
令和元（2019）年　12月5日 第 1242 号　（2）

番号 プログラム名 日時・場所 内容 料金・販売開始日

●
朗読したまちばなし
音楽朗読劇
「わが愛の譜－滝廉太郎物語－」

チケット販売 区民割引  区民招待

1月9日㈭
午後3時30分開場、
4時開演
旧東京音楽学校奏楽堂（※）

「荒城の月」「花」「箱根八里」といった滝廉太郎の
楽曲を中心に、滝の美しくはかない生涯と、その時
代背景を描いた音楽朗読劇です。　 出演  辰巳
琢郎、辰巳真理恵、田中由也、亜聖樹、大貫祐一郎

全席指定  一般3,000円
区民割引  2,500円
区民招待  20人（申込方法は下記参照）

●
たけしが認めた若手芸人
ビートたけし杯「お笑い日本一」
チケット販売 区民割引

1月27日㈪
午後6時30分開場、
7時開演（予定）
東洋館（浅草1-43-12）

日本を代表する多くの芸人を輩出する笑いの殿
堂「東洋館」で若手芸人のグランプリを決める

「ビートたけし杯 お笑い日本一」を開催します。
審査員 ビートたけし、高田文夫、ナイツ

全席指定  一般2,500円
区民割引  2,000円

12月20日㈮正午販売開始

●
江戸まちたいとう芸楽祭連携公演
「爆笑喜劇　浅草21世紀」

チケット販売 区民割引  区民招待

2月9日㈰午後1時、
4時開演、
10日㈪午後1時開演
木馬亭（浅草2-7-5）

座長大上こうじを中心に毎月違った内容の爆笑
喜劇と歌・漫談・舞踏・コント等の演芸バラエ
ティーショーの二本立てをお贈りします。

主催 浅草21世紀

全席自由  前売2,300円、当日2,800円
区民割引  2,300円

電話予約随時、木馬亭窓口販売開始は1月8日
㈬（予定）

区民招待  60人（申込方法は下記参照）

●
クロージングイベント
～芸がさね　舞がさね～
チケット販売 区民割引  区民招待

2月15日㈯
午前11時30分開場、
正午開演
浅草公会堂

出演  神田松之丞「講談」、AUN J クラシッ
ク・オーケストラ「和楽器演奏」、藤山大樹「江
戸手妻 日本古典奇術」、浅草花やしき 花振袖「花
振袖の舞」、ビートたけし杯「お笑い日本一」受
賞者による「お笑い」

全席指定  一般（1、2階席）3,000円、
一般（3階席）2,500円

区民割引  2階席2,500円
12月20日㈮正午販売開始

区民招待  100人（申込方法は下記参照）

問合せ

〒110−8615　台東区役所江戸
まちたいとう芸楽祭実行委員会
事務局（区役所9階④番文化振
興課内） TEL （5246）1328令和2年1月9日㈭～2月15日㈯

❶

❷

❸

❹

●公演

区内在住の方を抽選でご招待！（上記①③④⑤～⑧）
申込方法 はがきに上表公演スケジュールのプログラム番号、希望の日程・公演時間・希望人数（2人まで）・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号・車いす席利用の場合はその旨を書いて上記問合せ先へ
※はがきは1人1枚、記入不備、2枚以上は無効

区民割引チケット
区内在住の方へ割引チケットを販売します。（先着順）　対象 上表❶❷
❹❺～❽※数に限りがあります。※公演により料金が異なります。詳しく
は、上表をご覧ください。※電話受付のみ
申込み Confetti（カンフェティ） TEL 0120−240540（土・日曜日・祝
休日・12月28日㈯〜1月5日㈰を除く午前10時〜午後6時）※「台東
区民割引」購入希望の旨を必ずお申し出ください（お申し出のない場
合の購入後の返金・交換等の対応はできません）。

番号 劇団名・公演名 公演日時・場所・問合せ 料金 区民招待日時

●

お茶の間ゴブリン
9th Express

「大人の銀河鉄道の夜」
チケット販売

区民割引  
区民招待

日時  1月22日㈬ 午後7時、23日㈭・24日㈮・25日
㈯午後2時・7時、26日㈰ 午後2時　 場所  上野スト
アハウス（北上野1−6−11 NORDビル地下1階）
問合せ  お茶の間ゴブリン Eメール  ochanoma_gob@

yahoo.co.jp　 チケット購入先  https://ticket.corich.jp/
apply/103398/

全席自由  
一般前売3,900円、
当日4,500円

区民割引  3,000円

1月22日㈬
午後7時（3組6人）
23日㈭
午後7時（2組4人）

●
パフォーマンスユニットTWT
つか版　「忠臣蔵」
チケット販売

区民割引  
区民招待

日時  1月22日㈬午後3時・7時30分、23日㈭午後7
時、24日㈮午後3時・7時30分、25日㈯午後2時・7時、
26日㈰午後1時　 場所  木馬亭（浅草2−7−5）
問合せ  パフォーマンスユニットTWT

TEL  080（5075）2253
チケット購入先  twt.ticket@gmail.com

全席指定
一般前売4,500円、
当日4,800円

（24日午後3時公演のみ
一般前売4,000円、
当日4,500円）

区民割引  3,800円

1月22日㈬午後7時30分
23日㈭午後7時
24日㈮午後3時・
7時30分
25日㈯午後7時

（各1組2人）

●
遊戯空間

「全段通し仮名手本忠臣蔵」
チケット販売

区民割引  
区民招待

日時  1月29日㈬・31日㈮、2月1日㈯・2日㈰午後2時
場所  浅草見番（浅草3−33−5）（※）

問合せ  遊戯空間 TEL  090（8432）8033(劇団制作)
チケット購入先  TEL  090（5432）4764

全席自由  
一般4,000円、
学生2,500円

区民割引  3,500円

1月29日㈬
午後2時（3組6人）
31日㈮
午後2時（2組4人）

●
東京アフロ

「アサクサ ゴールドラッシュ！」
チケット販売

区民割引  
区民招待

日時  2月5日㈬午後7時、6日㈭午後2時・7時、7日㈮
午後7時、8日㈯午後2時・7時、9日㈰午後1時

場所  浅草九劇（浅草2−16−2浅草九倶楽部2階）
問合せ・チケット購入先  東京アフロ
TEL  080（2189）3567
Eメール  tokyoafro3@gmail.com

全席自由  
一般前売3,500円、
当日3,800円

区民割引  3,000円

2月5日㈬
午後7時（2組4人）
6日㈭午後2時・7時

（各1組2人）
7日㈮
午後7時（1組2人）

❺

❻

❼

❽

●演劇「公募公演」

公演名 公演日時等 料金等

歌舞伎体験
ワークショップ

新春浅草歌舞伎出演の俳優から、歌舞伎の見所や仕草などの基礎を学びます。　 日時  1月15日㈬午後7時〜8時30分　
場所  浅草公会堂第3集会室　 対象  中学生以上　 定員  30人（先着順）　 講師  新春浅草歌舞伎出演の俳優

申込期間  12月5日㈭午前9時〜1月14日㈫午後5時　 申込み・問合せ  上記問合せ先へ
1,000円

みっけ
ワークショップ
音画伯になろう！

東京藝術大学の卒業生たちと一緒に、美術・ダンス・音楽を通じて表現することの楽しさと、創り上げる喜びを体験します。　
日時  2月8日㈯、9日㈰午前10時〜午後4時30分（発表会は午後3時）　 場所  たなか舞台芸術スタジオ大稽古場
対象  小学1〜3年生　 定員  各20人（先着順）　 講師  みっけ　 申込期間  12月5日㈭午前9時〜2月7日㈮午後5時

申込み・問合せ  上記問合せ先へ　

1,000円

殺
た て

陣
ワークショップ

プロの殺陣師（たてし）が指導。華麗な殺陣を体験してみませんか。　 日時  2月2日㈰Akidsクラス午後2時〜3時　B
一般クラス午後4時〜5時30分　 場所  浅草公会堂第3集会室　 対象  A小学生　B中学生以上　 定員（先着順） A
10人　B15人　 講師  井上謙一郎　 申込期間  12月16日㈪午前9時〜2年2月1日㈯午後5時　 申込み・問合せ  浅草公会堂
TEL （3844）7491（受付時間午前9時〜午後5時、土・日曜日・祝日も受付〈年末年始12月29日㈰〜1月3日㈮を除く〉）

A2,000円　B2,500円（※）
※学割2,200円（区内在住・

在勤の方は学割料金）

●体験ワークショップ

❶❸❹ ❺～❽

いずれか1つの公演のみ、演劇❺～❽との重複可 区民招待日程第2希望まで記載可、❶❸❹との重複可

申込締切日（必着）❶12月10日㈫　❸～❽12月20日㈮※当選はチケットの発送をもってかえます。

冬の陣
粋・豊かな人情・進取の気性など心を感じる「江戸まち たいとう」で、先人たちが守り・育
み・現代へ継承されてきた多彩な芸能・芸術文化を、肩の力を抜いて楽しめるお祭りです。

チケット購入先
●❶●❷●❹ ●❸

Confetti（カンフェティ）　 電話での購入  TEL 0120-240540（土・日
曜日・祝日・年末年始12月28日㈯〜1月5日㈰を除く午前10時〜午後6
時）※区民割引は電話受付のみ

㈱浅草二十一世紀 TEL （3844）2130
※区民割引は当日チケットのみ。住所が確認できるもの（運転免許証、保険証等）
を提示して購入。

問合せ ●❶●❷●❹は上記問合せ先、●❸は浅草二十一世紀

webでの購入▶︎

※出演者・内容・開始終了時間は変更になる場合があります。　※●❶●❼はエレベーター、エスカレーターがありませんので、あらかじめご了承ください。

広報


