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調布市文化・コミュニティ振興財団

chofu_zaidan イベント情報メルマガ登録はコチラ ➡

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

今月のいち押し!

※毎回、一週間の情報を中心にお届け

調布財団

検 索

芸術・文化イベント情報をお届けします。

◆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〜

今月の発売（発売日順）

◆第117回調布寄席 林家正雀 柳家花緑 二人会
◆きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの
◆ベネッセの英語コンサート LET’S GO CAMPING!
◆朗読劇×オーケストラ 第3弾『サンドリヨン』〜灰かぶり姫奇縁〜
◆調布シネサロン 活動弁士＆生演奏付 サイレント映画ライブ『第七天国』
◆八神純子 Live キミの街へ 〜Anniversary Year

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

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

（たづくり２階）

公演
特別メニュー
提供中

⇒プレイガイドは
4面を
ご覧ください

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

6月17日（日）まで展示室（たづくり1階）

問 たづくり事業課
【関連企画

042-441-6150
は3面をご覧ください】

ずり づづ、ずり づづ、
、
、
じょろろーん！
たづくりに、わにわにがやってきた！
どんがら、どんがら
ふしぎなリズムにのって
「ねこでんしゃ」もやってきた！

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。

チケットガイド

グリーンホール
チケットサービス

調布市文化会館 たづくり

7/28（土） 14：00

も

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￥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）
ひ ら の

ふみ

なかがわ けんいち

演 平野 文
（声優）中川賢一
（ピアノ）

主催

A￥3,400 残席僅少

株式会社 夢空間

7/4（水）

19:00

協定

桐朋学園オーケストラ グリーンホール定期 vol.9

桐朋学園大学音楽学部

©Yoshinobu Fukaya

中田延亮
（指揮）

提携

春風亭小朝独演会2018 〜夏の夜ばなし〜

※発売初日は、窓口販売はありません。10:00からの電話・インターネットのみ

発売 ぱれっと倶楽部会員5/13（日） 一般5/27（日）

7/12（木） 13:30

提携

ビリー・ヴォーン・オーケストラ
￥7,800

㈱テイト･コーポレーション

7/14（土） 14:00

調布シネサロン 活動弁士＆生演奏付
サイレント映画ライブ 『第七天国』

提携

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！
大ホール
全席指定 ￥2,800 18
主催 （株）
インプレサリオ東京

『第七天国』
（1927年／117分／DVD／モノクロ）
監 フランク・ボーゼージ
演 ジャネット・ゲイナー
チャールズ・ファレル ほか
発売
ぱれっと倶楽部会員・一般5/18（金）

8/24（金） 18:30 ※18:15から前座あり
は や し や しょうじゃく

か

ろく

林家正雀 柳家花緑 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。
小ホール
全席指定 ￥3,000
演 林家正雀 柳家花緑
らくいち
ろっくん
一
（紙切り）
柳家緑
君
林家楽
ひこぼし
林家彦星
発売 ぱれっと倶楽部会員5/8
（火）
一般5/15
（火）
林家正雀
柳家花緑
提携

※ぱれっと倶楽部会員・ハンディ・団体割引は￥3,000
主催

ベネッセコーポレーション

©

042-441-6150

♪世界の国からこんにちは／中村八大 ほか
なおこの会
♪荒馬の夢即興曲 ほか
【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。

※入間町1丁目自治会の総会後に開催

所 入間地域福祉センター
協力

9/29（土） ①11:00 ②13:30 約60分（休憩なし）

きかんしゃトーマス
ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの
映像も駆使したオリジナルストーリー
楽しい歌と元気な踊りがいっぱい！
大ホール
全席指定 ￥2,800

※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

発売 ぱ
 れっと倶楽部会員5/8（火）

一般5/12（土）

問 グリーンホール事業課

協定

042-481-7611

9/30（日） 14:00

さ と う

佐藤しのぶ ソプラノリサイタル

日本を代表するプリマドンナ・佐藤しのぶがイタリア歌曲、
オペラ・
アリア、
心に沁みる日本歌曲など珠玉のプロ
グラムをお届けします。
大ホール
全席指定 ￥4,000

演 出演

提携 財団提携

ホールであなたもピアニスト！Vol.4
大ホールでスタインウェイのピアノを弾こう・育てよう
問 グリーンホール事業課

042-481-7611

日 5/30
（水）
・31（木）各9:00～20:55（12区分）
※時間区分は、毎正時からの55分間（最終区分が20:00～20:55）。
連続する2区分まで申込可

所 グリーンホール

大ホール

舞台

【市内の方】5/10（木）9:00～受付開始
※在勤・在学を含む（連弾の場合、代表者）

【市外の方】5/11（金）9:00～受付開始
他 入 場できるの は 演

大ホール

奏者本人のみ。申込
みには諸条件があ
ります。必ずチラシ、
HP をご覧ください。

バッハ・コレギウム・ジャパン
（合唱・管弦楽）
♪「教会カンタータ」
より／J.S.バッハ
定 500人
（当日先着順）
協定

©2018 Gullane（Thomas）Limited.

申 042-481-7222
（9:00～19:00）
（先着順、電話受付のみ）

バッハ・コレギウム・ジャパン 公開リハーサル

す ず き まさ あき

提携

※連弾の場合は、1区分につき2人で4,000円

入間町1丁目自治会、
桐朋学園大学

演 鈴木雅明
（指揮、
お話）

◦ 料金表記がない催しは無料です

東京労音府中センター

費 1人2,000円/55分間

演 桐朋学園大学学生

所 グリーンホール

◦ 開場表記がない催しは30分前開場です

八神純子 Live キミの街へ 〜Anniversary Year

「みずいろの雨」、
「パープルタウン」などのヒット曲から、近年の
楽曲まで、常に進化し続ける八神純子をご覧ください。
大ホール
全席指定 ￥6,000

対 中学生以上のピアノ経験者

日 5/10
（木）
13:00

小波会

提携

じゅんこ

042-441-6171
調布国際音楽祭「ミュージックカフェ」に出演予定の、地元・桐朋
学園大学の学生による演奏をお届けします。
日 5/27
（日）
11:00～12:00
（予定）

さざなみかい

春風亭一之輔

9/15（土） 16:00

や が み

Corporation／しまじろう

問 コミュニケーション課

演 小波会

写真：キッチンミノル

柳家三三

発売 ぱ
 れっと倶楽部会員6/8（金）

一般6/15（金）

in 入間町

所 エントランスホール
（たづくり１階）

三遊亭円楽

もりしま え い こ

発売 ぱ
 れっと倶楽部会員5/11
（金）
一般5/25
（金）

日 5/19
（土）12：05～12：55

すけ

演 森島英子
（ピアノ）

共催 サンライズプロモーション東京

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.283 市民編
問 たづくり事業課

や な ぎ や

※2歳以下ひざ上無料

ック
ミュージ

い ち の

発売 ぱ
 れっと倶楽部会員5/30（水）

一般6/2（土）

ベネッセの英語コンサート LET’
S GO CAMPING!

みどり

しゅんぷうてい

発売
ぱれっと倶楽部
会員6/7（木）
一般6/14（木）

主催

夏の冒険ストーリーを楽しみながら、歌ったり、踊ったり英語で
遊べる客席参加型コンサート！
大ホール 全席指定 ￥3,120

演 澤登 翠
（活動弁士） カラード・モノトーン
（演奏）

さ ん ざ

主催 エムエスティプロデュース

9/1（土） ①11:00 ②13:30 ③16:00 約75分（休憩あり）

大ホール 全席自由 ￥1,000
小学生以下 ￥500 ※2歳以下ひざ上無料

提携
やなぎや

テレビでは味わうことのできない、生の落語をご堪能ください。
大ホール
全席指定 S￥3,500 A￥3,000

春風亭小朝

第117回調布寄席

株式会社マネジメント・オブ・アーツ
（①③の公演）

さ わ と

藤岡幸夫 イリヤ・ラシュコフスキー

特撰三人会 三遊亭円楽 柳家三三 春風亭一之輔

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

※2歳以下ひざ上無料
ひめ き え ん

豪華声優陣の朗読とオーケストラのコラボレーションでお届け
します。
出演者は、HP で順次発表します。
大ホール
※公演当日22歳以下
全席指定 ￥7,500
ペロー原作＝グリム童話（グリム兄弟編集版）

主催

東京都交響楽団

さ ん ゆ う て い えん らく

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

朗読劇×オーケストラ 第3弾『サンドリヨン』〜灰かぶり姫奇縁〜

大ホール
全席指定

♪ピアノ協奏曲第2番／ラフマニノフ
♪交響曲第7番／ベートーヴェン
ふじおか さ ち お
演 藤岡幸夫
（指揮）
イリヤ・ラシュコフスキー
（ピアノ）

9/13（木） 18:30

こ あ さ

8/4（土） ①12:30 ②15:00 約70分（休憩なし）

7/6（金） ①18:30
7/7（土） ②13:00 ③17:00

主催

※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

©shin Yamagishi

な か た のぶあき

1月の公演で大好評を博した指揮・中田延亮が、
グリーンホール定期に再び登場！
大ホール
全席自由 ￥1,000
演 中田延亮
（指揮）
協定

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

主催

8/3（金） 18:30

提携

S￥3,900完売

都響・調布シリーズNo.20
珠玉の名曲、輝けるオーケストラ・サウンド

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！
大ホール
全席指定 S￥5,500 A￥5,000

しゅんぷうてい

5/15（火） 18:30

一門会

提携

©二ノ宮知子／講談社

調布市 グリーンホール
全席指定

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！〜

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

♪ 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

大ホール

9/9（日） 14：00

だい すけ

まつもと らん

絵：元永定正／文研出版）

柳家小三治

ぎ

演 茂木大輔
（指揮） 松本 蘭
（ヴァイオリン）

『もこ もこもこ』
（作：谷川俊太郎

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
をご利用いただけません。

たづくり
インフォメーション

バッハ・コレギウム・ジャパン

※BCJ公開リハーサルは当財団とBCJの相互協力提携に関する
協定により開催される特別な企画です。

©Marco Borggreve

◦ 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

アート

問 たづくり事業課

山口マオ絵本原画展
関連企画 参加者募集

■わにわにのカルタ大会

042-441-6150

まなざし
－赤堀周恵・創作人形展－
リトルギャラリー
あかほり

所 百日紅・花水木
（たづくり10階）
定 30人
（申込先着順）

日 ～5/22
（火）

対 幼児
（ひらがながわかる程度）～小学生

所 リトルギャラリー
（たづくり9階）

申 5/8
（火）9：00～

他 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。

日 5/20
（日）14：00～15：00

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

ち か え

人形作家 赤堀周恵さんの作品を展示します。調布工芸美術
協会会員でもある赤堀さんは、約20年の間に多くの作品を手
ご ふん
がけてきました。
その表現は多岐に渡り、磁器、粘土、胡粉がけ、
ちりめんなどあらゆる素材の質感を活かし、人形の表情や動き
を巧みに作り上げています。

「わにわにのかるた」を使ったカルタ大会です。

ホール・ギャラリーイベント情報
［5月］
調布市グリーンホール
10（木） バッハ・コレギウム・ジャパン 公開リハーサル大ホール
※2面をご覧ください

13（日）

ｃ
ｆ
ａ 第13回 ダンス＆バレエライブ 大ホール

15（火） 柳家小三治一門会

大ホール

20（日） 調布シネサロン
「壬生義士伝」

大ホール

※2面をご覧ください

【電話】
042-441-6150（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

後援

16:00〜19:00 全席自由
問 大野 090-3090-1523

※左欄をご覧ください

27（日） 調布フィルハーモニー管弦楽団 サンクスコンサート 大ホール
14:00～ 全席自由
問 調布フィルハーモニー管弦楽団

・
30（水）
31（木）

090-7224-5808

ホールであなたもピアニスト！vol.4
※2面をご覧ください

大ホール

6/3（日） アンサンブル ル・シエル マンドリンコンサート 小ホール

★

13:30〜15:30 全席自由
問 丸田理枝 042-484-7375 rm_rmaru72@yahoo.co.jp

調布市文化会館たづくり
〜6/17（日） 山口マオ 絵本原画展 −わにわに・ねこでんしゃ−展示室
※1面をご覧ください

■おはなし会

〜5/22（火） まなざし−赤堀周恵・創作人形展−リトルギャラリー
※左欄をご覧ください

調布市立図書館 HP をご覧ください。

12（土）

シネマ
ワンコインで大きな感動を！ 映画のまち調布 シネマフェスティバル２０１９

調布シネサロン
問 グリーンホール事業課

042-481-7611

（2003年/137分/35mm）
た き た ようじろう

監 滝田洋二郎

な か い き い ち

演 中井貴一

さ と う こういち

佐藤浩市

なつかわ

ゆ い

夏川結衣 ほか

幕末の京都を駆け抜けた新選組。男同士の確執と友情、家族の
きずなを描いた浅田次郎のベストセラーの映画化。今年、没後
150年を迎えた局長・近藤勇を偲んで、
故郷・調布での上映です。
日 5/20
（日）13：30

042-441-6171

対象作品
2017年10月1日から2018年9月30日までに国内
の商業映画劇場で、
有料で初公開された日本映画。
投票締切
投票方法

10/14
（日）
まで
（1）
投票箱設置会場での投票用紙による投票
（2）
インターネット投票

費 500円
（当日支払い）

※2歳以下ひざ上無料
6月上映予告

© 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

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
（2017年/129分/ブルーレイ）
②19:00

結果発表

12月中
（予定）

授賞式

2019年3/2
（土）

他 投票の諸条件、
賞の種類、受賞者の選考方法等、詳しくはチ

ラシまたは HP をご覧ください。

調布ストリート 参加チーム・実行委員募集
ダンスコンテスト
２０１８

調布の夏の終わりを彩る「調布よさこい」を今年も開催しま
す。活気溢れる演舞を披露してくれるチームや、一緒にイベント
を盛り上げる実行委員メンバーを募集しています。
所 旧甲州街道周辺

準グランプリ

1チーム
（賞金30,000円・記念品）

対【共通】
毎月１回程度の実行委員会と調布よさこい当日に参

各審査員賞

4チーム
（記念品）

審査員
日 予選

本選

ひろゆき

佐久間浩之
（ダンサー）
ほか
6/24（日）12:00～（変更の場合あり）
7/22（日）13:30～

所 くすのきホール
（たづくり２階）

加できる団体
（チーム）
または個人

いる２人以上のアマチュアのチーム
（小学４年生以上）

原則として10人以上の市内チーム
条件：鳴子を持って踊ること／踊り曲は各チームで用意（4分30
秒以内）
／10人未満のチームは要相談

定 参加チーム：30組
（申込先着順） 実行委員：なし

他 申込方法、
定員、費用など諸条件があります。

申【電話】
042-441-6171
（9:00～21:30）

市内チーム限定

調布ストリート
ダンスコンテスト
〈トライアル〉
参加チーム募集

締 5/31
（木）必着
他 対象、
申込方法、定員など諸条件があります。

必ずチラシ、 HP をご覧ください。

【メール】
comm@chofu-culture-community.org

ス

ニュー

◦ 料金表記がない催しは無料です

大会議場

14（月） 調布を描いて50年 中川平一個展 北ギャラリー
〜20（日） 10:00〜18:00（初日12:00から最終日17:00まで）
問 中川平一

・
16（水）
21（月）

042-483-9226

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

16（水） 第19回 写真展「四季を徒然に」 南ギャラリー
〜22（火） 10:00〜18:00（初日13:00から最終日17:00まで）
042-481-9670

大会議場
19（土） ドリアン助川氏講演会
私たちはなぜ生まれてきたのか？
小説「あん」でハンセン病回復者の人生を描いた意味
15:00〜16:30 要事前申込（先着順）
問 早稲田大学校友会調布稲門会
山田和子 042-488-0741
kazuko.yamada@jcom.home.ne.jp

・
19（土）
20（日）

第6回 劇団芸優座 春の公演 くすのきホール
舞台劇「それぞれの絆」

後援

19日18:00〜 20日14:00〜
全席自由 前売り3,000円 当日3,500円
問 劇団芸優座 042-489-4555

みんなの広場
21（月） 第7回 西雅会 水墨画展
〜27（日） 9:00〜21:00（初日13:00から最終日15:00まで）
090-2411-4165

23（水） おいしいクラシック vol.4
モーツァルトと牛タン

くすのきホール

※1面をご覧ください

・ 「なぜ生きる－蓮如上人と吉崎炎上－」
24（木）
映画上映くすのきホール
25（金） 24日①13:00～14:40②16:00～17:40③19:00～20:40
25日①10:30～12:10②14:00～15:40③18:30～20:10
全席自由 1,000円
問 ㈱チューリップ企画 0120-901-267

・ Ｔ＆ステップ 社交ダンスパーティー むらさきホール
25（金）
★
6/3（日） 13:10〜16:00 茶菓子代500円
問 田中岩夫

090-5343-5187

27（日） 京王沿線ふれあいのハーモニカコンサート くすのきホール
12:00〜16:00 全席自由
問 北原英男 090-3576-0890

平成３０年度
第１回たづくり・グリーンホール利用者懇談会
問 総務課総務係

042-441-6131

日頃たづくり・グリーンホールをご利用されている方々と意
見交換をする会を実施します。当財団では、懇談会の場でお寄
せいただいたご意見・ご要望をもとに、たづくり・グリーンホー
ルをさらに安全で快適な施設としてお使いいただけるよう、改
善に取り組んでいます。
日 7/7
（土）
10:00〜12:00
（ご入場は11:00まで）
所 1001学習室
（たづくり10階） 定 30人
（当日先着順）

◦ 開場表記がない催しは30分前開場です

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

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

締 5/31
（木）必着

必ずチラシ、 HP をご覧ください。

むらさきホール

14（月） うたごえサロン

問 木村連子

よさこい部会
（市内チーム）

地域交流部会
（出店／イベント）

対 多摩地域、
川崎市、世田谷区に在住・在勤・在学のメンバーが

03-3309-1718

13:10〜16:00 茶菓子代500円
問 岩田 090-1959-3680

日 8/26
（日）
開催予定

1チーム
（賞金60,000円・記念品）

ま

問 遠藤きみ子

14（月） 社交ダンス フリー

042-441-6171

グ ランプリ

く

みんなの広場
13（日） 調布きりえ 第32回あざみ展
〜19（土） 9:00〜21:00（初日13:00から最終日15:00まで）

※2面をご覧ください

問 コミュニケーション課

さ

10:00〜12:00 全席自由 1,000円（学生無料）
問 早稲田大学校友会調布稲門会語ろうアースカフェ
山田和子 042-488-0741
kazuko.yamada@jcom.home.ne.jp

19（土） 小さな小さな音楽会 vol.283エントランスホール

募集中！

042-441-6150

・
映像シアター
13（日）
ロシアの食文化講座
6/3（日） 「ヨーロッパとアジアの狭間における食の意外な歴史をたどる」

問 髙橋莞爾郎

こい
調布よさ

問 たづくり事業課

14:00～ 全席自由
問 古田真理子 042-485-5216
marigracioso44@i.softbank.jp

★

※主な対象作品は HP で公開中！

①調布市役所2階総合案内、②調布市文化会館たづくり１階イ
ンフォメーション、③調布市グリーンホール1階チケット売り場、
④シアタス調布エントランス ⑤せんがわ劇場受付 ほか

定 各回800人
（当日先着順）

ダンス

問 コミュニケーション課

投票箱設置会場

所 グリーンホール大ホール

日 6/13
（水）①14:30

市民投票受付中！
！

弦楽アンサンブル・パンドラ 第12回定期演奏会 くすのきホール

31（木） コスモスセンチュリー・フリーダンスパーティ（ミキシングあり）
13:15〜16:00

500円

問 コスモスセンチュリー会トウゴウ

むらさきホール

090-3688-1662

31（木） 第39回 調布市書道協会展（調書展）併催学生展南・北ギャラリー
〜★6/3（日） 10:00〜18:00（最終日16:00まで）
問 永井對雲

042-482-6076
コ コ ラ ー レ

6/10（日） 女声アンサンブルcoccolare Concert2018 くすのきホール

★

13:30～15:30 全席自由
問 向川原 090-1107-4375

※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 ● 5/28
（月）
・29
（火）
グリーンホール ● 5/7
（月）
・14
（月）
・21
（月）
・28
（月）
・6/4
（月）

◦ 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

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

6

27（水）

14:45開場・60 分公演

©T.Nagata

国宝擁する名刹にこだまする古楽の響き

6

寺神戸 亮 トリオ

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！

28（木）

19:00

※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）

30（土）

17:15 開場

©Takanori Ishii

～平野啓一郎をゲストに迎えて～

まさと

鈴木優人
6

29（金）

19:00

6 24 7 1

（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

ジョアン・ラン
ソプラノ・
リサイタル

11:00

45分公演

6

調布市グリーンホール 大ホール

30（土）
13:00

調布市文化会館たづくり くすのきホール

60分公演

深大寺 本堂

7

1（日）
11:00

木

45分公演

7

エグゼクティブ・プロデューサー 鈴木優人
アソシエイト・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

7

6

6

［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

©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

バッハ・コレギウム・ジャパン
モーツァルト
：劇場支配人

©teamMiura

©Redpath Studios

©武藤 章

©井村重人

©Ribaltaluce

☎ 042-441-6039
調布国際音楽祭オリジナルのトートバッグを使用
して、音楽祭のことを広めていただける方を募集し
ます。
トートバッグには、
デザイナー・平野敬子さんがデ
ザインした調布国際音楽祭のエンブレムと、
この音
楽祭ではすっかりマスコットとなった版画家・沙羅
さんデザインの動物達がデザインされています。
緑に囲まれた調布市の景観からイメージされたエ
ンブレムは黄緑色が美しく、動物達は今にも動き
出しそうに楽しそう。
数
量 計400枚
（お一人1枚まで）
頒布場所 グリーンホール1階チケット売り場 200枚
たづくり1階インフォメーション 200枚

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

サポート事業者募集

問 コミュニケーション課

写真：池田晶紀（ゆかい）/CHEESE

るオープンステージ
30（土）・7 1（日） 市民音楽家によ
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
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

©ヒダキトモコ

☎ 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

問 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。

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

レイチェル・ポッジャー
ヴァイオリン・
リサイタル

問 コミュニケーション課

栗コーダーカルテット

11:00～17:00

©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

募集

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

11:00～16:30

©ヒダキトモコ

トートバッグを使って調布国際音楽祭を
応援してくれる方を募集！！

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）

［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

［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」

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

©Marco Borggreve

無料公演
6

1（日）

©Redpath Studios

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

調布国際音楽祭
フェスティバル・オーケストラ

17:00

家族で歌おう日本の歌

1（日）

1（日）

©Marco Borggreve

巨匠×若者、情熱は星になる。圧倒的興奮、
ふたたび

16:15 開場

なじみの曲の魅力も新たに
BCJメンバーの演奏で、

30（土）

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

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

木

©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

［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

2018年
月

7

［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

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

ヴェルサイユの光と影

18:00

［料金］全席自由
（整理番号付）¥5,000

［曲 目］モーツァルト：ディヴェルティメント ほか
6

フランス音楽幻想紀行
200年の時空を渡る、

14:00

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

15:30

30（土）

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

※2019年3月末日でサービス終了予定

広告

◦ 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

