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コクリューシュ王子
クララ
くるみ割り人形
ドロッセルマイヤー
ねずみの王様

清水愛恵
キム・セジョン
庄田絢香
福田建太
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新発売
水

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
10/9 火

10/10

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

今月の先行予約公演NEW

土
土

日
土 月祝
土

土
土

▼10/9　先行火

5
土

15:30開演　ティアラこうとう　大ホール

1

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

各日15：0０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

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

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

12
土

18：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

1

全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円

　毎年恒例の正月落語会。大好評でもう一回の声を多数いた
だいた昨年のメンバーが再びティアラこうとうに集結します。
当ホールお馴染みの話芸の名手春風亭小朝とテレビ・ラジオ
で大活躍の春風亭昇太、そして漫才界の超人気者ナイツとい
う豪華な顔ぶれが今年はどんな笑いを提供してくれるのか楽
しみです。ご家族、ご夫婦、ご友人と思いっきり笑ってください。
初笑いはティアラこうとうで！

44
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
10/9 火

先行
10/9 火

66
歳以上対象

先行
10/9 火

66
歳以上対象

先行
10/9 火

先行
10/9 火

66
歳以上対象

先行
10/9 火

2019, 山崎ハコ LIVE！「横浜から」

春風亭小朝プロデュース
新春寄席　小朝・昇太・ナイツ

出演：廣原武美（津軽三味線）、柿崎竹美（民謡・手踊り）、
和太鼓・暁／鷹－TAKA、塚本隼也、近藤玲未、大塚菜生
鏡味味千代（ナビゲーター） 出演：谷山浩子

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

1
5

　毎年恒例の新春企画も今回で8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して伝統
と新たな挑戦を披露します。津軽三味線、和太鼓、民謡…新春
をいろどる響きをご堪能ください。語り部として太神楽師の鏡
味味千代が皆様を和の世界へご案内いたします。

土
新春邦楽「和っしょい」

高石ともや年忘れコンサート2018
谷山浩子コンサート2018
ティアラこうとうアートシネマ上映会第３回 「３大テノール 夢のコンサート」

新春邦楽「和っしょい」
春風亭小朝プロデュース 新春寄席 小朝・昇太・ナイツ
2019, 山崎ハコ LIVE！「横浜から」

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

22
土

23
日

24
月祝

12

15:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

友の会／3,150円　一般／3,500円　※当日各500円増 全席指定

友の会／4,500円　一般／5,000円全席指定

12
15

　「フォーク・ソングの元祖」とも呼ばれている高石ともや。
1966年デビュー、シンガーソングライターとして話題作を発
表し続ける一方、マラソンでも活躍を続けている。東京では、唯
一カメリアホールで行われる恒例の年忘れコンサート。お見逃
しなく！

土

高石ともや
年忘れコンサート2018

15:00開演　深川江戸資料館　小劇場
友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円　※当日一律4,500円全席自由

1
27
日

THE 伝統芸能
よね吉・千五郎ふたり会「笑えない会－Legacy－」

落語「質屋蔵」：桂よね吉
狂言「節分」：茂山千五郎、茂山茂
落言「太郎冠者伝説Ⅱ」（原作／小佐田定雄、脚色／笑えない会）
：桂よね吉、茂山千五郎、茂山茂　ほか
※この他にも、桂よね吉・茂山千五郎のトークがあります

山崎ハコ

高石ともや

五十嵐明要

内海桂子

玉川カルテット

ねづっち

原田イサム 原田忠幸

西山健治 青木弘武 ジャンボ小野

ドリームスクェアジャズオーケストラ 千葉友紀

ティアラこうとうの“くるみ”は、東京シティ・バレエ団と
オーディションで選ばれたこどもたちとの共演が特徴です。
プロのバレエ団とオーケストラ、そしてこどもたちが創り
出す夢の世界を、ご家族そろってお楽しみください。

　私は九州から出てきて横浜に住み、そこのコンテストで優勝し、デビューした。
まさに「私は横浜からデビューした」のである。
　阿久悠さんの「横浜から」という詞を見た時「歌いたい」と思った。歌いたいと思
う事こそがハコの宝。プロになって44年間、熱く持ち続けている。
　今年は、デビューした時の気持ちを甦らせ、新しい宝を持って、歌いに行きます!!

山崎ハコ

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　構成・演出・振付：石井清子
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
合唱：江東少年少女合唱団

出演：山崎ハコ（ヴォーカル、ギター）、安田裕美（ギター）
曲目（予定）：望郷、織江の唄、気分を変えて、縁（えにし）、横浜から　ほか

17：30開演　江東区文化センター　ホール

12
15

　これまでに40作品以上のオリジナルアルバムをリリースし、
その独自の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。2017年4月にはデビュー45周年を迎
え、今なお全国各地で精力的にライブやイベントをおこなっ
ている谷山浩子の12月恒例のコンサートです。ピアノの弾き
語りでたっぷりお届けします。

土
谷山浩子コンサート2018

友の会／5,220円　一般／5,800円全席指定

66
歳以上対象

66
歳以上対象

44
歳以上対象

15:00開演　森下文化センター　多目的ホール

12
16

　日本ジャズ界の人間国宝的存在である五十嵐明要・原田イサム・
原田忠幸が｢トリオ17th｣に特別参加し、お馴染みのクリスマスナン
バーから日本の名曲までお届けします。今なお第一線で活躍する巨
匠たちの名人芸「ジャズの神髄！」を心ゆくまでご堪能ください。

日

西山健治プロデュース
クリスマスジャズコンサート
～日本ジャズ界の巨匠たちをお迎えして～

友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各300円増
　

全席自由

出演：高石ともや

特別出演：五十嵐明要（アルトサックス）、原田イサム（ドラム）、原田忠幸
（バリトンサックス）
出演：トリオ１７th／西山健治（トロンボーン）、青木弘武（ピアノ）、ジャン
ボ小野（ベース）、ドリームスクェアジャズオーケストラ、千葉友紀（ボーカル）
曲目：ホワイトクリスマス、ブルークリスマス、ワークソング　ほか

～24

14:00開演　東大島文化センター　レクホール

12
15

　お待たせいたしました！2年ぶりに年忘れお笑いらいぶ
を開催します。年の瀬に「ワッハッハ－！」。大笑いで締めく
くりましょう。サイン色紙が当たる、恒例のおたのしみ抽
選会もあります。

土
年忘れお笑いらいぶ

友の会／1,600円　一般／1,800円　
こども（中学生以下）／1,000円　
シニア（60歳以上）／1,600円　※当日各200円増

全席自由

出演：内海桂子、玉川カルテット、ねづっち、Ｍ２（益田凡児、
森はじめ）、くれないぐみ（ちかこ、じゅんこ）
司会：松田洋子

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

春風亭小朝

Ⓒ鹿摩隆司

春風亭昇太ナイツ

だい か ぐら

　笑えるはずの落語と狂言。桂よね吉と茂山千五郎が、
大曲・難曲で真剣勝負します。また落語と狂言を合わせ
た落言では、思う存分、笑いの世界をお楽しみください。

らくげん

桂よね吉桂よね吉 茂山千五郎茂山千五郎



新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
日

先行
火10/9

12
16
日

14:00開演　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

～小野明子＆フレンズ～ Vol.4 
“華麗なるトリオ”

12
15
土

指揮：山本武雄・三田村健　
曲目：テナーホーンとバンドのための「デメルザ」、英国の海の歌に
よる幻想曲、クリスマス・フェスティバル　ほか

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首
席奏者）、銅銀久弥（チェロ・NHK交響楽団）
曲目：ドビュッシー／弦楽四重奏曲 ト短調 op.10、ベートーヴェ
ン／弦楽四重奏曲　第 15番 イ短調 op.132

出演：関根孝一、清水美緒、飯田浩孝　ほか
曲目：べートーヴェン作曲／第九 リスト編曲版、バルトーク作曲／
ハンガリー農民組曲、バッハ作曲／ソナタト短調 BWV1020、バッ
ハ作曲／ロ短調ミサより「キリストよ、あわれみたまえ」　ほか

出演：國松竜次（ギター）
曲目：ショティッシュショーロ、ラブ
ワルツ、ワルツ第4番、3つのショ
リーニョ　ほか

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　オルガン：内田光音
ソプラノ：鳥海仁子　バスバリトン：狩野賢一　　
曲目：フォーレ／レクイエム、プーランク／グローリア、ボロディン
／交響曲第 2番ロ短調

　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。ブラスバンドの可能性を発揮
する様々な音楽スタイルの曲をお楽しみください。

　器楽、声楽、ピアノソロの3部構
成の多彩なプログラムでお届けす
るil cuore di musicaのグランド
クリスマスコンサート。たくさんの
曲目と個性的な出演者に会いに来
て下さい。きっと忘れられない一夜
になることでしょう！

　今回は、ベートーヴェン後
期の傑作の第15番と、今年が
没後100年にあたるドビュッ
シーの作品を取り上げます。
師走のひととき、弦の室内楽
の響きをお楽しみください。

　江東区出身、世界的ヴァイオリニスト小野明子によるリサイタルシリーズ。
第４弾はベルリン藝術大学出身の２人、国内外で活躍するチェリスト・奥田な
な子、ピアニスト・ゴウ芽里沙と共に、ピアノ・トリオの編成でお届けします。
ヨーロッパの風漂う“華麗”な３名による“華麗”な演奏をお楽しみください。

國松竜次ソロコンサート2019
ワルツとショーロを弾く part2

12
7
金

18:30開演　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円全席自由 友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円

12
16
日

11:00、13:30開演　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歳以下で大人のひざ上は無料

東京シティ・フィルプレゼンツ
親子で楽しむ
ポピュラーコンサート2018

12
2
日

16:00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／1,300円

第５回クッキング・フェスタ
～アマチュア焼き菓子・
　蒸し菓子コンテスト＆講演会～

出演：審査員／鎧塚俊彦、中川二郎（「パティスリーキャロリーヌ」
オーナーシェフ）、大久保洋子（元実践女子大学教授）、コンテスト
出場者

　パティシエ鎧塚俊彦氏が審査す
るアマチュアのお菓子コンテストと
講演会をドッキングさせたイベント。
事前審査を通過した６組が作るス
イーツを、鎧塚さんら専門家が審査
するコンテストでは、来場者も作品
を試食し、投票。講演会は鎧塚俊彦
氏が業界での自身の活動とともに
スイーツの魅力を話します。

33
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

出演：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（アンサンブル）
ゲスト：東京シティ・バレエ団団員

　0歳から入場
OK！　クラシッ
クからアニメの
曲まで、親子一
緒に楽しみま
しょう。ゲストに
東京シティ・バレエ団のダンサーも登場し
ます。天井が高く生演奏に最適な会場で、身
体いっぱいに音の響きを感じてみませんか。
※おむつ替え・授乳コーナーあり。

12
7
金

17:30開演　ティアラこうとう　小ホール

ティアラマンスリーコンサートVol.205
「il cuore di musica 
 Grand Christmas Concert」

66
歳以上対象

66
歳以上対象

1
27
日

14：30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

※当日各500円増

12
18
火

19
水

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

全席自由 友の会／ 2,000円　一般／ 2,300円　6歳～高校生／ 1,000円
江東区民／ 2,100円　

さくら弦楽四重奏団2018

東京ブラスソサエティ
第46回クリスマスコンサート
ブラスバンドの魅力

出演：小野明子（ヴァイオリン）、奥田なな子（チェロ）、ゴウ芽里沙（ピアノ）
曲目：メンデルスゾーン／ピアノ・トリオ 第1番 ニ短調、ヘンデル＝ハ
ルヴォルセン／パッサカリア　ほか　Vnソロも予定

演目（予定）：「講談入門」、
「赤穂義士伝」、
「深川怪談　永代橋落橋」

14：00開演　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

ふるさとこうとう
音楽のつどい Vol.25

12
16
日

演奏地：東京、ロンドン、ウィーン、ミュンヘン、ニューヨーク、ラスベガス、プレトリア（南アフリカ）
曲目：ムーン・リバー、アマポーラ、帰れソレントへ、オ・ソレ・ミオ、歌劇「リゴレット」より“女心の歌”、
歌劇「トスカ」より“星は光りぬ”、歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝てはならぬ”　ほか全２９曲
指揮：ズービン・メータ、ジェームズ・レヴァイン、マルコ・アルミリアート
2016 製作／ドイツ／英語、伊語、独語　ほか／日本語字幕付／スタンダード／ 90分／
配給：Ｔ＆Ｋテレフィルム／ⒸMajor Entertainment

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）

ティアラこうとうアートシネマ上映会第３回
「３大テノール　夢のコンサート」

14:00開演　ティアラこうとう　小ホール

【シリーズ】気軽に伝統芸能
講談の魅力

11
10
土

　日本の伝統話芸、「講談」。
張り扇（はりおうぎ）で釈台
（しゃくだい）をパパン！と叩
ながら、物語をテンポよく語
ります。講談って、落語とは
違うの？という方、一度聞い
てみて、日本の話芸の多様
さを感じてください。

66
歳以上対象

指揮：高関健（常任指揮者）
曲目：ベートーヴェン／バレエ音楽「プロメテウスの創造物」作品
43（全曲）、ベートーヴェン／交響曲第6番 ヘ長調 作品68「田園」

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　

1
26
土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第55回ティアラこうとう定期演奏会

11
11
日

14：0０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1,500円　一般／1,800円

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

44
歳以上対象

　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
ィバルです。熱い演奏を
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、踊り明かそう

花岡詠二

　常任指揮者 高関健によるベートーヴェン生
誕250周年プログラム。ベートーヴェンの数少
ないバレエ作品のひとつである《プロメテウス
の創造物》と、交響曲第6番「田園」を演奏いたし
ます。プロメテウスの創造物は序曲のみ演奏さ
れることがほとんどで、バレエ全曲がコンサート
で聴けるチャンスは稀。名作を一度に聴ける本
公演は必聴です。ぜひこの機会をお見逃しなく！

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）

交流会：本公演終了後に両団との交流会を行います。両団による演奏・実演、
抽選会等を予定。時間／ 17:30～18:30（多少前後あり）、会場／ティアラ
こうとう大会議室、参加費／ 500円（ドリンク代込み）　※要申込み　

55
歳以上対象

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」

飯守泰次郎Ⓒ武藤章 今田篤

鎧塚俊彦

國松竜次

関根孝一

　古典・ロマン派のワルツ作品
やショーロ作品に加え、國松作曲
による「エレガントワルツ」や新
作を含めたワルツとショーロを満
喫するプログラム。世界中で大
衆音楽として愛されてきた様々な
作品群をお楽しみください。

一龍齋貞橘

ⓒOperaomnia.co.uk 奥田なな子 ゴウ芽里沙

高関健ⓒ大窪道治

66
歳以上対象

指揮：川瀬 賢太郎　ピアノ：上原 彩子
曲目：ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18
　　　ラフマニノフ／交響曲第2番 ホ短調 作品27

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　

3
23
土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第56回ティアラこうとう定期演奏会
　音楽界をリードする人気マエストロ川瀬賢太郎
によるオール・ラフマニノフプログラム。名ピアニ
スト上原彩子を迎え、ラフマニノフの大作をお贈
りいたします。作曲家としての地位を築き、充実し
た日々を過ごしていた時期に作られた本作品。ラ
フマニノフ好きな音楽家の共演によって名演を
聴かせてくれることでしょう。2018-2019シーズ
ンを締めくくる本公演をどうぞお楽しみに！

川瀬賢太郎
ⓒYoshinori 
　Kurosawa

上原彩子
ⓒK.Miura

66
歳以上対象

指揮：佐々木新平　
曲目（予定）：ジュラシック・パーク
より、ミッション・インポッシブルより、
ターミネーターより、インディ・ジョ
ーンズより、バック・トゥ・ザ・フューチャーより、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　ほか
※曲目は、やむをえず変更する場合がございます。

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

11
24
土

東京シティ・フィルPOPSコンサート
映画音楽セレクション
　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。

指揮：佐々木新平

　プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス、ルチアーノ・
パヴァロティ、オペラ界を代表するテノール歌手三
人による“３大テノール”。この“３大テノール”が行っ
た全31公演にわたるワールドコンサート・ツアーの
うち、東京公演を含む7つの秘蔵のコンサート映像
から最も美しい瞬間を集め、貴重なインタビューを交えて３大テノールの魅力を伝えます。

【出演者変更】チラシ、ＨＰ等、一部で掲載されております中森理恵が体調不良により休演。変わって松本佳織が出演いたします。
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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。

10
月

11
月

12
月

1
月

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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 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。
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、雨の慕情、恋唄綴り、つぐない　ほか

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～

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会・一般 500円
江東少年少女合唱団の卒団生で構成された「Koto Youth Choir」。若さ溢れる瑞々しい歌声を、会場いっぱい
に響かせます。　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

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

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
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。　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

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

33
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／ こども（3歳～中学生） 2,500円
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♪
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」、「千と千尋の神隠し」、「崖の上のポニョ」　ほかより

ジブリの思い出がいっぱい オーケストラによるドリームコンサート

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 5,400円／ 一般 6,000円　※当日各500円増
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！ 
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！
出演：ヤマンドゥ・コスタ

ヤマンドゥ・コスタ ギターリサイタル

森下文化センター　多目的ホール　当日指定　友の会・一般 3,500円／ 中学生以下 2,000円　※1ドリンク付き
地元・森下の『ジャズmeets演芸の下町娯楽バンド』を存分にお楽しみください。
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）、三遊亭好の助（落語家）

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ定期演奏会 ～ジャズmeets演芸～

古石場文化センター　大研修室　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
【上映作品】ピアノ演奏付（演奏：上屋安由美）　
「ロイドのスピーディ」 弁士：澤登翠、「私のパパさんママが好き」「ペギイのお手柄」 弁士：片岡一郎　

無声映画鑑賞会 「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」

東大島文化センター　第6研修室　全席自由　友の会 900円／ 一般 1,000円／ こども（小・中
学生） 300円　※未就学児は無料
東大島文化センターの新設・第6研修室で気軽にご覧いただけるコンサートを定期的に開催し、プロやアマチュアを
問わず様々な出演者が奏でる音楽をお楽しみいただきます。　バンド演奏：日本ウクレレ協会有志　主催：キタラ

第６研修室から奏でるＭｙコンサート「ウクレレとハワイアンバンドが繰り広げるミニコンサート童謡･唱歌の世界」

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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 4,000円／ 一般 5,000円／ 
ペア 9,000円／ 6歳～高校生 3,000円　※当日各500円増
役者、劇作家、演出家である高泉淳子の歌と芝居と楽しいお喋りで繰り広げる、３５周年アニヴァーサリーステージ。これまでの作品から名場面と登場人物を長年一緒にやってきたミュージシャンの生演奏と伴にお届け
します。出演：高泉淳子、中西俊博（ヴァイオリン）、有田純弘（ギター&マンドリン）、Patrick Nugier（アコーディオン&ヴォーカル）、Brent Nussey（ベース）、坂野いぶき（ギター）　31日ゲスト：竹中俊二（ギター）

高泉淳子 35th anniversary Performance in my page －芝居とジャズと登場人物－ 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 5,400円／ 一般 6,000円　※当日各500円増
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、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。　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）

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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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

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 4,300円／一般 4,800円
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。　
出演：なぎら健壱　ゲスト：半田健人　演奏：OWNRISK ／松本典明、叶沢伸明、雨宮直己、GOBOH鈴木

なぎら健壱コンサート2018 ～下町情歌Part14～

66
歳以上対象

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 4,050円／一般 4,500円
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。
出演：ライコー・フェリックス（ヴァイオリン）、田中泯（踊り）

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

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 3,900円／一般 4,300円　※当日各500円増
今回の公演は2本立て！女たらしの政吉と自称指物師の文治。文治には妹がいたのだが…。意外な展開の「あすなろう」。そ
してもう1作は、半三郎のもとに突然現れた あだこと名乗る娘との物語「あだこ」。　原作：山本周五郎　脚本：矢田弥八
演出：鈴木龍男　出演：井口貴子、髙橋典子、大門正明、高橋ひろ子、出口彰紀、鶴山知子、横幕和美、坂口進也　ほか

座☆吉祥天女 第14回公演「あすなろう」「あだこ」

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 4,500円／一般 5,000円
初代没後20年にあたり、改めて基本に思いを寄せて「民謡の心」をお届けします。
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

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

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
出演：カタヤマケイジ　曲目：恍惚のブルース、for you…、泣かせて、冬隣、やさしいキスをして、六本木心中、
小樽運河、待つわ、どうにもとまらない、絹の靴下、First Love　ほか

カタヤマケイジ・コンサート2018 女唄～数々の名曲たちと共に～

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 1,800円／一般 2,000円
作曲家で合唱指導者の磯部俶先生が早大グリークラブＯＢを中心に創団した「いそべとし男声合唱団」の創立45周年記念
の演奏会です。　出演：いそべとし男声合唱団　指揮：須賀敬一　ピアノ：永井博子　曲目（予定）：磯部俶／組曲「かやの実」、
あじさい、貝殻、びわ、いちじく、大ずもう　高田三郎／組曲「野分」　中島みゆき／地上の星、時代、糸、麦の歌　ほか

いそべとし男声合唱団 創立４５周年記念演奏会

44
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円／江東区民 3,800円／高校生以下 2,400円
メーテルリンクの不朽の名作をミュージカル化。「生と死」「運命」「幸福」について、普遍のメッセージが随所に散りばめ
られた珠玉の作品です。あなたも青い鳥を探しに来ませんか？　脚本：相良まみ　脚色・演出：鈴木孝宏　作詞：保
坂磨理子　音楽：はらかなこ　出演：山本芳樹、鳥居かほり、桜花昇ぼる、夕貴まお、大谷美智浩、高橋佑一郎　ほか

ピュアーマリー公演メーテルリンク作 ミュージカル「青い鳥2018」プレ公演

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 4,000円／一般 4,500円　※当日一律5,000円
日本の俳優であり、フォーク歌手であるマイク眞木をゲストに迎え、カントリー＆ウエスタンの名曲の数々を石
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：マイク眞木

カントリー＆ウエスタン I SAW THE LIGHT Vol.46

古石場文化センター　大研修室　全席自由　友の会 1,700円／一般 2,000円／江東区民 1,800
円／高校・大学生 1,000円／中学生以下 500円　※未就園児で席を利用しない場合は無料
金管楽器トロンボーンの豊かな音色を楽しみませんか？女性８名による華やかでパワフルな演奏が魅力！こども
から大人まで楽しめます。　曲目：モーツァルト／オペラ「魔笛」より序曲、久石譲／ジブリメドレー　ほか

トロンボーンアンサンブル JYOSHIKAIオータムコンサート

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
出演：佐脇武則、岩城修、寺原美智恵（アルトサックス）、小松美夕祈、八月薫子、田中利由子（ボーカル）、竜野
みち子（ピアノ）、大表秀具（ベース）、中屋啓之（ドラム）、スペシャルゲスト 西村協（ボーカル）　
曲目（予定）：スターダスト、ベサメムーチョ、愛の讃歌、黄昏のビギン、浜辺の唄　ほか

佐脇&小松presents “音楽で世界一周”JAZZ&ラテン&シャンソン&日本のポップス（浜辺の唄）

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
稀代の津軽三味線奏者、久保木脩一朗が率いる邦楽エンターテイメント！5回目となる今年の亀戸公演は結成20周年コンサートと銘打ち、例年
にも増したスペシャルなステージをお届けします。哀愁溢れる津軽の伝統曲から迫力あるオリジナル曲まで、和の真髄をお楽しみください。　
出演：久保木脩一朗、久保木ユキ子、久保木一如、久保木和一朗、久保木啓一朗（津軽三味線）、米谷和修（尺八・篠笛）、荻野哲也（和太鼓）

津軽三味線 脩一朗＆大地 結成20周年コンサート ～和の真髄～

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 3,420円／一般 3,800円
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。　
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

～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

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 5,850円／一般 6,500円
和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤一。昨年デビュー 35周年を迎え、輝き続けるレイニーボイスで大
人のラブ・ソングをお届けします。　
曲目：ドラマティック・レイン、クリスマスキャロルの頃には　ほか

稲垣潤一コンサート2019

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 5,800円／一般 6,480円
一度観たらクセになる熱狂の舞台へ…日本を代表する一座「梅沢富美男劇団」笑いあり、涙ありのお芝居に豪
華絢爛な舞踊ショー。近年では歯に衣を着せぬコメンテーターとしてもバラエティ番組で活躍。初春の笑いは
梅沢富美男！客席を巻き込みながらの話芸に会場は大爆笑間違いなし。お楽しみに。

梅沢富美男 劇団特別公演

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 4,500円／一般 5,000円
様々な国を旅して培った音とリズムのエッセンスを、自身のルーツである和の歌と心に融合させる。
出演：植田あゆみ（ボーカル）、デボラ・ピエール（バックボーカル）、佐藤比奈子（ピアノ、キーボード）、パトリッ
ク・シマード（パーカッション）、ガイ・バーンフェルド（E.ベース）

植田あゆみソロコンサート ～Peace Songs～

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5,400円／一般S席7,000円、A席6,000円　※当日
は各500円増（高校生以下は一般料金より各3,000円引、障害者の方は一般料金より各1,000円引　※要証明書提示）
四国瀬戸内にある坊ちゃん劇場の主催公演が、ここティアラこうとうで開催されます。感動のミュージカルにど
うぞご期待ください。　脚本：羽原大介　演出：錦織一清　音楽監督・作曲：岸田敏志

ミュージカル「よろこびのうた」

66
歳以上対象

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 3,000円／一般 3,500円
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）。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。　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

實川風ピアノリサイタル

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 6,800円／一般 7,560円
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！！
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

天童よしみコンサート2018

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・舞踏の舞踊家たちが、動物をテーマにした作品を並べます。現われる動物は白鳥、カラス、猫、カ
ッコウ、ネズミ、ウサギ、爬虫類、魚。どうぞお楽しみください。　出品舞踊家：執行伸宜（バレエ）、雑賀淑子（バレエ）、江
原朋子（モダンダンス）、玉田弘子（モダンダンス）、飯田晃一（舞踏）、高田静流（モダンダンス）　芸術監督：江原朋子

舞踊作家協会 連続公演第201回「動物現わる」

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
19世紀後半から20世紀初めに作曲されたフォーレ、ドビュッシー、プロコフィエフの楽曲から選曲。
曲目：ドビュッシー／ベルガマスク組曲、フォーレ／ノクターン第4番変ホ長調作品36、プロコフィエフ／ピア
ノ・ソナタ第3番イ短調作品28　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.204 「川上健太郎ピアノ・リサイタル」

スマートフォンURL

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

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
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。
お歌や大きな風船など、親子で一緒に楽しめる笑顔の時間をお届けします。

こぶたちゃんと魔法のくにのおんがく会

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）
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

マリア・カラス伝説のオペラ座ライブ

じつ かわ かおる

ティアラこうとうアートシネマ上映会

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 3,600円／一般 4,000円
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！　出演：マキタスポーツ

マキタスポーツ オトネタの夕べ



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

C IN EM AC IN EM A

66
歳以上対象

〒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10月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号11月号は10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12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〉10/31（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。

① ② ①春風亭小朝プロデュース
新春寄席 小朝・昇太・ナイツ
(1/6　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙小朝・昇太・ナイツ／各3枚

②福田こうへいコンサートツアー2018 
～真心伝心～
（1/27　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙／3枚

豊洲フェスタ～江東区音楽家協会がおくる～
親とkidsのクラシック

全席自由　入場無料　どなたでも　
　豊洲フェスタの一環として行う、プロの演
奏家による「親子で楽しむ本格的クラシック
音楽」のコンサートです。手拍子をしたり一
緒に歌ったり楽しいひと時をお過ごしくださ
い。０歳からご入場いただけます。
申込み：当日直接お越しください
※午前の部と午後の部で演奏内容が変わります。

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

10/28 日 11:０0、13：30開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

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　

全席自由　前売　友の会／450円　一般／500円
　　　　　当日　友の会／500円　一般／700円　
江東シネマ倶楽部会員は無料（要チケット予約）

10/27
（土）

11/10
（土）

監督：小津安二郎　出演：岩下志麻、笠智衆　ほか

江東シネマプラザ10月（昭和37年／113分カラー）
「秋刀魚の味」

午後の部 15：00

10：30開演

午前の部 11：00

★小型ＦＭラジオによる音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

監督：板屋宏幸　出演：林家たい平、福崎那由他、富田靖子　ほか
落語家の林家たい平が企画・主演・
落語監修。江戸時代末期の深川の長
屋を舞台に落語家への夢に破れてし
まった男が、そこに暮らす親子とのふ
れあい通して前向きに生きる力を取
り戻す。江東区深川江戸資料館が映
画撮影に全面協力。 Ⓒ2014「もういちど」製作委員会Ⓒ2014「もういちど」製作委員会

Ⓒ1995 KADOKAWA 日本テレビ 
　博報堂DYメディアパートナーズ 日販
Ⓒ1995 KADOKAWA 日本テレビ 
　博報堂DYメディアパートナーズ 日販

周防正行周防正行 草刈民代草刈民代

全席自由　友の会 2,000円　一般 2,200円（全5回分）
江東シネマプラザ

10/27（土）～3/23（土）
古石場文化センター
大研修室会場

古石場文化センター
大研修室　ほか会場

入会いただくと10月～来年3月の上映会を予約なしでご鑑賞いただけます。
※詳細はお問い合わせください。

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

新発売
水10/10

新発売
水10/10

新発売
水10/10

板屋宏幸監督トークイベントあり
江東シネマプラザ　特別上映会
「もういちど」（平成26年／95分カラー）

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。

11/6（火） 19:15開演 会場　亀戸文化センター　和室
上方落語 九雀亭

料金：全席自由　友の会／ 2,200円　
一般／ 2,500円　※当日各500円増
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：三遊亭わん丈

11/3（土祝） 14:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室
第2回 東大島亭　なな子＆あずみ二人会

料金：全席自由　友の会／ 1,300円 一般／ 1,500円　※当日各300円増
第2回目となる今回は、なな子＆あずみの演芸女子会！趣ある和室での
落語、漫談をお楽しみください。
出演：林家なな子、林家あずみ（三味線漫談）

新春寄席　
RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演
1/12（土） 13:00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／ 2,500円 一般／ 2,800円　
当日友の会／ 2,500円 当日一般／ 3,000円
2019年は豪華な初笑いでスタートしましょう。江東区に馴染み深い落語
家・柳家さん喬師匠をお招きするもんすたぁずスペシャル公演です。
スペシャルゲスト：柳家さん喬
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

66
歳以上対象

RAKUGOもんすたぁず
12/2（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。素敵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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

桂九雀桂九雀 三遊亭わん丈三遊亭わん丈

昨年度はオーディション合格者9名が出演しました。

コント山口君と竹田君コント山口君と竹田君 テツａｎｄトモテツａｎｄトモ カンカラカンカラ

「亀戸駅裏旅館
　　　　　～純愛篇～」

区民出演者募集　プロのタレントと一緒の舞台へ！

　来年3/16（土）開催の「江戸前
人情喜劇『亀戸駅裏旅館～純愛篇
～』」の区民出演者を募集します。
　プロのタレントと一緒に舞台に
立てる貴重なチャンスです。ぜひ
この機会にご参加ください。

江戸前
人情喜劇

2019年3/16（土）　江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～純愛篇～」
亀戸文化センターカメリアホール
全席指定：4,000円
作・演出：山口弘和（コント山口君と竹田君）　
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

■出演者応募条件
●江東区在住・在勤・在学の小学生以上の男女、プロアマ問わず。
●稽古（前日リハーサル含む）に参加できること。出演者には、後日稽
古日をお知らせいたします。※出演料・交通費の支給はありません。

■選考方法
一次書類選考、二次オーディション（11/3（土）午後）
一次合格者には、郵送にて二次オーディションのご案内をいたします。

■申込み
区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとう、深川江戸資料館
に設置の申込用紙に記入の上、亀戸文化センター（〒136-0071亀戸
2-19-1）窓口または郵送。

■募集期間　10/10（水）～24（水）必着
■問合せ　亀戸文化センター　電話03-5626-2121

シリーズ第8弾！

公
演
概
要

※チケット発売は、12/9（日）から。詳細は本紙12月号をご覧ください。

12/15（土）、16（日）
周防正行監督・草刈民代夫妻がゲストトークに
アニメ「パンダコパンダ」無料上映も

江東シネマフェスティバル

深川が生んだ世界の巨匠・小津安二郎監督にちなんだ映画祭です。小津監督
作品はもちろん、幅広く名作・傑作を上映。ゲストトークやミニコンサート付の
回もあります。映画納めは「シネフェス」で！

全席自由　友の会／一般　1日券1,000円、
1回券友の会450円・一般500円　当日友の会500円・一般700円
障がい者1回券 一般料金より各200円引

「出来ごころ」【フィルム上映】
（弁士：澤登翠。ピアノ演奏・ゲストトーク／作曲家・新垣隆）
「ルパン三世　カリオストロの城」

10:00

12:40

15:20

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/15（土）

【アニメ「パンダコパンダ」（脚本・宮崎駿、監督・高畑勲）上映】
12/15（土）･16（日）両日とも11:00～・14:00～入場無料。会場1階ロビー　
当日直接会場へ

【ワークショップ「動画でGoGoふるいしくん！」】
古石場文化センターのキャラクター「ふるいしくん」をコマ取りして動画を作りま
す。完成した動画はDVDとして持ち帰れます。
日時：12/15（土）・16（日）両日とも13：30～15：00、定員：15人、参加費：300円、
講師：板屋宏幸（デジタルハリウッド大学客員教授・映画監督）
申込み：10/10（水）10:00～古石場文化センターに電話または窓口

「あん」【手話弁士（弁士：米内山明宏）・FM放送による音声ガイド
付（ラジオ無料貸出あり）】

「お早よう」（ウェルカムミュージック）

「終の信託」【フィルム上映】

10:00

13:20

16:45

開演時間 「作品名」（ゲスト、イベント）
12/16（日）

「Shall we ダンス？」【フィルム上映】
（ゲストトーク／映画監督・周防正行、女優・草刈民代）

全席自由　無料　

11/10
（土）

14：00開演

ⒸRoad & SkyⒸRoad & Sky

特別上映会　板屋宏幸監督トークイベントあり
SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015-2016 
旅するソングライター“Journey of a Songwriter"（劇場版）

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

オータム

10/19（金）
第319回
19:00開演

11/16（金）
第320回
19:00開演

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

ウインター
1/11（金）
第321回
19:00開演

3/16（土）
第323回
14:00開演

2/16（土）
第322回
14:00開演

～ブラームス交響曲全曲演奏シリーズⅡ～
ブラームス／交響曲第3番　ヘ長調　作品90、交響曲
第1番　ハ短調　作品68
指揮：飯守泰次郎

コダーイ／ガランタ舞曲、ハンガリー民謡「孔雀が飛ん
だ」による変奏曲　
バルトーク／ピアノ協奏曲第2番
指揮：高関健　ピアノ：小山実稚恵　

オッフェンバック／喜歌劇「天国と地獄」序曲　
シェーンベルク／ヴァイオリン協奏曲　作品36
スッペ／序曲「ウィーンの朝、昼、夜」、喜歌劇「怪盗団」序
曲、喜歌劇「美しいガラティア」序曲、喜歌劇「軽騎兵」序曲
指揮：下野竜也　ヴァイオリン：南紫音

主催：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
問合せ：東京シティ・フィル チケットサービス　電話03-5624-4002

12/28（金）
19:00開演

モーツァルト／オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314　
ベートーヴェン／交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱付き」
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
指揮：高関健
オーボエ：イ・ユジン(2017年第34回日本管打楽器
コンクール・オーボエ部門第1位)　
ソプラノ：半田美和子　メゾ・ソプラノ：池田香織　
テノール：宮里直樹　バリトン：大西宇宙　
合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮／藤丸崇浩）

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～

日時：12/8(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：石井清子（東京シティ・バレエ団　顧問）
　　　志田明子（東京シティ・フィル　楽団長）

受付開始10/9（火）１０：００～

サロン・ドゥ・ティアラ2018 第5期

テーマ ： 第33回くるみ割り人形

全席自由　友の会／3,150円　一般／3,500円　江東区民／3,300円
※当日各500円増  
幼い頃から、映画監督・小津安二郎と家族ぐるみの付き合いがあり、孫のよう
に可愛がられていた女優・中井貴惠。小津映画の脚本を出演者からト書きま
で演じ分け朗読する『音語り』。ジャズピアニスト松本峰明と共に『麦秋』を上演
します。　※映画の上映はありません。

古石場文化センター　大研修室11/17 土 14：00開演　
音語り『麦秋』

会場

江東シネマフェスティバル－小津安二郎映画を聞く－
シンガーソングライター・浜田省吾の
コンセプチュアル・ライブ映像を、大迫
力の映像とサウンドで上映します。ま
た上映前に板屋宏幸監督をお呼びし
て、トークイベントを開催します。
申込：10/13(土)10:00から電話で。
チケット要事前引取、予約は最大4枚
まで。
古石場文化センター03-5620-0224


