
調布市で出生した新選組局長・近藤勇の没後150年を迎えるにあたり、新選組関連のオススメ
映画を上映します。幕末の新選組を舞台に、男同士の確執と友情、家族のきずなを描く人情時
代劇です。
日  5/20（日）
13:30

監 滝
た き た

田洋
よ う じ ろ う

二郎
演 中

な か い

井貴
き い ち

一
佐
さ と う

藤浩
こういち

市
夏
なつかわ

川結
ゆ い

衣 ほか

東野圭吾原作。過去と現在が繋がる不思議な雑貨店を舞台
に、現実に背を向けて生きてきた青年と悩み相談を請け負う
雑貨店主の時空を超えた交流を描いた作品。
日 6/13（水）①14:30　②19:00
監 廣

ひ ろ き

木隆
りゅういち

一
演 山

や ま だ

田涼
りょうすけ

介
西
に し だ

田敏
としゆき

行
尾
お の

野真
ま ち こ

千子
ほか

所 グリーンホール大ホール　定 各回800人(当日先着順)　費 500円（当日支払い） ※3歳から有料

調布シネサロン
シネマシネマ

問 グリーンホール事業課
 042-481-7611調布シネサロンワンコインで大きな感動を！ ワンコインで大きな感動を！ 

（2017年  129分  ブルーレイ）

©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

（2003年  137分  35mm）

©2003 松竹／テレビ東京・テレビ大阪／電通／松竹ブロードキャスティング／カルチュア・パブリッシャーズ／IBC岩手放送

6月上映予告5月上映予告

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。

5/23（水）  13:30   

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～
西洋音楽史が生んだ第一級の天才モーツァルトの魅力をピアニ
スト仲

なかみち

道郁
い く よ

代さんの演奏でお届けします。
くすのきホール
全席指定　￥3,000 
演 仲道郁代（ピアノ）、

浦
うらひさ

久俊
としひこ

彦（ナビゲーター）
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
　　　株式会社オーシャンブルーバード
　　　スリジェ

公演特別メニュー提供中

7/29（日）  11:00 約60分(休憩なし)   
親と子のための読み聞かせコンサート
絵本の朗読とピアノの演奏を組み合わせたコンサート。３歳以
上のお子さまのコンサートデビューにおすすめです！
くすのきホール
全席指定
大人（中学生以上）￥2,500　子ども（小学生以下）￥1,000
※子ども料金の各種割引なし。2歳以下ひざ上無料（ただし座席が必要な場合は有料）

演 平
ひ ら の

野 文
ふみ

（声優）、中
なかがわ

川賢
けんいち

一（ピアノ）
『もこ　もこもこ』（作：谷川俊太郎　絵：元永定正／文研出版）
♪3つのジムノペディより第1番／サティ
♪ 子供のためのアルバムより／
シューマン

『わにわにのおでかけ』
（作：小風さち　絵：山口マオ／
福音館書店）　ほか
後援　調布市教育委員会
協力　調布市立図書館　

発売日　ぱれっと倶楽部会員 4/11（水）
　　　   一般 4/18（水）

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。
大ホール
全席指定　￥7,500 

演 沢
さわしろ

城千
ち は る

春、鈴
す ず き

木裕
ゆ う と

斗、

仲
なかむら

村宗
しゅうご

悟、山
や ま や

谷祥
よしたか

生　ほか
※4/6と4/7でキャストが一部変わります

主催　株式会社マネジメント・オブ・アーツ

4/14（土）  17:00 　    

なごみーず　アコースティックナイト in 調布
伊勢正三・太田裕美・大野真澄の3人によるユニット「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。
大ホール　全席指定　￥6,000 
演 なごみーず
　（伊

い せ

勢正
しょうぞう

三、太
おおた

田裕
ひろみ

美、大
おおの

野真
ますみ

澄）
♪22才の別れ
♪木綿のハンカチーフ
♪学生街の喫茶店　ほか
主催　東京労音府中センター

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　全席指定　S￥3,900完売　A￥3,400 残席僅少
演 柳

やなぎや

家小
こ さ ん じ

三治

柳
やなぎや

家福
ふ く じ

治

柳
やなぎや

家三
さん の す け

之助

柳
やなぎや

家小
こ

かじ
主催　株式会社夢空間

7/4（水）  19:00  

桐朋学園オーケストラ グリーンホール定期 vol.9
1月の公演で大好評を博した指揮・中

な か た

田延
のぶあき

亮が、再
びグリーンホール定期に登場！
全席自由
￥1,000 
演 中田延亮（指揮）　　協定　桐朋学園大学音楽学部
発売　ぱれっと倶楽部会員・一般：4/27（金）

7/12（木）  13:30 　    

ビリー・ヴォーン・オーケストラ 
大ホール 
全席指定￥7,800 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 

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！～
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！
全席指定　S￥5,500
　　　　　A￥5,000 
演 茂

も ぎ

木大
だいすけ

輔（指揮・お話）

松
まつもと

本 蘭
らん

（ヴァイオリン）

のだめスペシャル・オーケストラ（管弦楽）
♪ 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　 ぱれっと倶楽部会員4/6（金）

一般4/13（金）

8/3（金）  18:30 　   

春
しゅんぷうてい

風亭小
こ あ さ

朝独演会2018 ～夏の夜ばなし～
毎年恒例の「夏の夜ばなし」。今年も小朝が調布に参ります！洗
練された話芸の数々をお楽しみください。
大ホール
全席指定 ￥3,500 
演 春風亭小朝　ほか
発売　 ぱれっと倶楽部会員4/12（木）

一般4/19（木）

8/4（土）  ①12:30　②15:00 　    

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
空中ブランコやアクロバットなど本場のサーカスを身近で楽し
めるチャンスです！

全席指定　￥2,800 18

※ 0歳から入場可。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　（株）インプレサリオ東京

発売
 ぱれっと倶楽部会員 4/11(水)
一般 4/18(水)

8/24（金）  18:30   

第117回調布寄席
林
はや し や

家正
しょうじゃく

雀　柳
やな ぎ や

家花
か ろ く

緑　二人会
弱冠22歳での真打昇進から24年目、柳家花緑が調布寄席に登
場します！林家正雀は、得意の圓朝噺をお聴かせします。
全席指定
￥3,000 
演 林家正雀　柳家花緑

　 林家楽
らくいち

一（紙切り）　柳家緑
ろっくん

君

　 林家彦
ひこぼし

星
発売　 ぱれっと倶楽部会員5/8（火）　

一般5/15（火）

9/9（日）  14:00 　    

都響・調布シリーズ No.20
クラシックファンならずとも、誰もが耳にしたことのある王道の2
曲を、都響による壮麗な演奏でご堪能ください。
大ホール
全席指定　S￥4,000　A￥3,000　B￥2,000
※ シルバーエイジ割引（65歳以上・200席限定）各席30%割引/U25割引（生年月日
1993年4/1以降）各席50%割引/各種割引の併用はできません/この公演に限り、
ハンディキャップ割引は都響ガイド（TEL0570-056-057ナビダイヤル）へ。保育
サービス（1歳以上）は、マザーズ（TEL0120-788-222）へ要事前申込み

♪ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番
♪ベートーヴェン／交響曲第7番
演 藤

ふじおか

岡幸
さ ち お

夫（指揮）、イリヤ・ラシュコフスキー（ピアノ）
主催　東京都交響楽団

発売　ぱれっと倶楽部会員 4/25（水）
　　　一般 4/27（金）

調布市文化会館　たづくり

演 出演　  財団提携

柳家花緑林家正雀

調布市　グリーンホール 

柳家小三治 柳家三之助柳家福治

©二ノ宮知子／講談社

春風亭小朝

©Yoshinobu Fukaya

中田延亮（指揮）

イリヤ・ラシュコフスキー藤岡幸夫
©shin Yamagishi



広告

・講座

※2019年3月末日でサービス終了予定

フェスティバル・オーケストラ出演者募集 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）
6/30（土） 18:00　※当日、ゲネプロあり
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）

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 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）

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。

6月24（日）－7月1（日）

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！

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

公演会場

2018年

調布市グリーンホール
調布市文化会館たづくり
深大寺　ほか

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

すずき　  　まさと

調布国際音楽祭
エグゼクティブ・プロデューサー

鈴木優人

BCJメンバーの演奏で、なじみの曲の魅力も新たに
家族で歌おう日本の歌
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）

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
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
ねんど×コンサート
ねんドル岡田ひとみのミニチュア楽器をつくろう！
［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

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。

無料公演

6

11:00
45分公演

30（土）

6

13:00
60分公演

30（土）

11:00
45分公演

7

13:00/15:30
  60分公演

1（日）

市民音楽家によるオープンステージ
各25分公演／毎正時開演
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
各25分公演／毎時30分開演　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。

ウェルカムコンサート
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）

サテライトコンサート　
調布市内サポート事業者店舗

6 30（土）・7 1（日）
11:00～16:30
6 30（土）・7 1（日）
11:00～17:00

6 30（土）・7 1（日）

6   下旬（予定）

7 1（日）

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

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

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

国宝擁する名刹にこだまする古楽の響き　 

寺神戸 亮 トリオ in 深大寺
［料金］ 全席自由（整理番号付） ¥5,000

※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

話題の小説『マチネの終わりに』登場楽曲の数 ！々 

福田進一＆大萩康司
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

世界を驚嘆させた天上の歌声、ついに日本初リサイタル

ジョアン・ラン
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

200年の時空を渡る、フランス音楽幻想紀行

ヴェルサイユの光と影
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

ラモー：クラヴサン合奏曲集 第1番、第3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　

巨匠×若者、情熱は星になる。圧倒的興奮、ふたたび 

調布国際音楽祭
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：組曲《プルチネッラ》
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op. 67 「運命」

バッハから秘曲まで̶史上最高の名手が奏でる精髄
Guardian Angel 守護天使 
レイチェル・ポッジャー
ヴァイオリン・リサイタル
［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

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 

バッハ・コレギウム・ジャパン
モーツァルト：劇場支配人
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

28（木）6

19:00 1（日）7

14:00

1（日）7

17:00
  16:15開場

27（水）6

15:30
  14:45開場・60分公演

24（日）6

14:00

29（金）6

19:00

30（土）6

14:00

30（土）6

18:00
  17:15開場
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