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chofu̲zaidan イベント情報メルマガ登録はコチラ➡
※毎回、一週間の情報を中心にお届け

あなたは何色？ 好奇心を刺激するアート情報誌
調布市文化会館たづくり、グリーンホールをはじめ、
調布市内で開催する芸術・文化イベント情報をお届けします。
調布市内で開催する芸術・文化イベント情報をお届け
けします。
す。
。

今月のいち押し!

◆第 62 回 調布市民文化祭
せき の じゅんいち ろう

調布市文化・コミュニティ振興財団

調布財団

検 索

よう さく

◆関野凖一郎・洋作親子木版画展

今月の発売

◆デビュー 15 周年記念

一青窈

TOUR2017 〜御目見得饗宴〜

◆第116 回調布寄席 吉例新春寄席
み うら かず ま

林家正雀 林家たい平

二人会

◆三浦一馬バンドネオンリサイタル
◆秋川雅史コンサートツアー〜 AMORE 〜

さ あ ︑秋 冬 支

毎月 5 日発行（年12
2 回）各家庭のポストに直接お届けいたします
各家庭のポストに直接お届けいたしま
ます

2018年 1月12日（金）

11月23日（木・祝）
祝

第116回調布寄席 吉例新春寄席
はやし

や

しょう じゃく

はやし

や

〒182−0026 東京都調布市小島町 2−33−1 ☎042−441−61
6111
111（代表）

フレッシュ名曲コンサート
ト

オール・モーツァルト
モーツァ
ーツァルト
ル ・
プログラム
ラム

へい

林家正雀 林家たい平
二人会

©Yoshihiro Yoshida

度をはじめよ

あき

かわ

まさ

12月22日（金）
デビュー15周年記念
ひと

と

よう

一青窈

う！

2018年

1月21日（日）

©武藤章

TOUR 2017
お

め

み

え きょうえん

〜御目見得饗宴〜

ふみ

秋川雅史
コンサートツアー
〜AMORE〜

⇒ 続く、2面上もご覧ください。

広告

〔凡 例〕 問 …問合せ先

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

対 …対象

講 …講師

監 …監督

演 …出演

定 …定員

費 …費用

締 …締切

申 …申込方法

持 …持ち物

HP …ホームページ

協 …協力

他 …その他

広告掲載（1枠 123,000 部 発行月30,000 円／ 275,000 部 発行月 60,000 円）のお申込みは、株式会社ホープ（092−716−1401）まで連絡。広報誌 財団報ぱれっとの配達依頼や配達辞退などについては、調布市新聞販売協働組合（042−488−4579）まで連絡。

各公演・講座の1週間前

今月の表紙
11/23（木・祝） 15:00

2018年1/12（金） 18:30

フレッシュ名曲コンサート オール・モーツァルト・プログラム 第116回調布寄席 吉例新春寄席 林家正雀 林家たい平 二人会
誰もが知っているモーツァルトの名曲を、巨匠・
いいもり た い じ ろ う
飯 守泰次郎と才能溢れる若き演奏家二人が奏で
る色彩豊かなハーモニーでお楽しみください。
グリーンホール 大ホール
全席指定
S席￥4,000 A席￥3,500 B席￥2,500

演 飯守泰次郎（指揮）、

コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）、
よ し だ

みなみ

吉田 南（ヴァイオリン）、
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（管弦楽） グリーンホール 小ホール 全席指定 ￥3,000
やなぎや ろ く た

※18:15より前座が高座に上がります

発売 ぱれっと倶楽部会員10/5（木） 一般10/12（木）

〜クラリネットってなあに？
コハーンさんと親子で楽しむステージに
未就学児とその保護者をご招待。

共催 （公財）
東京都歴史文化財団
（東京文化会館）
企画協力 東京オーケストラ事業協同組合

申 ［電話］042-481-7222 10/15（日）9：00〜受付開始（月曜休館）

定

はやしや

演 柳家緑太、
林家あずみ（三味線漫談） ほか

11/10（金） 11:00
0〜3歳のためのはじめてのステージ

♪ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調「トルコ風」K.219
♪クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
♪交響曲第40番 ト短調 K.550

12/22（金）

ホールで気軽に寄席の雰囲気が味わえる公演として、116 回目を迎えるシリーズ公演。今回は、
笑点メンバーとしてお馴染みの林家たい平と、林家正雀による二人会。踊りなども交え、正月ら
しい華やかな会をお楽しみください。

30組
（60人）
（申込先着順）

林家正雀

2018年1/21（日） 14:00

19:00

一青窈Tour 2017〜御目見得饗宴〜

秋川雅史コンサートツアー 〜AMORE〜

「もらい泣き」
「ハナミズキ」などヒット曲多数。デビュー 15 周年を記念する
全国ツアーは、調布で締めくくります。

い上げる名曲の数々をご堪能ください。

グリーンホール 大ホール 全席指定 ￥6,500（お1人様4枚まで）

グリーンホール

演 一青窈

親しい人、なつかしい場所に想いを馳せて … テノール歌手 秋川雅史が歌
￥6,500
♪ソーラン節 ♪千の風になって ほか

全席指定

♪Amapola〜アマポーラ〜

※発売初日の窓口販売はありません。10:00から電話・インターネット販売のみ

演 秋川雅史
（テノール）
、
小島さやか（ピアノ） 主催 東京労音府中センター

こ じ ま

発売 ぱれっと倶楽部会員10/13（金） 一般10/20（金）

完売

11/3（金・祝） 15:00

発売 ぱれっと倶楽部会員10/6（金） 一般10/14（土）

たづくり

調布市

くすのきホール

全席自由

￥2,500

NPO 法人調布市民オペラ振興会

おいしいクラシック 3
〜ベートーヴェンとウィーン風オムレツ〜

くすのきホール
全席指定 ￥2,800

梅沢富美男劇団特別公演 後見人 梅沢武生

梅沢富美男＆研ナオコ
アッ！とおどろく
「夢芝居」

りゅう

み うら ゆ

り

主催

え

♪ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 作品24『春』
♪ヴァイオリンのためのロマンス ヘ長調 作品50 ほか

劇団銀河鉄道のファミリーミュージカル
ヘンゼルとグレーテル／白雪姫と7人の小びと

グリム童話から、誰もが知ってい
る2作品を劇団銀河鉄道による
楽しいミュージカルでお楽しみ
ください。
大ホール 全席指定 ￥800

ダニエル・ハリトーノフ
ピアノ・リサイタル
くすのきホール 全席指定 ￥3,800
♪ノクターン 第2番/ショパン
♪愛の夢 第3番/リスト ほか
子どもも大人も、 家族でも！
！

11/25（土）15:00

12/3（日） 朝席 11:00 約60分（休憩なし）

たづくりシアター寄席 その三

林家楽一（紙切り/朝席）
春風亭一左（落語/昼席）

金原亭馬玉

林家楽一

春風亭一左

1/28（日） 14：00

くすのきホール
全席指定 ￥3,000

まつもとかずまさ

主催
三浦一馬

2/3（土） 昼席 14:00 約120分（休憩あり）

たづくりシアター寄席 その四
映像シアター 全席自由（整理番号付）
昼席 ￥1,500
夜席 ￥1,000
（落語/昼・夜席）
演 金原亭馬玉
きんげんていばきゅう

金原亭馬久（落語/昼席）
金原亭馬久

ほりうち ま み

堀内麻未
（ピアノ）

3/9（金） 19:00

気になる三人会

BSフジ MASエンターテイメント
東京労音府中センター

柳家喬太郎

12/9（土） 13:00/15:30 公演時間約60分

テレビでもおなじみのきかんしゃ
トーマス。
ソドー島で開かれるこ
とになったクリスマスコンサート
を舞台に、楽しい歌や音楽でいっ
ぱいのファミリーコンサートです。
大ホール
全席指定 ￥3,000

約90分
（休憩なし）

桐朋学園大学音楽学部

発売 ぱれっと倶楽部会員・一般 10/19（木）

きかんしゃトーマス クリスマスコンサート
ソドー島のメリークリスマス

落語たっぷり！忙しいあなたにも。

金原亭馬玉

協定

写真提供：ビクターエンターテインメント

発売 ぱれっと倶楽部会員 10/11（水） 一般 10/18（水）

発売 ぱれっと倶楽部会員 10/5（木）
一般 10/12（木）

残席僅少

大ホール
全席指定 ￥5,000
当日券 ￥5,500

演 三浦一馬(バンドネオン）、

石田泰尚（ヴァイオリン）、松本和将（ピアノ）
♪リベルタンゴ／ピアソラ
♪ブエノスアイレスの冬／ピアソラ ほか

12/3（日） 14:00

©Yoshinobu Fukaya
な か だ のぶあき

中田延亮
（指揮）

♪歌劇「売られた花嫁」序曲／スメタナ
♪ピアノ協奏曲第3番／ラフマニノフ
♪シェエラザード／
リムスキー＝コルサコフ ほか
演 桐朋学園オーケストラ
（管弦楽）

高嶋ちさ子
12人のヴァイオリニスト
Best Classics Harmony

三浦一馬バンドネオンコンサート

19:30

調布で学ぶ若き演奏家たちによるフレッシュ
な響きをお楽しみください。
大ホール
全席自由 一般￥1,000

※チケット購入者を対象に、終演後バックス
テージツアーを開催
主催 わらび座

きんげんていばぎょく

演 金原亭馬玉（落語/朝・昼席）

ロシアの芸術の都、サンクトペテルブルグより、稀代の振付家
L.ヤコブソンが育て上げた正統
派バレエ劇場が来日。
大ホール
全席指定
S席￥7,500
A席￥5,000

桐朋学園オーケストラ
グリーンホール定期 vol.8

「火の鳥」
「アトム」に続く、手塚
治虫×わらび座シリーズ第3弾！
大ホール
全席指定 ￥6,000

映像シアター
全席自由
（整理番号付き）
朝席￥1,000
昼席￥1,500

サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
『くるみ割り人形』

1/13（土） 14:00

わらび座ミュージカル
「ブッダ」

昼席 14:00 約120分
（休憩あり）

4

※4歳以上入場可 ※特別録音音源使用
※公演時間は約2時間45分（休憩2回含む）
主催 インプレサリオ東京

※2歳以下ひざ上無料。ただし、座席が必要
な場合は有料

主催 インプレサリオ東京

親子で楽しめる！あっと驚く実験の数々。科学の不思議や
楽しさを再発見！
大ホール
全席指定 一般￥2,500
小学生以下￥2,000

12/23（土・祝）14:00

(株)アイエス※18:00の回のみ

11/8（水） 15:00 公演時間約90分（途中休憩を含む）

12/1（金） 19:00

米村でんじろう おもしろサイエンスショー

こ た ろ う

特別ゲスト：竜 小太郎

か わ く ぼ たま き

12/17（日）13:30／16:00 公演時間約80分

※2歳以下ひざ上無料。ただし、座席が必要な場合
は有料。
主催 ハルモニアハウス

※団体割引は1,060円引

演 川久保賜紀
（ヴァイオリン） 三浦友理枝（ピアノ）

夜席

10/14（土）14:00/18:00

大ホール
全席指定 ￥7,560 15
ぱれっと倶楽部会員感謝価格
￥6,500

11/15（水）13:30

い し だ やすなお

グリーンホール

梅沢富美男と研ナオコの名コンビがおくる爆笑ステージ！ 笑いすぎ注意！

調布市民オペラ振興会 第20回公演
オペラ・オペレッタのアリアと合唱のつどい２０１７
主催

大ホール

※2歳以下ひざ上無料。ただし、座席が必要な場合は有料

調布市文化会館

林家たい平

桃月庵白酒

主催

夢空間

発売 ぱれっと倶楽部会員 11/17（金） 一般 11/24（金）

柳家喬太郎

※1歳以下ひざ上無料。ただし、座席が必要
な場合は有料
主催 きかんしゃトーマスミュージカル実行委員会

柳家三三

人気落語家三人が織りなす落語模様。秀でた芸と個性の競演を
お楽しみください。
大ホール 全席指定 S席￥3,700 A席￥3,300

桃月庵白酒

演
©2017 Gullane（Thomas）Limited. ©2017 HIT Entertainment Limited.

出演

柳家三三

財団提携

よ さこ

い

輝く
の
夏
真
調布よさこい２０１７ フォトコンテスト作品展
！
を
コミュニケーション課 042-441-6171
一瞬
問

8/27（日）に開催した「調布よさこい 2017」の一瞬を切り取った選りすぐりのフォト作品を
一同に展示します。応募総数 38 点の中から、最優秀賞が決定しました！
日 10/13
（金）
〜18
（水）9:00〜21:30

（初日は13:00から。
最終日は14:00まで）

優秀賞

所 みんなの広場
（たづくり11階）

最優秀賞

HARMONY 調和と絆で舞う
佐藤幸宏

優秀賞

み
皆と踊った夏休

優秀賞

ダンス

頑張れ！チビッ子旗士！

杉
浦睦美
最優秀賞

新井英哲

最優秀賞

調布ストリートダンスフェスティバル2017

参加者募集

問 たづくり事業課

042-441-6150

DJタイムやゲストパフォーマンスありの盛り沢山の内容でお贈りするダンス
フェス！終了後にはアフターパーティーも！
今年からソロ参加もＯＫ！みんなと踊って、ダンス仲間を増やそう！！
客席で声援をくれる仲間も待ってます！
！
日 12/10
（日）
15:00 〜19:00

所 くすのきホール
（たづくり２階）

パフォーマンスチーム募集

フェス限定チーム参加者募集

フェスティバルでパフォーマンスをしてくれるダ
ンスチームを大募集！
対【チーム】
中学生以上がメインで市内在住・在

勤・在 学 のダンサーが 1 人 以 上いる
こと。
メンバーの半分以下であれば、小学生
が含まれていても可。
【ソ ロ】
中学生以上で市内在住・在勤・在学で
あること
定 15チーム程度
（参加人数により多少変動あり）
費 １人300円
締 10/20
（金）
必着
申 HP や市施設等で配布しているチラシを要確認。
前回の様子

ティ
コミュニ

サポート

世代をこえて楽しむ和のこころ

出前寄席 iｎ 白百合女子大学
問 コミュニケーション課

042-441-6171

交流のかけはし西部
問 コミュニケーション課

042-441-6171

白百合女子大学内の「めぐみ荘」で落語会を
開催します。出演は 12/3（日）
開催「たづくりシ
きんげんてい ばぎょく
アター寄席その三」出演の金原亭馬玉さんです。

西部地域福祉センターで日頃活動する団体の発表です。お
誘い合わせのうえ、お越しください。

日 10/15
（日）15:00〜16:00

11/5
（日）
10:00〜15:00
（舞台・展示）
所 西部地域福祉センター
（上石原2-15-6）

所 白百合女子大学めぐみ荘

（緑ケ丘1-25、仙川駅徒歩10分）
定 70人(申込先着順）
申 受付中 〈電話申込〉
042-441-6171（9:00〜21:30）
〈インターネット〉HP の入力フォームから必要事項を入力
演 金原亭馬玉

※掲載時点で定員に達している場合があります。

Memo
白百合女子大学めぐみ荘（旧菊池家住宅主屋）
平成 26 年に国の登録文化財に登録された白
百合女子大学「めぐみ荘」は、伊豆修善寺の明
主や代官を務めた菊池家の主屋を昭和 5 年に
移築したもので、明治前期に建設された当時
には式台もあった格式ある大型民家です。
協 白百合女子大学

日 11/4
（土）
10:00〜15:00
（展示のみ）

主催 交流のかけはし西部・実行委員会
※当財団では運営のサポートを行っています

※2面をご覧ください

学生時代ダンスに熱中していた方、ディスコ通いで
当時輝いた方、憧れのアイドルの振付を真似していた
方！フェスティバル限定のチームに参加してみませんか。
対 現在または過去において市内在住・在勤・在学

で、
かつダンス経験のある20歳以上の方
シ ョ ウ コ

講 SHOKO
（mamastreet）

定 10人程度 費 １人300円 締 10/20
（金）必着
申 練習等参加諸条件あり。HP や市施設等で配布

しているチラシを要確認。
11/18（土）10：00〜12：00
11/23（木・祝）13：00〜15：00
11/25（土）10：00〜12：00
リハーサル 12/9（土）15：00〜17：00

他 練習日

第12期 サークルロッカー・
レターボックス使用団体募集
問 たづくり事業課

042―441-6150

たづくり１１階のサークルロッカーとレターボックスを使用す
る団体を募集します。
〔貸出期間〕 2018年4/1〜2020年3/31
対 下記①②の両方に該当する団体
①たづくり・グリーンホールを拠点として1年以上（申請日時点）
活動している「たづくり・グリーンホール施設使用登録団体」
②芸術・文化、
コミュニティ、生涯学習活動を定期的に月１回以
上実施している市内団体で、活動上使用の必要が認められる
団体
締 11/13(月) 17:00必着
他 現在
（第11期）
サークルロッカー・レターボックスを使用して
いる団体も申請が必要です。詳細は、たづくり館内で配布し
ている募集要項または HP を覧ください。

