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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
11/9 金

11/10

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

日
土
土

▼11/9　先行金

9
土

15:00開演　ティアラこうとう　小ホール

2

16
土

2

全席指定 友の会／3,600円　一般4,000円

14：3０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

木村大　ギターコンサートvol.3
ゲスト：アンドリュー・ヨーク（ギター）

友の会／ 4,050円（当日4,500円）　一般／ 4,500円（当日5,000円）

3
日

15：00開演　江東区文化センター　ホール

2

全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円

　ずばり！！エンターテイメント・クラシック、と言いたくなるコンサートです。例えば、誰でも知ってい
る「トルコ行進曲」が、とんでもない超絶技巧に編曲されていたり、「くるみ割り人形」などのオーケ
ストラの曲が見事にピアノ曲に編曲。「白鳥の湖」は格好よくモダンに編曲されていたりと、クラシッ
クに詳しくない人でも、めちゃくちゃ玄人の方にも楽しんでもらえるコンサートです。66

歳以上対象

先行
11/9 金

先行
11/9 金

66
歳以上対象

66
歳以上対象

先行
11/9 金

66
歳以上対象

先行
11/9 金

サーカス40周年コンサート
～We Love Harmony ! ～

ティアラ・クラシックス2019
米津真浩　ピアノ名曲×迷曲　コンサート

出演：なかの綾（ボーカル）小山尚希(ベース)工藤明（ドラム）北島優一
（ギター）中原裕章（キーボード）
曲目：ラヴ・イズ・オーヴァー、さよならイエスタデイ、すずめの涙、涙
の太陽、ちょっと待って下さい

出演：片岡優梨亜 星野月菜（ピアノ連弾）、山口和江（ソプ
ラノ）、最上谷裕世（フルート）、半澤未沙（クラリネット）、小泉
博子（ソプラノ）、川上健太郎（ピアノ）
曲目：マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より“ア
ヴェ・マリア”、シューマン／「子供の情景 作品15」 より　ほか

16：00開演　森下文化センター　多目的ホール

2
10

　昭和から平成へ、時代を超えてやってきた新進気鋭のシンガー
なかの綾が森下文化センターに登場！！昭和歌謡をラテンとジャズに
アレンジし、圧倒する歌唱力で世代を越えてお楽しみいただけます。
休日の夕方、なかの綾の魅力が炸裂するライブで楽しんでください。

日

新春下町ライブ
なかの綾　昭和歌謡ショー

サーカス40周年コンサート ～We Love Harmony！～
ティアラ・クラシックス2019 米津真浩 ピアノ名曲×迷曲 コンサート
木村大 ギターコンサートvol.3 ゲスト：アンドリュー・ヨーク（ギター）

26日16:00、27日15:00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／2,700円　一般／3,000円 全席自由

友の会／3,600円　一般／4,000円全席自由

1
26

　こうもり男爵とあだ名をつけられたファルケ博士の楽
しい復讐劇。ワルツにのって大人の男女が織りなす楽し
い喜歌劇。ワルツ王ヨハンシュトラウス作曲のオペレッタ
の最高峰です。全てはシャンパンのせい？

土
27
日

第38回江東オペラ　
歌劇「こうもり」原語上演字幕付

15:30開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円全席自由

1
6
日

花岡詠二プレゼンツ
新春 室内楽＆スイングコンサート

出演：花岡詠二スヰング・ショッツ　花岡詠二（ク
ラリネット・サックス）、武田将（ヴィブラフォン）、佐
久間和（ギター）、山本琢（ピアノ）、加藤人（ベース）、
竹内武（ドラムス）、アンサンブル・ダ・コーエ
曲目（予定）：花、春の小川、浜辺の歌、ス・ワンダ
フル、クラリネットボルカ、モーツアルトソナタ、ラデ
ツキー行進曲、美しく青きドナウ　ほか

山口和江

星野月菜

半澤未沙

片岡優梨亜

最上谷裕世

小泉博子

川上健太郎なかの綾

前回公演の様子

瀬野恒 野尻弥史矢 須東裕基

昨年の公演より

自作曲がグラミー賞を受賞するなど、世界的人気を誇るクラシックギタリス
ト“アンドリュー・ヨーク”と最年少にて国際コンクール優勝の実積と人気
を誇るクラシックギター界のプリンス“木村大”の14年ぶりとなる待望の
デュオが実現！実力・人気ともに世界レベルのギターセッション！

　2018年3月にデビュー40周年を迎えたサーカス。ミスター･サ
マー･タイム、アメリカン･フィーリングなど大ヒット曲とともに絶
妙のハーモニーと息の合ったトークをお楽しみください。

出演：木村大（ギター）、アンドリュー・ヨーク（ギター）
曲目（予定）：アンドリュー・ヨーク／サンバースト、ムーンタン、三千院、カリフ
ォルニア・ブリーズ、アルバイシンの丘　ほか

出演：米津真浩（ピアノ）
曲目（予定）：トルコ行進曲（モーツァルト／ヴォドロス編）、「くるみ割り人形」より（チャイコフスキー／プ
レトニョフ編曲）、チャイコフスキー「白鳥の湖」の主題による幻想曲（ローゼンブラット）、ショピナータ（ドゥ
ーセ）、熊蜂の飛行（リムスキー＝コルサコフ／ヴィレンスキー編）　ほか

出演：叶正子、叶高、叶ありさ、吉村勇一
曲目（予定）：ミスター・サマータイム、アメリカン・フィーリング、
あの風を今でも、家族写真

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

1
18

　豊洲から羽ばたく若手アーティストを支援するコンサ
ート。フレッシュな7名の演奏をお楽しみください。

金

豊洲フレッシュアーティストサポート公演2019
ニューイヤークラシックコンサート

友の会／900円　一般／1,000円全席指定

66
歳以上対象

66
歳以上対象

44
歳以上対象

66
歳以上対象

19:00開演　深川江戸資料館　小劇場

2
22

　東京下町を中心に揺るぎない人気を誇る、本格古典落語の名手「柳家
さん喬」。人情噺といえば「さん喬」と、落語通も太鼓判を押す円熟した芸
に加え、その人柄がファンを魅了してやみません。2017年には紫綬褒
章を受章し、ますます磨きのかかる至芸を、是非この機会にお楽しみく
ださい。

金

THE伝統芸能
柳家さん喬独演会

友の会／3,100円　一般／3,500円
　

全席指定

指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人
演奏：シビックアンサンブル、江東オペラ合唱団
出演：津山恵、菊地美奈、米谷毅彦、羽山晃生、井上雅人、
杉野正隆 ほか

出演：柳家さん喬、柳家小んぶ

12:00開演　ティアラこうとう　大ホール

2
22

　江東区芸術提携団体：東京シティ・フィルのコントラバス奏者 瀬野恒が企画する今回のワンコイン・コンサート！ク
ラシックだけでなく、J-popやハワイアンバンドなど幅広くアレンジを手がけている瀬野のアイディアが詰まった一時を
“500円”でお楽しみいただけます。そのほか
ヴァイオリン奏者 野尻弥史矢（企画・司会）、
クラリネット奏者 須東祐基も出演します。

金

ティアラ　ワンコイン・コンサート2019
東京シティ・フィルPresents
Kou×Misiyaプロデュース　ミニオーケストラコンサート

友の会・一般／500円　全席自由

出演：瀬野恒（コントラバス&編曲アレンジ）、野尻弥
史矢（ヴァイオリン&お話）、須東裕基（クラリネット）
曲目（予定）：バルトーク／ルーマニア民族舞曲、バッハ／管弦楽組
曲第２番より、ベニー・グッドマン／メモリー・オブ・ユー　ほか

新発売
土11/10

新発売
土11/10

新発売
土11/10

66
歳以上対象

新発売
土11/10

新発売
土11/10

新発売
土11/10

木村大

米津真浩

アンドリューヨーク

　懐かしい日本歌曲＆スイング、nostalgicなひ
とときを！

柳家さん喬

柳家小んぶ



新発売
土11/10

新発売
土11/10

新発売
土11/10

主な配役 22日・24日 23日

★はティアラ“くるみ”の会の出演者です

※友の会割引6枚まで

演奏曲全曲決定

12
15
土

15:00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300円増　

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～

12
16
日

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

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

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

　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

　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。

新春邦楽「和っしょい」
1

12
土

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／ 5,000円　一般／ 5,500円全席自由 友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円　※当日一律4,500円

12
22
土
23
日祝

24
月祝

各日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

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
※23日は完売

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
管弦楽：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

44
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

　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。

1
27
日

15:00開演　深川江戸資料館　小劇場

THE 伝統芸能
よね吉・千五郎ふたり会
「笑えない会－Legacy－」

66
歳以上対象

66
歳以上対象

1
5
土

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／3,150円　一般／3,500円　※当日各500円増 

2019, 山崎ハコ LIVE！「横浜から」

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

17：30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／5,220円　一般／5,800円

谷山浩子コンサート2018

2
3
日

出演：キッチン･ワルツ（保田真奈・冨永紘加）、
ゲスト：小林志郎（東京学芸大学名誉教授）

11：00、14：00開演　亀戸文化センター　大研修室
全席自由 友の会／1,350円　一般／1,500円　こども（3歳～小学生）／500円

※2歳以下は鑑賞無料。マット席・椅子席をご用意。

０歳からの歌とピアノのコンサート＆
親子あそびとまなびの講座

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

12
15
土

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／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

年忘れお笑いらいぶ

44
歳以上対象

　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。

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

　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！

66
歳以上対象

1
26
土

17：0０開演　森下文化センター　多目的ホール
全席自由 友の会／ 3,150円　一般／ 3,500円　※当日各300円増　

林家たい平独演会

林家たい平

キッチン･ワルツ 小林志郎

　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。

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

出演：林家たい平、林家あずみ
演奏：一村誠也（東京芸術大学別科修了）
曲目：となりのトトロメドレー、ルパン三世のテーマ、天国と地獄　ほか

11:00開演　東大島文化センター第6研修室
全席自由 友の会／450円　一般／500円　※こども（0歳～中学生）は無料

1
19
土

第６研修室から奏でるＭｙコンサート
「まほうのふえ」
　“0歳からご来場いただけます！"
リコーダーを中心に、フルート、オカ
リナ、ケーナなど世界各国の笛が登
場する楽しいコンサートです。さま
ざまな笛を縦横無尽に操る一村誠
也は、まさに「笛聖人」！プログラムは
クラシックの名曲からNHK教育文
化番組ピタゴラスイッチ、映画音楽、
ディズニー、ジブリなど、乳幼児から
ご年配の方々まで楽しめます。

　人気・実力共に兼ね備えた
落語家 林家たい平が、森下文
化センターに登場します。今回
もたっぷり二席お楽しみくだ
さい。

　第一部は親しみのある歌や本格クラシック音楽を物語に沿ってお届けします。一緒
に歌ったり、体を動かしたりしながら親子のスキンシップをお楽しみください。第二部
は東京学芸大学名誉教授・元副学長であり、演劇教育学専門の小林志郎氏による「非
認知能力」のミニ講演と、お子様と一緒にご参加いただける楽しいワークショップです。

Ⓒ鹿摩隆司Ⓒ鹿摩隆司

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

山崎ハコ

66
歳以上対象

66
歳以上対象

指揮：佐々木新平　

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：佐々木新平指揮：佐々木新平

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」
　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。

五十嵐明要 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

内海桂子

玉川カルテット

ねづっち

金平糖の女王
コクリューシュ王子
クララ
客間のクララ
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
西垣まりあ★
福田建太
青田しげる
春野雅彦

植田穂乃香
濱本泰然
石井日奈子
坊山莉子★
吉留諒
黄凱
李悦

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　大学生以下／1,200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

詳細は4面特集記事をご覧ください。
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落語公演情報
新発売

土11/10

新発売
土11/10

新発売
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28日 15:０0、19:０0
29日 10:30、14:０0
開演

30日 18:30
1日 13:30
開演

14:０0
18:０0
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
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。

11
月

12
月

ご好評につき次の公演は完売いたしました。
● 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～（11/17 ティアラこうとう　小ホール）
● 高石ともや 年忘れコンサート2018（12/15 亀戸文化センター　カメリアホール）
● 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（12/23 ティアラこうとう　大ホール）
● 春風亭小朝プロデュース　新春寄席　小朝・昇太・ナイツ（1/5 ティアラこうとう　大ホール）

1
月

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 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 2,000円／一般 2,300円／ 6歳～高校生 1,000円／江東区民 2,100円
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。
演目（予定）：「講談入門」、「赤穂義士伝」、「深川怪談　永代橋落橋」

【シリーズ】気軽に伝統芸能 講談の魅力

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

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～

33
歳以上対象

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
事前審査を通過したスイーツを、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。　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

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～

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
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。
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

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

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
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。　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

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

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 2,700円／一般 3,000円
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。　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

～小野明子＆フレンズ～ Vol.4 “華麗なるトリオ”

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
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

ふるさとこうとう 音楽のつどい Vol.25

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
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。　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

さくら弦楽四重奏団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歳以下で大人のひざ上は無料
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。　
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

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

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　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
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。　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

國松竜次ソロコンサート2019 ワルツとショーロを弾く part2

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っ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

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

じつ かわ かおる

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
12/5（水） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

各施設で開催される落語会の情報です。
ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

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
歳以上対象第3回東大島亭　

1/26（土） 14:３0開演 会場　東大島文化センター　第1和室

東大島文化センターの和室で楽
しむ落語、「東大島亭」。今回は、志
の太郎とけい木の二人会です。噺
家の臨場感が味わえる身近な落
語で大笑い！
出演：立川志の太郎、林家けい木

66
歳以上対象寄席　都笑亭Vol.119

12/7（金） 18:３0開演 会場　豊洲文化センター　レクホール
料金：全席自由　友の会・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

66
歳以上対象

66
歳以上対象

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
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

古今亭志ん吉古今亭志ん吉桂九雀桂九雀

立川志の太郎立川志の太郎 林家けい木林家けい木 柳家さん喬柳家さん喬

新春寄席　
RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演

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：古今亭志ん吉

料金：全席自由　友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　※当日各300円増

完
売
情
報



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

IN
TE

RV
IEW

ミミヨリ情報

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11月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号12月号は11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6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〉11/30（金）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。

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

純クラシックではない分野の指揮をする率直なお気持ちは？
僕の音楽の原点はクラシック音楽というよりむしろ映画音楽やポップス
なのです。特に70年代ポップスやシネマミュージックは毎晩のように聴
いていました。今回このコンサートを指揮することになり、今からわくわ
くしています。
今回、演奏される曲の中で、特に好きな作曲家はいらっしゃいますか？
やはりジョン・ウィリアムズです。彼は本当に天才で、どの音楽のジャン
ルにも造詣が深く、そして何気に指揮もうまい(笑)どの映画もオープニ
ング曲一発で、その映画の世界に連れて行ってくれます。本当にすごい
です。
ディズニー・ランドやUSJのアトラクションや映画の思い出などはござ
いますか？
アトラクションでいったら、TDLのスターツアーズとTDSのインディ・
ジョーンズ。あれ、本当に好きなんですよ。インディ・ジョーンズは可能
な限りハンドルがある席に座ります。一切動かないのに運転してるつも
り（笑）レイダース・マーチが鳴るとアトラクションのスピード感も相まっ

て、それこそ冒険している高揚感を味わえます。
今回のコンサートの聞きどころは？
映画には必ず音楽があります。すばらしい音楽が
映画をさらにすばらしくします。ではその音楽の
みに浸る時間があるとしたらどうでしょう。きっと
そこには無限の想像の世界が広がるはずです。
すばらしい映画音楽の数々、そしていつも本当に
熱く、誠実な演奏をしてくれるシティ・フィル。生
の音楽、入り乱れる感情、景色、オーケストラの躍
動。まさに『まばたきも出来ない！！(映画のCM
風)』コンサートになると思います。
友の会会員へのメッセージをお願いします
いつもティアラこうとうの事業にご支援いただきありがとうございま
す。今回はとにかく楽しいコンサートになると思います。シティ・フィル
のまた新しい一面に触れていただき、シティ・フィルのファンになってい
ただけるよう精一杯がんばります。会場でお待ちしております。
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① ②

ⓒ武藤章

今村やよい 渋井菜央 川口暁子 鶴岡亜紀

①芸能生活45周年記念
　ファイナルコンサート
吉幾三～45年間、ありがとう…～
(3/17　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙／5枚

②人情喜劇「亀戸駅裏旅館～勝負篇～」
（3/17　亀戸文化センター　カメリアホール）
テツ＆トモ20周年記念アルバム／1枚

演奏曲目発表＆指揮者インタビュー

第8回シビックギャラリーステージ　
♪Happy Happy Christmas♪ 

全席自由　入場無料　どなたでも　当日直接会場へ
　江東区音楽家協会の女性4名による、「クリスマスコンサート」です。
誰でもが楽しめるようなクリスマスらしい曲をお届けします。
曲名：フランク･チャーチル作曲／いつか王子様が、アラン・メンケン
作曲／美女と野獣　ほか7曲予定

12/23 日祝 14：00開演　豊洲シビックセンターギャラリー

江東シティオーケストラ第49回定期演奏会

全席自由　入場無料　
　江東区民を中心に組織される江東シ
ティオーケストラの演奏会です。是非お
越し下さい。　指揮：田中健
曲名：ウェーバー／歌劇「魔弾の射手」
序曲、ベートーヴェン／交響曲第8番、
グラズノフ／交響曲第6番
問合せ：ホームページ http://kameoke.net/

12/8 土 18：00開演　ティアラこうとう　大ホール
東京シティ･フィル公開リハーサル

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　
　江東区芸術提携団体である東京シティ・フィルハーモニック
管弦楽団によるリハーサル風景を公開します。今回は第321回
定期演奏会の直前リハーサルです。桂冠名誉指揮者、飯守泰次
郎によるクラシックの名曲が創られていく過程を、どうぞお楽し
みください。
問合せ：ティアラこうとうチケットサービス　電話03-5624-3333

1/10 木 11：00開演　ティアラこうとう　大ホール

江東少年少女合唱団クリスマスコンサート

全席自由　入場無料　当日直接会場へ　
　江東少年少女合唱団によるクリスマスソ
ングをはじめ冬にぴったりの歌をお贈りし
ます。天使の歌声で楽しいクリスマスを！
指揮：笹口圭吾、笹子昌美　
ピアノ：奥田和、金井美雪
曲目：クリスマスメドレー、荒野の果てに　ほか

12/16 日 15：00開演　江東区文化センター　ホール
日立ソレイユ室内合奏団
クリスマスファミリーコンサート

全席自由　入場無料　当日直接会場へ　
　日立グループ社員によるクリスマスコンサート。指揮者体験や楽器体
験（17：00）もできます。
出演：日立ソレイユ室内合奏団、成田しのぶ（ハープ）
曲目：花のワルツ、歓喜の歌　ほか

12/14 金 18：15開演　江東区文化センター　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）

11/24
（土）

11/10
（土）

監督：蔵方政俊　
出演：三浦友和、余貴美子　ほか

江東シネマプラザ11月（平成23年／124分カラー）
「RAILWAYS
愛を伝えられない大人たちへ」

午後の部 15：00

10：30開演

午前の部 11：00

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。　英語字幕付き。

鉄道にまつわる人々に光を当てた「RAIL 
WAYS　49歳で電車の運転士になった男
の物語」に続くシリーズ第2弾。今回は富山
県富山地方鉄道に奉職し定年退職を控え
た運転士と長年連れ添った妻のドラマを描
く。

全席自由　友の会 1,700円　一般 1,900円（全4回分）

江東シネマプラザ

11/24（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11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
土11/10

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）

12/15（土）、16（日）
周防正行監督・草刈民代さん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
障害者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
その他のイベント情報はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

「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）

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

11/16（金）
第320回
19:00開演

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、晩」、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

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」
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）

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・小津安二郎に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します。ピアノ
演奏はジャズピアニスト松本峰明。　※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－

ハッピー ハッピー クリスマス

Ⓒ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

Ⓒ2011 松竹株式会社Ⓒ2011 松竹株式会社

草刈民代草刈民代

日本では生演奏で滅多に聴くことが出来ない曲多数！今年、シリーズ新
作が公開となったジュラシック・ワールドやスター・ウォーズ等の作曲家と
して有名なジョン・ウィリアムズのオリジナル楽譜や、重厚でゴージャスに
仕上がっているアレンジ楽譜を本場アメリカから取り寄せて演奏します！

【ディズニー・ランド】のアトラクション
パイレーツ・オブ・カリビアンのテーマ、「スター・ウォーズ」組曲より
“メイン・タイトル”“ダース・ベイダーのテーマ”、「スター・ウォーズ 
エピソード1／ファントム・メナス」組曲より“アナキンのテーマ”

【ディズニー・シー】のアトラクション
「アトランティス/失われた帝国」より“潜水艦”、インディ・ジョーズ
のテーマ（レイダース・マーチ）

【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン】のアトラクション
バック・トゥ・ザ・フューチャーのテーマ、ジョーズのテーマ、ジュラ
シック・パークのテーマ、「ハリーポッターと秘密の部屋」組曲より
“不死鳥フォークス”、「ハリーポッターと賢者の石」組曲より“ヘド
ウィグのテーマ”、E.T.のテーマ（フライングテーマ）、ターミネー
ターのテーマ、バックドラフトのテーマ

【その他】今年シリーズ新作公開
ミッション・インポッシブルのテーマ

演奏曲目決定！


