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調布市文化・コミュニティ振興財団

※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
で開催する

今月のいち押し!
◆Jazz From The City vol.47

調布財団

検 索

芸術・文化イベント情報をお届けします。

福井ともみ＆マウント・ノネット

今月の発売（発売日順）
◆調布国際音楽祭 2018
◆ビリー・ヴォーン・オーケストラ

毎月 5 日発行（年12 回）各家庭のポストに直接お届けいたします
ます

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

azz

ジャズ・フロム・ザ・シティ

From The 福井ともみ ＆ マウント・ノネット
シネマ名曲セレクション

Vol. 47

『スターウォーズ』帝国のマーチ
『ミッションインポッシブル』のテーマ 枯葉 ほか

ば、
ジャズと言え
ーズ。
調布で楽しむ
he City」シリ
T
m
ro
F
z
z
a
この「J
まえだ

のりお

おおの

ゆうじ

むかい しげはる

これまで前田憲男、大野雄二、向井滋春、ケイコ・リー、
てらい

なおこ

寺井尚子など、日本だけではなく世界のジャズシー
ンを牽引する方々が出演。新宿のジャズスポット
「J」
のバードマン幸田さんをMCに、47回を数える大人
のためのロングヒットシリーズ。
売切必至のこのイベント。まだ未体験
の方は、
ジャズバーを楽しむ気分で気軽
に遊びに来てください。

ふくい

福井ともみ（Piano）
マウント・ノネット（Mt.Nonet）
ふじい

藤井

まなぶ

学（Drums）

たわらやま まさゆき

俵山昌之（Bass）
たかせ りゅういち

高瀬龍一（Trumpet）
うらた

ゆうき

浦田雄揮（Trumpet）
みつか ともき

三塚知貴（Trombone）
よねだ ゆうや

米田裕也（Alto sax）
つじの しんすけ

辻野進輔（Tenor Sax）

3月30日 金 18 30

みやざき たつや

宮崎達也（Baritone Sax）
こうだ

:

バードマン幸田（MC）

グリーンホール 小ホール

全席自由（整理番号付き） 3,500円 ※１ドリンク付 ぱれっと倶楽部会員3,150円 U22（22歳以下）1,750円
※レストラン「スリジェ」による特製オードブルを数量限定販売。1セット500円で要事前予約
協力：株式会社ノース・ウエストエンタープライズ（新宿
（新 Jazz Spot J）

⇒プレイガイドは4面をご覧ください

原画展

山口マオ絵本

わにわにの
せいかつ

！
しめ！
キッズも楽

春休みは家族みんなでオーケストラ！
「フィンランディア」
（作曲：シベリウス）など本格的なクラ
シック音楽から、みんなで歌う
「さんぽ」
（作曲：久石譲）
まで、0歳のお子様からご入場いただけ
る、
休憩なしの約70分の演奏会です。
問 グリーンホールチケットサービス 042-481-7222

3/27（火）14：00
み

と ひろゆき

グリーンホール 大ホール

水戸博之（指揮）、
ズーラシアンブラス
（金管五重奏）、東京交響楽団（オーケストラ）
演 オカピ、

♪歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲／グリンカ ♪フィンランディア／シベリウス ♪さんぽ／久石譲 ほか
全席指定￥3,000 高校生以下￥1,500 ※本公演は、宝くじ助成による特別料金です。各種割引の取扱いはありません
共催

調布市、
（一財）
自治総合センター

4/28（土）〜6/17（日）に開催

｜展示室（たづくり1階）
（水・祝）
〜3/21
問 たづくり事業課

共催

調布市

042-441-6150

企画協力 「ボクらのブリック！」製作委員会、株式会社パワーハウス

⇒詳しくは3面で

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。

特に指定のない限り未就学児の入場はご遠慮くだ
さい。
グリーンホール 大ホールの2階席へはエレベーター
で行かれません。階段をご利用いただきます。

調布市文化会館 たづくり
3/18（日） 1回目 12:00（手話通訳付）
調布市民歌舞伎

くすのきホール 全席自由
演 調布市民歌舞伎
ちゅうじょうひめ こ せ き

まつ

2回目 16:00

森山良子コンサートツアー 2017～2018
五十一番目の星に向かって～Ｓ
ｉ
ｎｇ ＭｙＬ
ｉ
ｆｅ

￥2,000

よこはぎかんゆき ぜ

き

ど まえ

ば

「盲長屋梅加賀鳶」木戸前の場
主催

3/17（土） 16:30

も り や ま り ょ う こ

ば

演目「中将姫古跡の松」横萩館雪責めの場
めくらながや う め が か が と び

調布市 グリーンホール

「さとうきび 畑 」
「涙そうそ
う」などおなじみのヒット曲
を清涼感あふれる歌声でお
届けします。贅沢なひととき
をお楽しみください。

一幕

一幕

調布市民歌舞伎

5/15（火） 18:30

柳家小三治

一門会

落語界の至宝・柳家小三治。今回は自慢の弟子たちとの共
演です。
いぶし銀の長講一席をご堪能ください。
大ホール
演

全席指定

やなぎや こ さ ん じ

柳家小三治

主催

S￥3,900

やなぎや ふ く じ

柳家福治

A￥3,400

やなぎや さ ん の す け

柳家三之助

やなぎや こ

柳家小かじ

株式会社夢空間

大ホール
全席指定￥6,500
主催 ニッポン放送

調布市民歌舞伎バックステージツアー 募集
「調布市民歌舞伎」の公演前日、舞台装置を組む様子や稽
古を 公 開します。衣
装や小道具も間近で
見られ るチャンス！
本番直前のくすのき
ホールの空気を感じ
てみませんか。
3/17（土）
13:00～14:30
所 くすのきホール
（たづくり2階）ほか 定 20人（申込先着順）
対 小
 学校1年生以上（ただし、小学校2年生以下は保護者同伴）
申 電話 042-441-6150
（9:00～21:00）

日

3/21（水・祝） 14:00

み あ か し の う

つ

ち

ぐ

柳家小三治

7/12（木） 13:30

4/6（金） ①19:00

4/7（土） ②12:00 ③16:00
人狼 ザ・ライブプレイングシアター
in 調布市グリーンホール プリンスステージ

全てアドリブで進行し、劇中で人間になりすました人狼を見
つけ出す、客席参加型の舞台です。

61

♪波路はるかに ♪峠の幌馬車 ♪真珠貝の歌 ほか
主催

㈱テイト･コーポレーション

発売日 ぱれっと倶楽部会員3/29
（木） 一般4/5
（木）

演

さわしろ ち は る

す ず き ゆ う と

なかむらしゅうご

や ま や よしたか

沢城千春、鈴木裕斗、仲村宗悟、山谷祥生 ほか

全席自由

7/28（土） 14：00
茂木大輔の生で聴く
のだめカンタービレの音楽会vol.3
～のだめ真夏のチャイコフスキー！～
（仮）

￥3,900

やまなかがしょう

山中迓晶（重要無形文化財総合指定保持者）、
ま つ き ち と し

舘田善博、
松木千俊（重要無形文化財総合指定保持者）ほか
う め わ か げんしょう

【特別出演】
人間国宝 梅若玄祥

5/23（水） 13:30 約90分(休憩なし)
ウィークデーマチネコンサート
おいしいクラシック４
～モーツァルトと牛タン～
なかみち い く よ

©Kitotaka Saito

全席指定

4/14（土） 17:00

大人気漫画「のだめカンタービレ」の世界が、映像と楽しい
お話と共に、
オーケストラとなってよみがえります。
クラシッ
ク初心者、大歓迎デス！
「交響曲・バレエ音楽駆け足紹介
コーナー」もお楽しみに！

伊勢正三・太田裕美・大野真澄によるユニット「なごみーず」。
ほのぼのとしたコンサートで、時を経て今もなお心に残る
名曲の数々をお届けします。

全席指定 S席￥5,500
演 茂木大輔（指揮・お話）

なごみーず
アコースティックナイト in 調布

大ホール 全席指定 ￥6,000
演 なごみーず
（伊勢正三、太田裕美、大野真澄）
♪22才の別れ
♪木綿のハンカチーフ
♪学生街の喫茶店 ほか
い

モーツァルトソナタ全集でも高く評価され
ているピアニスト仲道郁代さんの演奏で西
洋音楽史が生んだ第一級の天才モーツァ
仲道郁代
ルトを、お届けします。好評につきシリー
ズ2回目の登場です。公演特別メニューを提供中。詳細は
HP をご覧ください。

くすのきホール

大ホール
全席指定￥7,800

主催
株式会社マネジメント・オブ・アーツ

保護者1人
（要チケット）
につき、小学生2人まで無料
た て だ よしひろ

ビリー・ヴォーン・オーケストラ

大ホール
全席指定￥7,500

能のイメージが変わる！
能の幽玄な世界観に、照明を駆使
し幻想的な舞台を創りあげる新し
い試みです。既存の能舞台ではなし
得ない、
くすのきホールならではの
光と闇が描かれます。

演

柳家三之助

※4/6と4/7でキャストが一部変わります

も

御燈能『土蜘蛛』

くすのきホール

柳家福治

主催

せ しょうぞう

お お た ひ ろ み

お お の ま す み

東京労音府中センター

も

ぎ だいすけ

まつもと

A席￥5,000

らん

松本 蘭（ヴァイオリン）
のだめスペシャル・オーケストラ
♪序曲「1812年」、
ヴァイオリン
協奏曲、交響曲第６番「悲愴」
／チャイコフスキー
発売日
ぱれっと倶楽部会員4/6
（金）
一般4/13
（金）

￥3,000

うらひさとしひこ

（ピアノ）、浦久俊彦（ナビゲーター）
演 仲道郁代
モーツァルト
♪ピアノ・ソナタ 第8番 イ短調 K.310
♪ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 トルコ行進曲付 K.331 ほか
協力 もつやき処い志井

©二ノ宮知子／講談社

保育サービスの利用には諸条件があります。
4面プレイガイドをご覧ください

㈱オーシャンブルーバード スリジェ

グ
ラーニン

ちょうふ市民カレッジ
古典・伝統 オリパラに向けて、
お勤め帰りに伝統体験！

演

受講生募集
市民講座 親子で音楽体験！

出演

問 たづくり事業課

財団提携

042-441-6150

申込方法〈インターネット申込のみ〉


No.15 はじめての茶道
（裏千家）

No.16 こども＆パパ

・ママのための音楽サロン

たづくり・グリーンホールチケット予約シス
テムから 講座申込 を選択

初心者を対象に茶道・裏千家の初歩の作法を学びます。お茶のた
て方、いただき方、季節の和菓子・お花・床の間のお軸などから茶
道の楽しさを感じてみませんか。

バッハやベートーヴェンなど大作曲家の創作の過程や、彼らが生き
た時代や文化をお子さんと一緒に探求する講座です。毎回、ピアノと
さまざまな楽器による生演奏付き！

※はじめての方は インターネット会員
（登録無料）の登録が必要

日 火曜日
（８回）19：00～21：00
お の そうかく

講 小
 野宗鶴（茶道裏千家準教授)

5/8・15、6/5・12・19、7/3・10・17
費 13,200円

定 20人
（申込先着順）

持下
 記道具一式、白靴下、ハンカチ、ベルト
※道具一式（ふく紗・扇子・懐紙・菓子切り）購入希望の方は、別途男性4,100円、女性3,800円

受付期間 市
 内の方 3/23(金) 9:00～4/17(火)
市外の方 3/30（金) 9:00～4/17(火)

－ピアノと室内楽でめぐる作曲家たちの窓－

日 土曜日（8回）14：00～15：30 6/2、7/7、8/18、9/1、10/13、11/10、12/1・2019年1/26
さ か い ま さ よ

講 酒井雅代
（東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助手）
費 1人5,500円（1組4人まで受講可） 対 小学校2～4年生（開講時）
とその保護者
定 48人
（申込先着順）
受付期間 市
 内の方 3/23 (金) 9:00～5/20(日)
市外の方 3/30
（金) 9:00～5/20(日)

https://www.tiket-mngt.net/chofu/pt/
《注意点》
※調布市内に在勤・在学の方も、お住まいが
市外であれば市外扱いになります
※定 員を満たさなかった場合に限り、電話で
追加申込を受け付けます。詳細はお問い合
わせください

ア ート

問 たづくり事業課

042-441-6150

ボクらのブリック！

ホール・ギャラリーイベント情報
［3月］
各イベントの内容は、問合せ先にご確認ください
問 総務課
042-441-6145

誰もが一度は遊んだことがあるレゴ
®ブロック。日本で初の
み つ い じゅんぺい
【レゴ ®認定プロビルダー】の三 井淳 平さん制作の新作 [ 東京
スタジアム
（味スタ）・武蔵野の森総合スポーツプラザ周辺 ]を
はじめ、レゴ ®ビルダーによる巨大作品を展示します。

調布市グリーンホール

9（金）

16（金） 避難訓練コンサート
※左記をご覧ください

所 展示室
（たづくり1階）
共催 調布市
企画協力 「ボクらのブリック！」製作委員会、
（株）パワーハウス



大ホール

17（土） 森山良子コンサート
※2面をご覧ください

■ ボクらのブリック
！選手権～天下一品評会～

レゴ®ブロックで作られた渾身の作品たち！お気に入りの作品に
１票投じて、優秀作品を選ぼう！！
日 展
 示期間 3/8（木）～3/11（日）10:00～18:00（最終日は17:00まで）
所 北ギャラリー
（たづくり2階）

レコード・ジャケット展 －レコードパラダイス４－
問 調布FM

042-483-0838

調布 FM 開局 20 周年を記念して、市民から提供いただいた
4,000 枚のレコードの中から選りすぐりを展示します。昭和歌
謡、演歌、アイドル、洋楽など、懐かしい LP、シングル版のジャ
ケットの数々をその時代背景とともに展示します。
日 4/1
（日）
～4/15
（日） 所 展示室
（たづくり1階）

ブロックでできた電車がやってくる！
！

®

レゴ®ブロックで作られ
た鉄道模型が走ります。
日 3
 /10（土）～3/11（日）
土曜日は10:00～18:00
日曜日は10:00～17:00
所 北ギャラリー
（たづくり2階）

【関連イベント
「公開収録」】

ステキなゲストをお呼びして、
公開収録を行います。
日 4/7
（土）
・8
（日）
・14
（土）
・15
（日）各13：00～
所エ
 ントランスホール
（たづくり1階） 共催 調布ＦＭ83.8ＭＨｚ

山口マオ絵本原画展 わにわにのせいかつ関連イベント

山口マオ講演会 わにのはなし

Colour Collection
カラブレのチョークアート展 in CHOFU

リトルギャラリー

展示室で4/28（土）〜 6/17（日）で
開催される「山口マオ絵本原画展 わにわ
にのせいかつ」に関連した講演会を開催
します。
「わにわにシリーズ」の制作秘話な
ど、ここでしか聴けない話が盛り沢山です。

チョークアート作家 3 人組ユニット
“カラブレ”による初めて
の展覧会です。カラブレとはカラーブレンドの略称です。様々
な色のオイルパステルを指で混ぜて描くチョークアート特有の
描き方に由来しています。チョークアートならではの鮮やかさ、
光沢感を活かし、花やケーキを描いた作品を展示します。

日 4/28
（土）14：00～

日 ～3/25
（日）

所 映像シアター
（たづくり8階）

大ホール

 政大学中学高等学校ブラスバンド会大ホール
21（水・祝） 法
第５１回定期演奏会
14:00～16:00 全席自由
問 法
 政大学中学高等学校 小林（秀年）・米山・ラジャ 0422-79-6230

27（火） 宝くじ文化公演『0歳からのオーケストラ』大ホール
ズーラシアンブラスmeets東京交響楽団
※1面をご覧ください

29（木） 調布市立第三中学校吹奏楽部
第１５回定期演奏会
17:30～20:15 全席自由 問 調
 布市立第三中学校 当麻紗弥子
30（金）

所 リトルギャラリー
（たづくり9階）

申【電話】
042-441-6150（9:00～21:30）

リトルギャラリー出品についてはお問い合わせください

042-482-0293

※1面をご覧ください

調布市文化会館たづくり

～21（水・祝）

ボクらのブリック！

展示室

※1面、左欄をご覧ください

リトルギャラリー
～25（日） Colour Collection
カラブレのチョークアート展 in CHOFU
※左欄をご覧ください

ボクらのブリック！選手権～天下一品評会～北ギャラリー
8（木）
～11（日） ※左欄をご覧ください
！
10（土） ボクらのブリック
®
レゴ
ブロックでできた電車がやってくる
！
！ 北ギャラリー
（日）
～11
※左欄をご覧ください

12（月）

うたごえサロン

14:00～16:00 全席自由 資料・茶菓子代900円
問 能勢由緋子 042-487-7068
13:00～16:00 お茶代500円

【インターネット】HP の入力フォームから必要事項を入力
受付開始日 〈市内の方〉3/30（金）9:00～受付開始
〈市外の方〉4/6（金）9:00～受付開始

大ホール

小ホール
Jazz From The City vol.47
福井ともみ＆マウント・ノネット ～シネマ名曲セレクション～

（サファイア会）
13（火） フリーダンス

講 山ロマオ
（絵本作家） 定 100人
（申込先着順）

問 吉田富子

13（火） 第１６回 調布水彩画会展
～19（月） 10:00～17:00（初日12:30から） 問

大会議場

むらさきホール
042-482-0496

南ギャラリー

佐藤満 042-483-7679

・フリーダンスパーティ（ミキシングあり）
14（水） コスモスセンチュリー
13:15～16:00 全席自由 茶菓子付500円
問 コスモスセンチュリー会

※申込受付の開始日は調布市内の方と市外の方で異なります
※「調布市内の方」には、市内在住・在勤・在学の方を含みます

むらさきホール

090-3688-1662

14（水） 琉球紅型染・南部菱刺し二人展
～19（月） 10:00～19:00
問 黒岩慧美子

展覧会memo 「わにわに」シリーズは、小風さちさん（文）と山ロマオさん
（絵）によってうまれた絵本で、主人公がワイルドなルックスでお茶目な行動をす

北ギャラリー

090-9347-6111 長岡喜美子 090-1257-0727

市民編エントランスホール
17（土） 小さな小さな音楽会Vol.281
※左欄をご覧ください

る内容は、子どもだけでなく大人にも人気があります。本展では、
「わにわにのお
ふろ」など3作品の全ページの原画とともに、版木やカルタなどを展示します。

17（土） メイポール パーティー

むらさきホール

13:15～16:00 全席自由 茶菓子代500円 問 田中 090-9309-3926

ック
ミュージ

くすのきホール
17（土） 調布市民歌舞伎バックステージツアー
※2面をご覧ください

お昼のひととき 気軽に聴けるコンサート

小さな小さな音楽会 Vol.281 市民編


大ホール

19:00～ 全席指定
問 グ
 リーンホールチケットサービス 042-481-7222

日 ～3/21
（水・祝）

■ レゴ

気になる三人会
柳家喬太郎・桃月庵白酒・柳家三三

問 たづくり事業課

日 3/17
（土）12：05～12：55

042-441-6150

所エ
 ントランスホール（たづくり１階）

演て
 るもん（ピアノ連弾） ♪小組曲 より Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ／ドビュッシー

松澤ひかる（ピアノ） ♪移りゆく季節／松澤ひかる
スピカ（ピアノ連弾） ♪ティコ・ティコ／アブレウ

【市民編出演者募集】

小さな小さな音楽会市民編の出演者を募集しています。詳しく
はチラシまたは HP をご覧ください。

調布市グリーンホール
避難訓練コンサート

問 グリーンホール事業課

18（日） 調布市民歌舞伎
※2面をご覧ください

042-481-7611

もしも、コンサート中に地震
や火事が起こったら！？ コンサー
ト本番中に災害が起きたという
想定のもと、お客様にもご参加
いただき、館外への避難訓練
を行います。訓練終了後は、東京消防庁音楽隊の映画音楽の演奏と、
カラーガーズ隊の華やかな演技をゆっくりとお楽しみください。
日 3/16
（金）14:00開演（13:15開場） 所 グリーンホール大ホール
定 400人
（申込先着順、
当日座席指定）

い が ら し きよし

演 東京消防庁音楽隊、
カラーガーズ隊、
五十嵐清（指揮）
申 3
 /8（木）まで【インターネット】 HP の入力フォームから必要事項を入力

【電話】042-481-7222（9:00～19:00 月曜休館）
【窓口】調布市グリーンホール1階窓口
他 諸
 条件があります。必ずチラシまたは HP をご覧ください。
共催
協力
過去の様子

グ
ラーニン

調布市 調布消防署
東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊

こい
調布よさ

調布よさこい2018 参加チーム・実行委員募集

あなたの学びを応援します。
「音楽」
「古典・伝統」
「映像」
「美
術」などの多彩なジャンルのプログラムを開講予定です。ホー
ムページ、はがき、来館で受講申込受付中！

市民相互の交流と、地域の絆を図ることを目的に「調布よさ
こい」を今年も開催します。調布の夏の終わりを彩る活気溢れ
る演舞を披露してくれるチームや、一緒に地域やイベントを盛
り上げる実行委員メンバーを募集します。

042-441-6150

締 3/18
（日）

講座の一例 ・モーツァルトの作品の世界
・
「嫉妬」からみる日本の伝統芸能
・美術館建築を楽しむ ・骨格で学ぶ絵画表現
・イタリア美術史散歩 ほか全12講座
詳しくは HP またはリーフレットをご覧ください

問 コミュニケーション課

日 8/26
（日）
開催予定

19（月） 生涯学習サークル体験発表展示会 みんなの広場
（初日 13:00から 最終日 13:00まで）
～25（日） 9:00～21:30
問
相澤昭男

19（月）
・
24（土）
・
★
4/2（月）
・
★
4/9（月）

042-487-1545

Win Tea 社交ダンス フリータイムむらさきホール
13:10～16:00 茶菓子代500円
問 岩田 090-1959-3680

20（火） 第３２回フォトサークルちょうふ写真展 北ギャラリー
「祭・まつり」
～25（日） テーマ
10:00～17:00（初日12:00から）
問 出浦盛博 042-488-0450

21（水・祝） シャドーボックス アトリエリーフ
～25（日） 教室作品展

042-441-6171

「土蜘蛛」
21（水・祝） 御燈能
※2面をご覧ください

くすのきホール

22（木） 東京都立調布北高等学校音楽部 くすのきホール
第３９回定期演奏会
18:15～20:00 全席自由
問 東京都立調布北高等学校 音楽科猪口伸太郎 042-487-1860

28（水） 調布市立調布中学校吹奏楽部
第３６回定期演奏会

〈地域交流部会（出店/イベント）〉市内（在住、在勤、在学）
で、
出店／イベント運営に興味がある地域団体または個人
いずれも、毎月1回程度の実行委員会と調布よさこい当日に参加できること
定〈よさこい部会〉
30組
（申込先着順）〈地域交流部会〉
なし
締 6/15(金)17:00まで
申【電話】
042-441-6171
（9:00～17:00）
【メール】
comm@chofu-culture-community.org
他 諸条件があります。
ご参加にあたっては、本事業の趣旨をご
理解いただきご参加ください

くすのきホール

042-482-0275

みんなの広場
杜の会展
28（水）
（初日12:00から最終日15:00まで）
～★4/3（火） 9:00～21:30
問 黒沢かつ子 03-3430-6851

31（土） 社交ダンス フリー

13:10～16:00 茶菓子代500円

問 岩田

むらさきホール

090-1959-3680

★
みんなの広場
4/5（木） 調布市医師会写真展
（初日14:00から最終日16:00まで）
～11（水） 9:00～21:00
問

竹田数章

★

03-5313-3281

「いのちの岐路に立つ」調布上映会 映像シアター
4/8（日） 映画
①14:00～16:30②18:00～20:30
全席自由
やざま

所 旧甲州街道周辺ほか

対〈参加チーム〉原則として10人以上の市内チーム

南ギャラリー

10:30～17:30（最終日16:30まで） 問 永石葉子 03-5384-0877

17:00～19:00 全席自由
問 調布市立調布中学校 上柳真理

ちょうふ市民カレッジ Classic 受講生募集
問 たづくり事業課

くすのきホール

当日券1,500円

問 矢間秀次郎

前売り券1,000円

042-381-7770

※ホール系施設で行われるイベントで、一般の方が参加・観覧できるものを掲載しています
※翌月分の予定★の日程は次号には掲載しません

休館日

た づ く り ● 3/26（月）
・27（火）
グリーンホール ● 3/5（月）
・12（月）
・19（月）
・26（月）
・4/2（月）

・開場表記がない催しは 30 分前開場です・料金表記がない催しは無料です・応募いただい
た個人情報は、当該事業のみで利用します。所定期間終了後、当財団で処分いたします
詳細は HP をご覧ください

調布映画祭のお知らせ
毎年 3 月に開催している「調布映画祭」は、今年はお休みします。来年 3 月に名称
を新たに「映画のまち調布 シネマフェスティバル」
としてリニューアル開催します。
※詳しくは、次号以降をご覧ください

6

オープニング・セレモニー（無料）
24（日）［曲
目］新垣 隆：
「吹奏楽のためのディヴェルティンメント」

14:00

6

ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
より
第4楽章（吹奏楽版）
［出演］鈴木優人（指揮） 森下 唯（ピアノ）
芸劇ウインド・オーケストラ、
都立調布北高校、都立調布南高校
澤江衣里、青木洋也、藤井雄介、渡辺祐介（独唱）、
わが町調布合唱団 ほか

ギターデュオ・リサイタル

〜平野啓一郎をゲストに迎えて〜

［料金］全席指定 ¥4,500
［出 演］福田進一（ギター）
大萩康司（ギター）
平野啓一郎（トーク）
［曲目］林そよか：幸福の硬貨
：
ロドリーゴ（福田進一編）
アダージョ〜アランフェス協奏曲より第２楽章 ほか

調布国際音楽祭
エグゼクティブ・プロデューサー
すずき

まさと

鈴木優人
6

（日）
− 月 （日）

調布市グリーンホール
調布市文化会館たづくり
深大寺 その他

ソプラノ・リサイタル

［料金］全席指定 ¥4,500
［出演］ジョアン・ラン（ソプラノ）
鈴木優人（フォルテピアノ）
［曲目］モーツァルト：すみれ
シューベルト：音楽に寄す、
ます、セレナード、野ばら
ブラームス：
「乙女の歌」 ほか

30（土）

11:00

45分公演

6

30（土）

13:00

調布市グリーンホール 大ホール
調布市文化会館たづくり くすのきホール
深大寺 本堂

60分公演

7

1（日）

11:00

木

木

アソシエト・プロデューサー 森下 唯
コミュニケーション・アドバイザー 平野敬子 工藤青石
監修 鈴木雅明
主催 公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団、
調布市
協力 桐朋学園大学
協力・協賛 コミュニケーションデザイン研究所（CDL）
後援 調布市教育委員会、調布市国際交流協会、
京王電鉄株式会社
制作協力 公益財団法人 ジェスク音楽文化振興会
マネジメント 有限会社 バッハ・コレギウム・ジャパン

45分公演

7

1（日）

©Marco Borggreve

栗コーダーカルテット

全席自由 ¥3,000 ３歳〜小学生 ¥1,000
［出演］栗コーダーカルテット
いっしょにたたいて、
いっしょにわらって

たたいてあそぼう 2018

全席自由 ¥1,500 ３歳〜小学生 ¥500
［出演］
桐朋学園大学打楽器科

Eテレでねんどのお姉さんとして大人気

市民音楽家によるオープンステージ
30（土）・7 1（日） 各
25分公演／毎正時開演

11:00〜16:30
6

6

調布市文化会館たづくり エントランスホール

桐朋学園大学の学生・卒業生によるミュージックカフェ
調布市文化会館たづくり むらさきホール
桐朋学園大学の在学生・卒業生が次々に出演する入退場自由の音楽喫
茶で、
おいしいドリンクや軽食をとりながらくつろげます。

30（土）・7 1（日） 各25分公演／毎時30分開演

写真：池田晶紀（ゆかい）/CHEESE

©ヒダキトモコ

バッハ・コレギウム・ジャパン
モーツァルト：劇場支配人

たづくり事業課 ☎ 042-441-6150
毎年好評の市民音楽家によるステージです。音楽
祭の入口を彩る、素敵なプログラムをお待ちしてい
ます！
6/30（土）、7/1 (日）
①たづくり エントランスホール
②たづくり・グリーンホール周辺の屋外
（予定）
概ね音楽大学生程度以上の実力を有するクラシ
ック音楽奏者
①各日6組 ②各日2組
5/1（火）

©teamMiura

©Redpath Studios

©武藤 章

©井村重人

©Ribaltaluce

ボランティア
「チームCIMF」募集

コミュニケーション課 ☎ 042-441-6171
調布国際音楽祭を一緒に創るボランティア
「チー
を募集します。
ムCIMF」
《主な活動内容》
【音楽祭の宣伝、
プロモーション】
ポスター、
チラシ
の配布や掲示依頼など
【音楽祭当日の運営補助】会場の準備やチケット
もぎりなどの受付全般。会場案内や整理など、
お
客様や出演者のサポート ほか
準備期間（ 5月頃〜）及び6/24（日）〜 7/1（日）の
音楽祭期間中
たづくり、
グリーンホールほか市内全域
調布市及び近隣市区にお住まいの高校生以上の方
30人程度
3/31(土)

サポート事業者募集

コミュニケーション課 ☎ 042-441-6171
あなたのお店と調布国際音楽祭がコラボ！ポスター、チ
ラシの掲示や店内でのサテライトコンサートの開催など
で、盛り上げていただけるサポーターを募集します。
※詳細を財団及び調布国際音楽祭WEBページ、
市施設等で配布している募集要項等で確認のう
え、
お申し込みください

協賛募集

コミュニケーション課 ☎ 042-441-6171
調布国際音楽祭では、支援してくださる企業・個
人を募集しています。広告やお名前を音楽祭プロ
グラムなどに掲載します。

beyond2020 プログラムは、多様性や国際性に配慮した文化活動・事業を政府が認証し、
日本文化の魅力を国内外に発信する取組です。

サテライトコンサート

調布市内サポート事業者店舗

・講座

広告

©Theresa Pewal

大絶賛で迎えられたBCJの新境地！
世界的ソプラノ歌手の競演で聴くモーツァルト12歳のオペラ

①オープンステージ
②ウェルカムコンサート出演者募集

ェルカムコンサート
30（土）・7 1（日） ウ
調布市文化会館たづくり、調布市グリーンホール付近の屋外（予定）

6 下旬（予定）

Guardian Angel 守 護 天 使

グリーンホール事業課 ☎ 042-481-7611
昨年も大好評！鈴木雅明さんの指揮で演奏してみ
ませんか？
6/26（火）〜29（金）
リハーサル
（17:30 〜 21:30予定）
ゲネプロあり
6/30（土）18:00 ※当日、
グリーンホール 大ホール
音楽大学生程度以上の実力を有する、概ね30歳
以下のクラシック音楽奏者
最大80人編成
10,000円
4/30（月・休）

身近な楽器でたのしい音楽を！ NHK Eテレ
「ピタゴラスイッチ」
でおなじみ

©ヒダキトモコ

レイチェル・ポッジャー
ヴァイオリン・リサイタル

フェスティバル・オーケストラ出演者募集

全席自由 ¥2,000 ３歳〜小学生 ¥1,000
［出演］
松井亜希（ソプラノ）、
澤江衣里（ソプラノ）、
藤井雄介（テノール）、
森下 唯（ピアノ）

©ヒダキトモコ

バッハから秘曲まで̶史上最高の名手が奏でる精髄

指揮：鈴木優人 字幕付公演／演奏会形式
［料金］全席指定 SS ¥6,000 S ¥5,000 A ¥4,000 B ¥3,000
［出演］鈴木優人（指揮）
ジョアン・ラン、
森谷真理、
中江早希（ソプラノ）
櫻田 亮（テノール）、
加耒 徹（バス）
バッハ・コレギウム・ジャパン（管弦楽）
［曲 目］モーツァルト：音楽付き喜劇《劇場支配人》KV 486
オペラ
《バスティアンとバスティエンヌ》
KV 50

©Redpath Studios

家族で歌おう日本の歌

11:00〜17:00

@cimf_media

16:15 開場

無料公演
6

1（日）

17:00

なじみの曲の魅力も新たに
BCJメンバーの演奏で、

［参加費］
親子ペア券（3歳以上の子どもと保護者）￥3,000
追加観覧券 お一人￥1,000（粘土制作含まず）
［出演］
ねんドル岡田ひとみ（ねんど指導）、
森下 唯（ピアノ） ほか

フェスティバル・オーケストラ

［料金］全席指定 S ¥3,000 A ¥1,500
［出演］鈴木雅明（指揮）
調布国際音楽祭フェスティバル・オーケストラ（管弦楽）
［曲 目］J. S. バッハ：管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV 1068
ストラヴィンスキー：バレエ音楽《プルチネッラ》組曲
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op. 67「運命」

［料金］全席指定 ¥4,500
［出演］レイチェル・ポッジャー（ヴァイオリン）
［曲 目］J. S. バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ
第2番 ニ短調 BWV 1004
ビーバー：パッサカリア ト短調「守護天使」ほか

7

ねんど×コンサート
13:00/15:30 ねんドル岡田ひとみのミニチュア楽器をつくろう！
60分公演

1（日）

14:00

©瀧本幹也

キッズコンサート グリーンホール 小ホール ※０歳児から入場可。2歳以下ひざ上無料
6

公演会場

©ビクターエンタテインメント

世界を驚嘆させた天上の歌声、
ついに日本初リサイタル

2018年
月

7

29（金） ジョアン・ラン

19:00

6 24 7 1

©Takanori Ishii

28（木） 福田進一＆大萩康司

19:00

30（土） 調布国際音楽祭

17:15 開場

話題の小説『マチネの終わりに』登場楽曲の数々！

©Marco Borggreve

巨匠 若者、情熱は星になる。圧倒的興奮、
ふたたび

18:00

※公演前15:00より深大寺ご院内僧侶による天台聲明の
詠唱あり
［出演］寺神戸 亮（ヴァイオリン）
原田 陽（ヴィオラ）

懸田貴嗣（チェロ）
［曲 目］モーツァルト：ディヴェルティメント ほか

今年もまた
調布のまちに
音楽祭がやってきます。
皆さん、是 非ご一緒に
盛り上がりましょう！

6

［料金］全席自由
（整理番号付）¥5,000

フランス音楽の今昔

［料金］全席指定 ¥5,000
［出演］鈴木優人（指揮・チェンバロ） 森下 唯（ピアノ）
アンサンブル・ジェネシス（管弦楽 コンサートマスター：山口幸恵）
［曲 目］クープラン：
『諸国の人々』
より スペイン人
第3番
ラモー：クラヴサン合奏曲集 第1番、
ドビュッシー：ベルガマスク組曲
ラヴェル：クープランの墓

©T.Nagata

27（水） 寺神戸 亮 トリオ in 深大寺

14:45 開場・60 分公演

フランス音楽幻想紀行
200年の時空を渡る、

30（土） ヴェルサイユの光と影

14:00

国宝擁する名刹にこだまする古楽の響き

15:30

6

6

