険記」、神田京子、神田桜子

　講談は落語と並ぶ日本の伝統
話芸です。ポンポンと調子よく張
り扇を叩きながら物語を進めてい
きます。演じる楽しさ、声を張る気
持ちよさ、人情の機微なども愉し
く学べます！ぜひ、お遊びにいらし
てくださいませ。

10
13
土

13:30開演　江東区文化センター　ホール

ベイビー・ブー 十番勝負 其の八
グランプリを唄う
～あの歌 この歌 黄金の昭和歌謡～

55
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

33
歳以上対象

66
歳以上対象

10
5

金

19：00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

　“エンジョイ四重奏”明る
く、そして楽しい、室内楽の
演奏会です。モーツァルト
のフルート四重奏と弦楽四
重奏、プレイエルのフルー
ト四重奏、メンデルスゾー
ンの弦楽四重奏。芸術の秋
に、つややかな響きをお楽
しみください。

9
15
土

　傀儡師は原初の芸能のひとつ。等身大の人形をあやつる人
形師、百鬼ゆめひなを迎え、オペラ「椿姫」を奈々福が翻案、浪
曲化した「椿太夫の恋」をコラボレーション。奈々福浪曲一席と、
ゆめひなオリジナル作品もあり。

奈々福なないろvol.1
第一回　傀儡師と奈々福

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

10
14
日

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3,600円、A席2,700円　一般／ S席4,000円、A席3,000円　

※江東区民･こども（5歳以上小学生以下）一般料金から各200円引

フレッシュ名曲コンサート
オーケストラwithバレエ
「ペール・ギュント」

Koto Youth Choir 8th Concert
meets K.B.SINGERS’

出演：市村萬次郎、市村竹松、
　　　市村光
演目：歌舞伎のみかた、「五条橋」
鬼一法眼三略巻、舞踊「藤娘」

司会進行：島本須美（声優）　
演奏：ドリーム・チェンバー・オーケストラ　歌：ジブリーズ
曲目（予定）：「風の谷のナウシカ」、「天空の城ラピュタ」、「となり
のトトロ」、「魔女の宅急便」、「もののけ姫」、「千と千尋の神隠し」、
「ハウルの動く城」、「崖の上のポニョ」、「風立ちぬ」　ほかより

11：00、14：00開演　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　こども（小学生以下）／600円

※2歳以下で保護者ひざ上は無料

こぶたちゃんと
魔法のくにのおんがく会
　歌のお姉さんとこ
ぶたちゃんが繰り広
げる、「観るだけじゃ
ない！聴くだけじゃな
い！」みんなが参加の
おんがく会。リズムに
のって、歌や手遊び、
風船遊び♪
　親子で触れ合える
内容もあり、小さな
お子様も楽しめます。

出演：玉川奈々福（曲師：沢村豊子）、百鬼ゆめひな
天中軒景友（曲師：沢村美舟）

　東京シティ・バレエ
団のダンサーが創作
作品を発表する、大人
気の“サロン”シリーズ。
7回目となる今回は、
多数の発表作品で受
賞歴のあるTCB屈指
の振付者3名が名を連
ねました。ダンサーの呼吸を感じる距離での迫力の舞台に、
どうぞご期待下さい！

振付・作品：中島伸欣／終息への扉、小林洋壱／子供の情景、
草間華奈／未来への扉、No Plan

曲目(予定)：珍島物語、道頓堀
人情、あんたの花道、夕月おけさ、
きずな橋（新曲）　ほか

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　こども（3歳～中学生）／2,500円

ジブリの思い出がいっぱい　
オーケストラによるコンサート2018

10
27

土

　こどもから大人まで誰もが知っているジブリ作品から、心に
響くジブリの名曲をオーケストラでお届けします♪

神田陽子

出演：波津彬子（漫画家）、北村紗希（型染作家）、東雅夫（アンソロ
ジスト・文芸評論家）

19：00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会・一般／800円　

8
24
金

　常設展示室
で開催する「お
化けの棲家」の
関連講演会で
す。妖しい猫の
アンソロジー
『猫のまぼろし、
猫のまどわし』
（創元推理文
庫）の出版を記念してお贈りする、一夜限りのトークセッション
をお楽しみください。

「お化けの棲家」関連講演会 
東京～金沢／ねこばけ談義！

11
2

金

13:30開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／6,800円　一般／7,560円

天童よしみコンサート2018

66
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出演：ボーヒュスレーン・
ビッグバンド、伊藤君子
（ヴォーカル）、木住野佳子
（ピアノ）、TOKU（ヴォー
カル、フリューゲルホーン、
トランペット）

18:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／5,400円　一般／6,000円　※当日各500円増　

10
29
月

　今年、日本とスウェーデンが外交関係樹立150周年を迎えるに
あたり、「A WORLD CLASS JAZZ ORCHESTRA 」(国際レベル
のジャズ・オーケストラ)
と称され、北欧を代表す
るJAZZビッグバンド、
ボーヒュスレーン・ビッグ
バンドの来日が決定。

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念コンサート
ボーヒュスレーン・ビッグバンド meets 
伊藤君子／木住野佳子／ＴＯＫＵ

飯守泰次郎Ⓒ武藤章 今田篤
島本須美 ジブリーズ

ⓒ市村萬次郎

ⓒTakashi Shikama

く ぐ つ

玉川奈々福
（写真：御堂義乘）

百鬼ゆめひな
（写真：矢幡英文）

ボーヒュスレーン・ビッグバンド

木住野佳子 伊藤君子ＴＯＫＵ

東雅夫波津彬子 北村紗希

なぎら健壱
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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
東大島文化センター ☎03-3681-6331
砂町文化センター ☎03-3640-1751

月

第
2・4
　  

休
館

月

第
1・3
　  

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。

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
https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/

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。
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テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
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公
演

ご好評につき次の公演は完売いたしました。　●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（9/7 深川江戸資料館　小劇場）

そ
の
他
の
施
設 

公
演

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。

1010
歳以上対象

東大島文化センター　レクホール　全席自由　友の会 800円／一般 900円
ピアノとベースギターの生伴奏で演歌や歌謡曲、フォークソングなど、お馴染みの歌150曲より、当日皆さんのリクエストから選び一緒に歌
います。ご希望の方にはマイクを持ってステージで歌のリーダーになっていただくコーナーもあります。貸し出し用の歌詞集を見ながら歌っ
ていただけるので歌詞を知らなくても安心です。　伴奏と進行：TaYu2s〈髙橋由香子（ピアノ）、岡民也（ベースギター）、神保静恵（進行）〉

～皆さんでご一緒に～ 生伴奏で歌謡曲をうたおう！

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
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。　
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

江東少年少女合唱団第28回サマーコンサート

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
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」。笑って泣いて驚いて、珠玉の短編2本立て！

深川とっくり座公演46回目 丹青の「花入れと水屋の富」

66
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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
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のコンサートです。
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

東京大衆歌謡楽団 「昭和歌謡 珠玉の名曲コンサート」

豊洲文化センター 豊洲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／
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。
「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。　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

みんなのミュージカル ホンク ～みにくいアヒルの子～

江東区文化センター　ホール　全席自由　友の会 3,600円／一般 4,000円
「魔笛」・「フィガロの結婚」と並ぶモーツァルト最高傑作のオペラ。中世の騎士で色男のドン・ジョヴァンニの数奇な人生
の変遷と末路を描くオペラセリア。　指揮：岸本祐有乃　演出：土師雅人　演奏：江東オペラ管弦楽団　合唱：江東オ
ペラ合唱団　出演： ドン・ジョヴァンニ 高田智士／羽山晃生、ドンナ・アンナ 本田ゆりこ／菅原千恵　ほか

第37回江東オペラ 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」公演 原語上演字幕付

66
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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
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。　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（ハンマーダルシマー）  

ワールドワイドな音楽紀行

66
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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
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！！　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

和楽器演奏集団 独楽 ～道程ゆけば～

66
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亀戸文化センター　カメリアホール　全席指定　友の会 4,300円／一般 4,800円
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！

ザ・ニュースペーパーLIVE2018

66
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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
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。　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

真夏のレクイエムこうとう２０１８「ドイツ・レクイエム」

66
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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
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

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～

66
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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
戦後すぐ帝劇で初演された「白鳥の湖」を観て、バレエを志した人は少なくありません。横井茂もその一人。小
牧バレエに入門し、ひたすらバレエの道を歩き続けました。
出演：大滝よう、石井沙絵、小島亜美、相川由奈、岡部なつみ、阿部佳子　ほか

舞踊作家協会 連続公演第200回 「追悼ー横井茂」～小牧バレエから東京バレエグループまで～

44
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ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 800円／一般 1,000円／ 4歳～高校生 500円
「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。　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」

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

66
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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／江東区民 1,900円
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、
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、ショパン／ノクターン第２番、ヴィヴァルディ／「四季」より“秋”　ほか

ずばり！！クラシック名曲コンサート

44
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ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会・一般 500円
江東区芸術提携団体：東京シティ・フィルが誇る美男美女ユニット「Tokyo Misiya“７”」が、”ティアラこうとう”に初登場！！若手実力派が放つ、
色彩豊かでフレッシュなサウンドを、ワンコインでお楽しみいただけます。　出演：野尻弥史矢（ヴァイオリン&お話）、盛川奈 （々ヴァイオリ
ン）　曲目（予定）：プロコフィエフ／ 2つのヴァイオリンのためのソナタ、暴れる！時代劇作品集、往年の名曲、映画音楽メドレー　ほか

ティアラ ワンコイン・コンサート2018 東京シティ・フィル Presents 「Tokyo Misiya“７”」ヴァイオリン・デュオ・コンサート
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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
ビートルズ・クラシックスでデビューした１９６６カルテットは、目下、UKロックに挑戦中です。取り上げるスターは、レッド・ツェッ
ペリン、エリック・クラプトン、 ポリス、ローリング・ストーンズ、ワム、クイーンなどなど。勿論 ビートルズも。　曲目（予定）：天
国への階段、レイラ、シーズ・ア・レインボー、ボヘミアン・ラプソディ、ヘイ・ジュード、花のワルツ、華麗なる大円舞曲　ほか

ティアラ・クラシックス2018 1966カルテット UKロック&クラシックス

ティアラこうとう　大ホール　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。
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）

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

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
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!!
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

八代亜紀・香西かおりスペシャルコンサート

66
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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

完売情報

み ち

66
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豊洲文化センター 豊洲シビックセンターホール　全席指定　友の会 4,500円／一般 5,000円
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！　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

金子三勇士 バースデー・コンサート

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 1,800円／一般 2,000円／受講生 1,800円／江東区民 1,800円
「義太夫節？難しいな、解りにくいな！」いえいえご心配なく。演奏の途中にわかりやすい解説を交え、楽しく浄瑠
璃に浸れます。その為に「帰ってきた」のです。　
出演：野澤錦糸（三味線）、豊竹靖太夫（太夫）　演目：「菅原伝授手習鑑」寺子屋の段

素浄瑠璃の会 帰ってきた「浄瑠璃解体新書」

66
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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
ジャズの中で最もハッピーで心温まるジャズと言われている「デキシーランド・ジャズ」の大御所、故 薗田憲一が1960年にデキシーキングスを結成。世界の民謡から日本の童謡、唱歌、
その他ジャズになる可能性のある曲は見事にデキシーに消化し、見る人・聴く人を楽しませるステージは各地で好評を得ている。　出演：薗田憲一とデキシーキングス　ゲスト：森サ
カエ（ヴォーカル）、FUMIKA（ヴォーカル）　曲目（予定）：サウスランパート ストリート パレード、ベージン ストリート ブルース、リンゴの木の下で、里の秋、月光価千金　ほか

結成58周年 薗田憲一とデキシーキングス Live in Camellia Part.18

66
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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
江東区在住のジャズ･クラリネット奏者 花岡詠二が親しくしているインターナショナル･メンバーを一堂に会してのスイング･コンサートです。　出演：〈クラリネット＆サックス〉花岡詠二、ダヴ
ィッド・ルカーチ（オランダ） 〈サックス〉後藤裕二、白石幸司、アントワーヌ・トロメレン（オランダ） 〈トランペット〉鈴木正晃、二井田ひとみ、マロ・マズリエ（フランス） 〈トロンボーン〉苅込博之、
橋本佳明、クリストファー・コンペン（ノルウェー） 〈ヴァイブラフォン〉武田将、〈ギター〉佐久間和、＜ピアノ＞山本琢、〈ベース〉小林真人、〈ドラムス〉ブルックス・テグラー（アメリカ）

花岡詠二 インターナショナル・コンサート

66
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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
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。　
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）

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
うまどし

66
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豊洲文化センター 豊洲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
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。
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／高雅で感傷的なワルツ、シマノフスキ／変奏曲変ロ短調Op.3

Fazioli Japan Presents 石井克典ピアノリサイタル

スマートフォンURL

9/12（水） 19:00開演 会場　江東区文化センター　ホール
柳家さん喬独演会

料金：全席指定　友の会／ 3,150円　一般／ 3,500円
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。
出演：柳家さん喬　ほか

66
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9/21（金） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール
寄席　都笑亭Vol.118

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

RAKUGOもんすたぁず
9/30（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　※当日各200円増
真打4人組による落語寄席。ステキなプレゼントがあたるかも!?抽選会あり。
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

東大島亭
『リニューアルオープンスペシャル寄席』　
9/1（土） 18:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室
料金：全席自由　
　　　友の会／ 1,800円　一般／ 2,000円　
　　　小･中学生／ 700円　※当日各200円増

林家たい平（ゲスト）

アヒル

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会・一般 2,000円　※プレコンペティション部門は入場券無しでご入場いただけます。
次代を担う若いダンサーたちの活躍を見届けてみませんか。時間等の詳細は東京シティ・バレエ団全国バレ
エコンペティションホームページをご覧ください。　お問い合わせ：東京シティ・バレエ団　03-5638-2720
（平日10:00～ 18:00）http://tokyocityballetcompetition.com/

第5回東京シティ・バレエ団 全国バレエコンペティション

落語、演芸で大笑い。注目の若手噺家、芸人が年
に数回開くこの会を地域の皆さんで育ててくだ
さい。特別ゲストは、林家たい平さんです。
出演：柳家わさび、林家けい木、林家あずみ、三
遊亭わん丈

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

残席わずか
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ミミヨリ情報

C IN EM AC IN EM A
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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8月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号9月号は8月30日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計2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〉8/31（火）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

先行
8/9 木

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.津軽三味線 脩一朗＆大地
　～和の真髄～
（11/26 亀戸文化センター　カメリアホール）
CD／1枚

2.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　
（12/8 亀戸文化センター　カメリアホール）
50周年記念てぬぐい／1枚　

8/26 日

第6回　シビックギャラリーステージ
～夏だ！生だ！生LIVEだ！～

12:00開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターギャラリー
全席自由　入場無料　どなたでも　当日直接会場へ
　魅力あふれる、さまざまなアマチュアバンドが、夏の暑さを吹き飛
ばすライヴをお届けします。ビールと共に、お気軽にお聴きください。
終演は、19:00 予定です。詳細は、豊洲文化センターHPで。

スミセイキッズフォーラム
～親子の絆の子守唄～

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、おばあ
ちゃん、お母さん、お孫さん、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。
　西舘好子（日本子守唄協会理事長）、古
謝美佐子（歌手）、佐原一哉（キーボード）、
川口京子（歌手）、稲村なおこ（歌手）、長谷
川芙佐子（ピアノ）、江東少年少女合唱団
申込み：NPO法人子守唄協会
　　　　電話 03-3861-9417

お申し込み

22日（土）

22日（土）、23日（日祝）

●ティアラこうとう　 電話03-5624-3333　
★東京シティ・バレエ団　電話03-5638-2720

9/22（土）、23（日祝） 好評受付中！

大会議室 ●美Bodyバレエエクササイズ
　講師／西澤美華子　時間／11：30～12：30
　対象／大人　料金／1,000円

リハーサル室 ●コンテンポラリー・ワークショップ
指導／真島恵理（真島恵理バレエスタジオ／ダンスエマージ）
時間／①10:00～11:30　②12:00～13:30
対象／①小・中学生②高校生以上　料金／2,000円

中会議室B ★チャコットPresents　ミニミニトウシューズをつくろう！　
　時間／22日（土）11：00～12：00、23日（日）10：30～11：30
　対象／どなたでも　料金／2,500円

Tiara Ballet Days
ティアラ バレエ デイズ

後期オーディション

対象者：小学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」へ郵送。

　　　　〒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

締　切：8/30（木）必着

ティアラ・ジュニアバレエ教室

　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レッスン制、レッスンは
日曜日）。

　本作はその伝説的なガラ・コ
ンサートの全てを撮影したライ
ブ映像で、現存するアーカイヴ
映像中、最も完全な形で絶頂期
のマリア・カラスの姿を伝える
ものである。
　特にコンサート後半に上演さ
れる歌劇「トスカ」の第二幕は、
カラスが残した唯一のオペラ上演映像で（他には引退状態となる前年、
1964年に演じた同幕の映像があるのみ。）、1950年代の10年間に凝
縮されるカラスの最盛期の舞台を今に伝える貴重なものである。
出演：マリア・カラス、ティト・ゴッビ、ほか　指揮：ジョルジュ・セバ
スティアン　演奏：パリ・オペラ座国立劇場管弦楽団、同合唱団
主な曲目：ベッリーニ『ノルマ』より 《清らかなる女神よ》、ヴェルディ『イ
ル・トロヴァトーレ』より 《ミゼレーレ》、ロッシーニ『セビリアの理髪師』
より 《今の歌声は》、プッチーニ『トスカ』第２幕　ほか
1958/フランス/イタリア語（歌）、フランス語(ナレーション)/ 日本語字幕付/白黒/モノラル/
スタンダード/115分/配給：T&Kテレフィルム/Ⓒina

参加者
募集

9/30 日 10:00～（予定）　ティアラこうとう　大会議室

9/30 日 14:０0開演　ティアラこうとう　大ホール

会員募集

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

全席自由　友の会／1,000円　一般／1,500円  
※当日各500円増　当日学生／1,600円

全席自由　友の会／1,000円　一般／1,500円  ※当日各500円増
　　　　　昼夜通し券／2,500円　当日学生／1,600円

8/25
（土）

監督：浦山桐郎
出演：河原崎長一郎、浅丘ルリ子　ほか

江東シネマプラザ8月（昭和44年／116分パールカラー）
「私が棄てた女」

午後の部 15：00午前の部 11：00

遠藤周作の同名小説が原作。場面で単色や
カラーを使い分け、主人公たちの心情を巧
みに表現している。

無声映画をより面白くする弁士の力をお楽しみください。
ピアノ生演奏付です（演奏：上屋安由美）。

企画展「時代小説と深
川」関連の上映会です。
昼の部は「剣豪と股旅 
大佛次郎と長谷川伸
の世界」と題し、「沓掛
時次郎」と「鞍馬天狗
江戸日記」を上映しま
す。夜の部（18：30開
演）は無声映画鑑賞会
の第722回定例会で、
「活弁で楽しむ時代小
説の世界」と題し、「御誂治郎吉格子」、「鞍馬天狗恐怖時代」、「人斬り伊太郎」を
上映します。夜の部のみの申込みは、無声映画鑑賞会事務局（03-3605-9981）
まで。
出演弁士：澤登翠、山城秀之、植杉賢寿

「ロイドのスピーディ」
世界三大喜劇王のハロルド・ロイド主演。　弁士：澤登翠

「私のパパさんママが好き」
昨年フィルムが発見されて話題に。
高峰秀子が子役として出演。　弁士：片岡一郎

「ペギィのお手柄」
無声映画時代のスター、ダイアナ・セラ・キャリー５歳の主演作。
弁士：片岡一郎

Ⓒ日活Ⓒ日活

弁士　澤登翠弁士　澤登翠

ロイドのスピーディロイドのスピーディ

「沓掛時次郎」より「沓掛時次郎」より

AERIALAERIAL

SAGｓSAGｓ

PeacepipePeacepipe

石井清子石井清子 中弥智博中弥智博志田明子志田明子

EazyflyEazyfly

全席自由　友の会 2,600円　一般 2,800円（全7回分）
江東シネマプラザ

8/25（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。●8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

8/25㈯
9/22㈯
10/27 ㈯
11/24 ㈯

1/26 ㈯
2/23 ㈯
3/23 ㈯

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

8月はグッズ抽選会あり！
第40期

新発売
金8/10

新発売
金8/10

古石場文化センター　大研修室10/30 火 18：30開演　

「片岡一郎発掘作品とロイド喜劇
無声映画鑑賞会初上映作品特集」

深川江戸資料館　小劇場会場

東大島文化センター　レクホール会場

会場

9/27 木 14：00開演　

剣豪と股旅
大佛次郎と長谷川伸の世界

無声映画鑑賞会

【上映作品】

江東シネマプラザ出前上映会

ティアラこうとうアートシネマ上映会

マリア・カラス 
伝説のオペラ座ライブ

第2回

第1回

「ジャンケン娘」 
9/30
（日）

全席自由　友の会／各450円（当日500円）　一般／各500円（当日700円）
『ジャンケン娘』監督：杉江敏男　
出演：美空ひばり、江利チエミ、
　　　雪村いづみ　ほか

第2部 15：30第1部 13：00

第1部 第2部

『大学の若大将』監督：杉江敏男　
出演：加山雄三、星由里子、
　　　田中邦衛　ほか

新発売
金8/10

「大学の若大将」

バレエ映画「白鳥の湖」
《ルドルフ･ヌレエフ生誕80年記念上映》

10/20
（土）

9/24
（月祝）

11：00、14：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／2,300円　一般／2,5００円　当日／2,8００円

※入替制（チケットは時間指定）

　ヌレエフによる悲劇的な解釈が悲しみを
増す名品！
　バレエ史上最高のペア、ルドルフ・ヌレエ
フとマーゴ・フォンテーンの最盛期の踊り
を映像化した１９６６年制作の伝説的な映画
で、この有名なバレエの決定版といえる。
出演：マーゴ・フォンテーン、ルドルフ・ヌ
レエフ、ほかウィーン国立歌劇場バレエ団　振付：ルドルフ・ヌレエフ
音楽：ピョートル・チャイコフスキー　指揮：ジョン・ランチベリー
演奏：ウィーン交響楽団　
1966 ／ドイツ／カラー／スタンダード／ステレオ／ 107分／配給：T&Kテレフィルム

絶世の歌姫、絶頂期のパリ・デビュー公演。
リマスター音声、完全版によるスクリーン上映！

※申し込み状況により、詳細時間を決定いたします。

またたび

おあつらえじろきちこうし

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

日　時：9/8(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　
　　　　電話03-5624-3333
講　師：志田明子（東京シティ・フィル　楽団長）
　　　　石井清子（東京シティ・バレエ団　顧問）
　　　　中弥智博（東京シティ・バレエ団　ファースト・アーティスト）

受付開始8/9（木）１０：００～

サロン・ドゥ・ティアラ2018 第4期

テーマ ： オーケストラ with バレエ「ペール・ギュント」（11/14（日）公演）


