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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
1/9 水

1/10

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

水
土

日

▼1/9　先行水

13
土

14:00開演　ティアラこうとう　大ホール

4

17
水

4

全席指定 友の会／S席2,700円、A席2,250円　一般／S席3,000円、A席2,500円

19：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定

野村萬斎　
狂言の夕べ　江東公演

友の会／ 5,000円　一般／ 5,500円

17
日

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

2

全席指定 友の会・一般／800円

　日本で唯一の大編成ムードオーケストラ。映画音楽、ミュージカルナンバー、お馴染み
𠮷田メロディー、軽いクラシックなど多彩なジャンルの名曲の数々を華麗なオーケスト
ラサウンドでお届けします。素敵な休日の午後のひと時をお過ごしください。

66
歳以上対象

先行
1/9 水

先行
1/9 水

44
歳以上対象

先行
1/9 水

66
歳以上対象

かめいどらぼ２０１９　朗読劇
近松門左衛門作　角田光代翻案「曽根崎心中」

豪華なサウンド ！ 元気が出るコンサート
𠮷田正記念オーケストラ

出演：高宮城凌　ほか
曲目（予定）：グリーグ／ヴァイオリンソナタ 第3番、
ベートーヴェン／クロイツェル・ソナタ、
ヴィエニアフスキー／華麗なるポロネーズ 第7番　ほか

出演：オルケスタ・デ・ラ・マドゥルガーダ、角田健一ビッグバンド
曲目（予定）：A列車で行こう、ムーンライト・セレナーデ、エル・クン
バンチェロ、オエ・コモ・バ　ほか 出演：篠笛／村山二朗　

和太鼓／田川智文、加藤拓哉、横山亮介、露木一博、佐藤晃弘

出演：神谷満実子（ソプラノ）、鳥井俊之（ピアノ）、藤野由佳（アコーディオ
ン）、梅田千晶（アイリッシュハープ）、白石幸司（クラリネット＆サックス）
曲目：アニー・ローリー、サリー・ガーデン、グリーン・スリーブスによる
変奏曲、「メリーポピンズ」より 2ペンスを鳩に、You Raise me up　ほか

12：00開演　ティアラこうとう　大ホール

4
24

　東京シティ・フィルのメンバーが企画した、渾身のプログ
ラムを500円でお楽しみいただけます。今回の企画者は、ヴ
ァイオリン奏者の高宮城凌です。彼が得意とするレパートリー
の他、様々なジャンルの名曲を演奏いたします。

水

ティアラ　ワンコイン・コンサート2019
東京シティ・フィルPresents
ヴァイオリンコンサート

豪華なサウンド ！ 元気が出るコンサート　𠮷田正記念オーケストラ
野村萬斎　狂言の夕べ　江東公演
和太鼓　東京打撃団

19:00開演　森下文化センター　多目的ホール

友の会・一般／500円全席自由

友の会／2,400円　一般／2,700円　1ドリンク付　
※当日300円増

全席自由

3
19

　日本音楽家ユニオンがお届けする、ミュージック（3月19日）の
日コンサート。ジャズビッグバンドとラテンバンドの名曲の数々を
お楽しみください。

火

日本音楽家ユニオン
ビッグバンドとラテンバンドの饗宴

16:00開演　江東区文化センター　ホール
友の会／ 3,400円　一般／ 3,800円　中学生以下／ 2,500円全席指定

5
26
日
和太鼓　東京打撃団

Ⓒ棒縛

　狂言師 野村萬斎 ティアラこうとうに登場！
　肩の力を抜いて楽しむ600年の伝統芸能「狂言」！
　出演者の分かり易く丁寧な解説により表現の奥深
さに触れ、演目へと導かれます。

　亀戸文化センターが開館当初から企画・制作している参加型の舞台創作事業「かめいどら
ぼ」。様々な世代の出演者が交流し、協力しながら一つの舞台を創ってきました。熱い舞台を
ぜひご覧ください。

出演：野村萬斎、石田幸雄　ほか
解説：深田博治
演目：佐渡狐、棒縛

指揮&トーク：大沢可直
曲目（予定）：007シリーズ代表作「ロシアより愛をこめて」、ミュージカル“エビータ”より「アルゼンチンよ泣かないで」、フランシス
レイ作曲「白い恋人たち」、懐かしの映画音楽「日曜はダメよ」「黒いオルフェ」「魅惑のワルツ」他、軽いクラシック「皇帝円舞曲」、「天
国と地獄序曲」、会場で歌いませんか？、歌声喫茶の想い出「山のロザリア」、「トロイカ」他、哀愁の𠮷田メロディー「いつでも夢を」、
「小さな酒場」、「街のサンドイッチマン」、「美しい十代」、「恋のメキシカンロック」、「異国の丘」、「ラブ・レター」　ほか

演出：菅原道則　
出演：オーディション合格者13名（50音順）蒼井あん、伊藤啓子、太田真理子、柿崎園子
片山由紀子、さくら、砂町六太、塚本美弥子、永久夢乃、中村千栄子、原則子、宮澤和子、米倉美智子
ボランティアスタッフ：蓮沼エツ江、望月清香
着付協力：小藤会、久保田静枝

18：30開演　ティアラこうとう　小ホール

4
6

　おかげさまで歌とおしゃべりでつづる神谷満実子のスプリング
コンサートは、この度12回目を迎えます。今回は民謡・クラッシッ
ク・ミュージカルそしてポップスなど、イギリスにまつわる素敵な音
楽をお聴きいただきます。アイリッシュハープの澄んだ音色にあわ
せて3つの楽器と歌声が織りなすハーモニーをお楽しみください。

土

Viva la Musica 2019
神谷満実子　Spring Concert Part.12
森の匂いは不思議な和音

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

29日19:00、30日14:00、19:00、31日14:00開演　深川江戸資料館　小劇場

3
29

　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47回目公演は丹青の「仇討ち屋 ―誉田屋
の巻―」。“身分違いの二人の恋を 餅が取り持ち紅白の つくか
つかぬか鏡餅”。どうぞお楽しみに。

※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。
3月10日（日）　11：00～、13：00～（各40分程）　要入館料

金

30
土

31
日

深川とっくり座公演47回目
丹青の「仇討ち屋 ―誉田屋の巻―」

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
　

全席自由
11:00、13:30開演　総合区民センター　レクホール

4
21

　毎年恒例となりました、トリオベールファミリーコンサート。クラ
シックの名曲からアニメ・映画音楽など、聴き馴染みのある作品
を演奏します。2本のヴァイオリンとピアノによる美しい音色をお
楽しみください。

日

～０歳からシニアまで楽しめる～
トリオベールファミリーコンサート

友の会／900円　一般／1000円　
こども（3歳～小学生）／500円　（2歳以下ひざ上無料）

全席自由

出演：竹添みどり（ヴァイオリン）、村原実穂子（ヴァイオリン）、明和史佳（ピアノ）
曲目（予定）：チャイコフスキー／バレエ組曲『くるみ割り人形』Op.71a
より トレパーク、花のワルツ、メンデルスゾーン／歌の翼に　ほか

66
歳以上対象

新発売
木1/10

44
歳以上対象

新発売
木1/10

66
歳以上対象

新発売
木1/10

新発売
木1/10

新発売
木1/10

66
歳以上対象

新発売
木1/10

神谷満実子

Ⓒ藤田真郷

高宮城凌

オルケスタ・デ・ラ・マドゥルガーダ

前回公演『花入れと水屋の富』より

角田健一ビッグバンド

トリオベール
©Yoshinobu Fukaya

　懐かしくて新しい和太鼓アンサンブル、東京打撃団。
　圧倒的な音圧と繊細な演奏で楽しく舞台を駆けめぐる！
　高い演奏技術に裏打ちされた音楽性と力強く楽しい舞
台を目指し、東京を拠点に国内外で好評活躍中。
　老若男女、皆が元気になれる和太鼓公演に乞うご期待！



新発売
金1/25

新発売
木1/10

新発売
木1/10

新発売
木1/10

3
24
日

ゲスト審査員：ROLLY（ギタリスト）
ゲスト演奏：LIPSTICK（第11回グランプリ）
出場バンド：うんならかす、GEARD、Captain Hi-ho、Samaru 
Band、The Larimar Larimar、て んし バ ンド、NEST Jazz 
Orchestra、B.N.A、Funk Brothers and Sisters、49、
bloodless the war、フラワーズ、Million、夕焼けカムパニー
from B、Ladders48（50音順）

出演：つるの剛士　ほか
曲目（予定）：みんなともだち、にじ　ほか

演目・振付：「Synapse」／中弥智博、「Without Words」／小林洋壱、
「『眠れる森の美女』よりオーロラ姫の結婚」／安達悦子（再振付）
指導：ラリッサ・レジュニナ（眠れる森の美女）

指揮：佐々木新平　演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦
楽団、ティアラこうとうジュニアオーケストラ
曲目（予定）：ロッシーニ／歌劇「泥棒かささぎ」より序曲、バルト
ーク／ルーマニア民俗舞曲（以上ジュニアオケ）、芥川也寸志／交
響管弦楽のための音楽（合同演奏）、ブラームス／ハンガリー舞曲
第５番（指揮体験コーナーあり）　ほか

　予選を勝ち抜いた15組のバンドが
演奏とパフォーマンスを競う江東バン
ドFESTIVAL。ジャンル、年代問わず多
彩なバンドが勢ぞろい！今年のグラン
プリはどのバンドの手に？

東京シティ・バレエ団
「トリプル・ビル」

2
10
日

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／ 800円　一般／ 1,000円　小学生以下／ 500円全席指定 友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円　中学生以下／ 1,000円

44
歳以上対象

　ワンコインで楽しめる東
京シティ・フィルとティアラ
こうとうジュニアオーケスト
ラによる年に一度の「スペ
シャルコンサート」。それぞ
れの演奏はもちろん、合同
演奏もお楽しみください。

3
3
日

16：00開演　江東区文化センター　ホール

ちゅるのたけし音楽会

55
歳以上対象

3
2
土

3
日

2日17:00、3日14:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／SS席5,400円、S席4,500円、A席3,600円、B席2,700円　

一　般／SS席6,000円、S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円　
当日学生券／1,500円

第12回江東バンドFESTIVAL
粋でイナセないいバンド！

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

東京シティ・フィル＆ティアラこうとうジュニアオーケストラ
オーケストラの日2019　
スペシャルコンサート

3
24
日

演出：源紀　音楽：塩谷翔　主演：安達星来　
出演：正木慎也、小野田侑歌、井上龍哉、菅原聡史、中村ひろみ　ほか

11：00、14：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／2,250円　一般／2,500円（3歳～大人）　

※当日各300円増　※2歳以下のお子様は保護者ひざ上のみ無料

ふれあいこどもまつり
ミュージカル「人魚姫」

3
10
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
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円　※当日一律2,500円

Fazioli創立10周年記念
オンラインピアノコンクール
入賞者コンサート

66
歳以上対象

　100人の審査委員が選
んだ輝かしい才能！
　昨年10月に行われたオ
ンラインピアノコンクール
入賞者たちによるショパン、
リスト、シューマンの傑作が
一堂に。

■プログラム（演奏者・曲目）
小林遼・ショパン：ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op.35
松橋朋潤・リスト：ピアノソナタ ロ短調 s.178
中川真耶加・シューマン：クライスレリアーナ Op.16

33
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

3
3
日

16：0０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　

舞踊作家協会　連続公演第203回
親子で楽しむ創作ダンス鑑賞
踊る絵本「かいじゅうたちのいるところ」

　古典から創作まで多彩なレパー
トリーを誇る東京シティ・バレエ団
が、創立から50年の歴史を紐解く
3タイトルを一挙にお届けします。

出演：真島恵理、鈴木優美、花柳かしほ、若葉紀美子、スティーブン・シーゲル　ほか
芸術監督：真島恵理

出演：穂積磨矢子（ソプラノ）、川井
彩子（ピアノ）、川井順一（バリトン）、
下川慶子（ソプラノ）、中原沙織（ソ
プラノ）、佐藤圭（テノール）、島田市
少年少女合唱団
曲名：歌劇「トスカ」より「歌に生き
愛に生き」、歌劇「夕鶴」、「花占い」、
「メモリー」、「グラナダ」　ほか

18:30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

3
8
金

ティアラマンスリーコンサートVol.207
「穂積磨矢子～春の風にのり期待の若手歌手と
共に贈る～あったかいんだからコンサート第3弾」
　穗積磨矢子が永年一緒に若手指
導をしてきた川井夫妻と選りすぐり
の活躍中の歌手と共に繰り広げる
バラエティにとんだ歌の世界に誘い
ます。どうぞおたのしみください。

　子どもも大人も楽しめる絵
本。その絵本からダンスがあふ
れ出す！この機会にお子様とご
一緒に絵本の素晴らしさを再
発見されてはいかがでしょうか。
【親子20組40名様をご招待】
往復ハガキに住所・氏名・電話
番号を記入のうえ、〒135-0002江東区住吉2-28-36ティアラ
こうとう「踊る絵本」係までご応募ください。〆切1/20消印有
効  ※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
【一般発売】1月25日

3
10
日

17：0０開演　砂町文化センター　第1研修室
全席自由 友の会・一般／500円

石田波郷記念「はこべら俳句大会」
授賞式関連イベント
～アイリッシュハープとアンティークフルートのコンサート～
　石田波郷記念「はこべら俳句大
会」授賞式にあわせて受賞記念コン
サートを開催します。第一部では、石
田波郷記念「はこべら俳句大会」に
入選された２句をイメージした曲の
演奏。第二部では、アイルランドや日
本の童謡などをお届けします。演奏
者は、受賞句にどのような曲を選ぶ
のでしょうか？ぜひお楽しみください。
出演：Indeed！（ホンダーネ）／菅沼安佐代 （アイリッシュハープ、
歌） と朝倉未来良 （アンティークフルート） 
曲目（予定）：春の日の花と輝く（アイルランド民謡）、朧月夜（文
部省唱歌）　ほか

　今年で15年目をむか
える「ふれあいこどもま
つり」。都内6会場で開催
され、舞台公演、ワークシ
ョップなどさまざまな催
しを行います。その一つ
として開催される、ミュー
ジカル「人魚姫」。アンデルセン原作の有名な童話を1949年創
立の劇団東少が素敵なミュージカルに創り上げました。親と子
だけに限らず、すべての世代に観ていただきたい公演です。

　江東区文化センターにつる
の剛士がやってくる！
　テレビでお馴染みのあの曲
や、みんなが歌ったことのあ
る曲も歌います。
　つるの剛士“初”プロデュー
スのキッズコンサートで、一
緒に歌って踊って、音楽を楽
しもう！

穂積磨矢子

Indeed!（ホンダーネ）

出演：影法師（遠藤孝太郎、船山正哲、横沢芳一、青木文雄）　
ゲスト：リハビリバンバン（坂本健、植田和成、倉知立也）

全席指定 友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円　

2
24
日

14:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

影法師結成45周年記念
影法師 in 東京

66
歳以上対象

　山形県長井市を拠点に活動するフォークグループ影法師。
地方、農村、生業、暮らし…、その現場で時代と切り結びながら
歌を作り、歌い続けて45年。この間に影法師が紡ぎ出した数々
の歌をお楽しみください。

全席自由 友の会／ 900円　一般／ 1,000円　こども（3歳～小学生）／ 500円
親子ペア／ 1,300円　受講生／ 900円　※当日各300円増
※2歳以下は、大人1名につき1名まで無料。桟敷席・椅子席あり。

2
24
日

11:30開演　森下文化センター　多目的ホール

人形劇団プーク「もりのへなそうる／
はる・なつ・あき・ふゆ－森の四季－」
　てつたとみつやは、自分たち
で描いた地図を持って、たんけ
んにでかけます。もりでみつけた
大きな木。その木の向こうにあっ
た大きな卵からは、へんないき
もの『へなそうる』が…。
　子どもたちの好奇心・想像力
をテーマに創りました。

過去の公演より

眠れる森の美女Ⓒ鹿摩隆司

つるの剛士 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

全席指定 友の会／ 3,600円　一般／ 4,000円　こども（小学生以下）／ 2,000円

3
16
土

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

シリーズ第8弾！
江戸前人情喜劇
「亀戸駅裏旅館～純愛篇～」
　歌あり・コントあり・喜劇ありの120分！！山口弘和（コント山口
君と竹田君）の特別書き下ろしシリーズ第8弾。「亀戸駅裏旅
館」で起きる大騒動！笑って、泣いて、下町人情にあふれる喜劇
をたっぷりお楽しみください。公募で選ばれた区民の方の出演
もお見逃しなく！

コント山口君と竹田君 テツandトモ カンカラ

ゲスト審査員：ROLLY

2
16
土

14：3０開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,050円（当日4,500円）　一般／4,500円（当日5,000円）

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）

66
歳以上対象

　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！

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

木村大 アンドリューヨーク

2
9
土

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

66
歳以上対象

　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。

15:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／3,600円　一般4,000円

ティアラ・クラシックス2019
米津真浩　ピアノ名曲×迷曲　コンサート

米津真浩

2
22
金

12:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般／500円　

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

44
歳以上対象

　東京シティ・フィルのコントラバス奏者 瀬野恒氏は、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ます。そんな
瀬野氏のアイデアが詰まったコンサートをお楽しみください。そのほかヴァ
イオリン奏者 野尻弥史矢氏やクラリネット奏者 須東祐基氏も出演します。

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）　ほか
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

瀬野恒 野尻弥史矢 須東裕基

影法師

ＳＳ席完売



日

2
3

11:０0
14:０0
開演

14:00
開演

土

1
12

19:00
開演

金

2
1

18:00
開演

土

1
12

15:00
開演

日

2
3

19:00
開演

金

2
8

16:00
開演

日

2
10

19:00
開演

金

3
1

13:00
開演

土

2
9

19:00
開演

金

1
18

11:00
開演

土

1
19

16:30
開演

土

1
19

15:00
開演

日

1
27

26日16:00
27日15:00
開演

土・日

1
26・27

14:30
開演

日

1
27

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。

1
月

3
月

2
月

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。
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「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。　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）

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

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

残席わずか

残席わずか

全席指定 友の会／ 3,500円　一般／ 3,800円
シニア（60歳以上）／ 3,500円　※当日各200円増

2
12
火

19:00開演　砂町文化センター　3階研修室

砂町文化亭
「柳家小三治・柳家小里ん二人会」

66
歳以上対象

　人気・実力ともに当代随一の小三治師匠、その芸はまさに
円熟の域にあります。重要無形文化財保持者（人間国宝）であ
る小三治師匠の古
典落語の妙味と、柳
派の滑稽落語の世
界を大事にし、廓噺
に造詣が深く当代
一の名手と称され
る小里ん師匠との
二人会をお楽しみ
ください。 柳家小三治 柳家小里ん

全席自由 友の会／ 900円　一般／ 1,000円　※当日一律1,500円

2
22
金

18:30開演　豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール

寄席　
都笑亭Vol.120スペシャル

66
歳以上対象

　豊洲で生まれた都笑亭も、こ
の2019年で丸25年。いつもの
7階レクホールを飛び出して、5
階ホールで初御目見え。江戸落
語の本寸法、古今亭志ん輔師匠
をお迎えしての「都笑亭スペシャ
ル」お楽しみに！

古今亭志ん輔古今亭志ん輔

19:00開演　深川江戸資料館　小劇場
全席指定 友の会／3,100円　一般／3,500円

THE伝統芸能
柳家さん喬独演会

2
22
金

　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。

出演：柳家さん喬、柳家小んぶ

66
歳以上対象

柳家さん喬

柳家小んぶ

14:00、18:00開演　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

梅沢富美男劇団特別公演
1

31
木

　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。

66
歳以上対象

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
　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！

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

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　小ホール　全席自由　友の会 2,700円／一般 3,000円
マイム、ダンス、バレエ、舞踏を牽引してきた6人の表現者による珠玉の再生3作品。共に紡ぐソロからトリオま
で唯一無二の舞台をどうぞお楽しみください。　出演：石井かほる、上杉満代、加藤みや子、雑賀淑子、森嘉子、
ヨネヤマママコ　応援出演：松尾慧（笛）、明神勇郎米（マイム）　芸術監督：加藤みや子

舞踊作家協会 連続公演第202回 「１ｔｏ３」

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 5,000円／一般 5,500円
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。新しい宝を
持って、歌いに行きます!!　山崎ハコ　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　

2019, 山崎ハコ LIVE！「横浜から」 66
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
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：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

サーカス40周年コンサート ～We Love Harmony ! ～

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
２月はバレンタインの季節ですね。チョコレートではなく私達から甘い愛を込めて皆様に音楽をお届けします。
出演：今村やよい（ソプラノ）、林晶子（ソプラノ）、川口暁子（フルート）、渋井菜央（クラリネット）、鶴岡亜紀（ピアノ）

ティアラマンスリーコンサートVol.206 「バレンタインコンサート愛の調べ」

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
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！！
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

新春下町ライブ なかの綾 昭和歌謡ショー

44
歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席指定　友の会 3,500円／一般 4,000円　※当日各500円増
太鼓奏者はせみきた、2011年11月『幻想風景曲集（一）』（ティアラこうとう小ホール）、2015年2月『音鼓知真』
（深川江戸資料館 小劇場）に引き続き、3度目の東京でのソロ公演となります。
出演：はせみきた（太鼓ほか）、ゲスト：小濱明人（尺八）

THE伝統芸能 はせみきた 和太鼓コンサート2019 「幻想風景曲集vol.2 『風の章』」

ティアラこうとう　中会議室　全席自由　友の会 1,350円／一般 1,500円／こども（3歳～小学生） 1,200円
よろず劇場とんがらし「おとぎの国のゆうびんやさん」は、演劇と人形劇と腹話術が融合した新しいスタイル。
作、演出、美術、出演、人形操作のすべてを一人で行います。「トンちゃんのシンデレラ」もお楽しみに。
主催：NPO法人江東子ども劇場　出演：なりたりょうじ

江東子ども劇場鑑賞会 おとぎの国のゆうびん屋さん

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 900円／一般 1,000円
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。　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”　ほか

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

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
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」！　演奏：一村誠也（東京芸
術大学音楽学部別科修了）　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

第2回 第６研修室から奏でるＭｙコンサート 「まほうのふえ」

66
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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
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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　※当日一律4,500円
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。　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

THE 伝統芸能 よね吉・千五郎ふたり会「笑えない会－Legacy－」

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
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？　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

第38回江東オペラ 歌劇「こうもり」原語上演字幕付

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／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

ワン スリー
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落語公演情報

C IN EM AC IN EM A

〒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。

2019年1月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号2月号は1月29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〉1/31（木）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セーンジャー馬頭琴コンサート
(4/14　ティアラこうとう　小ホール）
CD／1枚

②大月みやこ・市川由紀乃
　スペシャルコンサート
（6/2　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙／5枚

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。

会員募集

全席自由　友の会 1,400円　一般 1,600円（全3回分）

江東シネマプラザ

1/26（土）～3/23（土）
古石場文化センター
大研修室会場

入会いただくと1月～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

Ⓒ東映

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）　プラチナS席4,800円　プラチナA席4,000円
※江東区民は一般料金（S席～C席）より各200円引

3/16（土）
第323回
14:00開演

2/16（土）
第322回
14:00開演

ゴダーイ／ガランタ舞曲
バルトーク／ピアノ協奏曲第2番
ゴダーイ／ハンガリー民謡「孔雀が飛んだ」による変奏曲
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

1/26㈯
2/23㈯
3/23㈯

瞼の母☆３５ミリフィルム上映
たそがれ清兵衛
ひとりぼっちの二人だが

日程 作品名

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　

1/26
（土）

監督：加藤泰　出演：中村錦之助、松方弘樹　ほか

江東シネマプラザ1月（昭和37年／83分カラー）
「瞼の母」

午後の部 15：00午前の部 11：00

長谷川伸の原作を「リアリズ
ムとローアングルの様式美を
追い求めた名匠」として知ら
れる加藤泰が脚色・監督した
人情時代劇。母と子の再会の
場面を、加藤監督は長回しで
丹念にそして情感たっぷりに
描いている。

新発売
木1/10

新発売
木1/10

プーランク：スターバト・マーテル
サン＝サーンス：交響詩「死の舞踏」
フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」
ビゼー：劇付随音楽「アルルの女」組曲第2番

マスネ：組曲第4番「絵のような風景」
プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番　ニ長調
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」

ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調「英雄」　ほか

ベルリオーズ：幻想交響曲　ほか

指揮：高関 健　
ソプラノ：中江 早希
合唱：東京シティ・フィル・コーア
合唱指揮：藤丸 崇浩
指揮：飯守 泰次郎
ピアノ：藤田 真央

指揮：角田 鋼亮
ヴァイオリン：辻 彩奈

指揮：高関 健
ソリスト：調整中

第57回
5/11（土）

第58回
7/6（土）

第59回
11/30（土）

第60回
2020/2/1（土）

66
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2019年度ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）

新発売
木1/10

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2019年度ティアラこうとう定期演奏会
年間シリーズ券発売のご案内

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2019年度ティアラこうとう定期演奏会
年間シリーズ券発売のご案内
2019年度シーズンのラインナップが決定！
全4公演がセットになったティアラこうとう定期演奏会年間シリーズ券は、
1公演ずつ購入するよりも40％OFF！！この機会にぜひお求めください。

ティアラこうとう　大ホール会場 15：00開演 14：15開場
全席指定　S席8,400円／A席7,200円／B席6,000円

高関健 Ⓒ 大窪道治 飯守泰次郎 Ⓒ 武藤章

飯守泰次郎 Ⓒ 武藤章 佐々木新平 小野明子 Ⓒ Operamnia.co.uk

下野竜也 南紫音 高関健 小山実稚恵

角田鋼亮 Ⓒ 武藤章 辻彩奈 Ⓒ 大杉隼平

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

ティアラこうとうジュニアオーケストラティアラこうとうジュニアオーケストラ 練習の様子練習の様子

　ティアラこうとうが主催しているジュニアオーケストラの団員
を募集します。東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の指導の
もと、練習に励んでいます。練習見学会を開催しますので、お気
軽にご参加ください。

ティアラこうとう 
ジュニアオーケストラ 団員募集

会場：ティアラこうとう　大ホール　
18:00～20:30（途中退出可）

～練習見学会～

小学4年生～大学2年生（小・中学生は保護者同伴）。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。
合奏練習を見学していただきます。休憩中に音楽監督
からのお話と担当者から概要説明を行います。
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★（※初心者可）、ホルン★、トラ
ンペット《★は貸出楽器があります》

募集楽器

スーパーバイザー

問合せ

内容

入団対象者

指導

※入団オーディションは3月中に別途行います。（個別に日程調整の上決定します）　※見学会不参加でもオーディションは可能です。（お問合せください）
※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。また、入団の際は受講料27,000円（半期15回分、別途教材費等）がかかります。

2/23
（土）

第3回東大島亭　
志の太郎&けい木二人会　
1/26（土） 14:３0開演 会場　東大島文化センター　第1和室

1/26（土） 17:00開演 会場　森下文化センター　多目的ホール
料金：全席自由　
友の会／ 3,150円　一般／ 3,500円
※当日各300円増
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。
出演：林家たい平、林家あずみ

林家たい平独演会

3/9（土） 14:00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／ 1,300円　一般／ 1,500円
※当日各300円増
東大島文化センターの和室（全席椅子席）で楽しむ
落語、「東大島亭」。第4回は、今ホットな若手・三遊
亭わん丈による、新作初演ありの完全独演会！渾身
のわん丈落語フルコースをお楽しみください。
出演：三遊亭わん丈

第4回東大島亭　
三遊亭わん丈独演会

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

新春寄席　
RAKUGOもんすたぁずスペシャル公演

林家たい平林家たい平

三遊亭わん丈三遊亭わん丈

新発売
木1/10

3/3（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

RAKUGOもんすたぁず

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！　※全席椅子席
出演：立川志の太郎、林家けい木 立川志の太郎立川志の太郎 林家けい木林家けい木

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

柳家さん喬柳家さん喬

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
1/8（火） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

小宮孝泰小宮孝泰桂九雀桂九雀

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：小宮孝泰（コント赤信号）

ティアラこうとう　電話03-3635-5500

飯守泰次郎
特別指導者 小野明子

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

音楽監督・指揮 佐々木新平

オーケストラを楽しも
う！

オーケストラを楽しも
う！


