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調布市文化・コミュニティ振興財団

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

今月のいち押し!

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

◆調布国際音楽祭2018

芸術・文化イベント情報をお届けします。

調布財団

検 索

今月の発売（発売日順）
◆特撰三人会 三 遊亭円楽 柳家三三 春 風亭一之輔
◆おいしいクラシック５
〜ドビュッシーとシャトレーヌ風焼きりんご〜
◆佐 藤しのぶ

ソプラノリサイタル

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）

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。

鈴木優人エグゼクティブ・プロデューサーが語る
調布国際音楽祭2018
去る2/14、
調布国際音楽祭2018の記者会見が行われました。
すずき まさと

エグゼクティブ・プロデューサー鈴木優人が語る今年の音楽祭の聴きどころをご紹介します。

グリーンホール

大ホール

たづくり くすのきホール

初企画！グリーンホールで
「第九」など
大々的なオープニング・セレモニー

小説に出てくる音楽業界や
バッハ音楽の描写に不思議なリアリティが

オープニング・セレモニー
6/
24 14:00

福田進一＆大萩康司
ギターデュオ・リサイタル
6/
28 19:00

（日）

無料

©Marco Borggreve

（木）

芸劇ウインド・オーケストラのメンバーが市民や学生を指導し、
合同演奏で新垣隆さんの吹奏楽作品やベートーヴェンの第九
（吹奏楽版）
を披露。無料公開です！
昨年の感動は一生もの、今年の
鈴木雅明マエストロはこのオケに全力！

全席指定 ¥4,500

（日）

全席指定 S ¥3,000 A ¥1,500

©ヒダキトモコ

©武藤 章

11:00

6/

45分公演

30

（土）
13:00
60分公演

7/

1

11:00 45分公演

7/

（日）
60分公演

普段は公開されない本堂での演奏、開演前の僧侶の方々によ
る大迫力の声明など、唯一無二の体験ができる音楽祭きって
の名物公演です！ 国宝となった白鳳仏もお見逃しなく。

（土）

©Ribaltaluce

©Marco Borggreve

アンサンブル・ジェネシスが中心となってお贈りしているテーマ公
演、今年はフランス音楽の歴史に光を当てます。
ドビュッシーや
ラヴェルの近代のピアノ曲と、
それらの霊
感の源となったバロック時代のラモーや
クープランの音楽が出会ってしまう、
タイム
スリップのようなコンセプトでお贈りします。

6/

30 ・7/1

［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）
全席自由 ¥2,000 ３歳〜小学生 ¥1,000

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

たたいてあそぼう 2018

©T.Nagata

無料公演

※０歳児から入場可。2歳以下ひざ上無料

Eテレでねんどのお姉さんとして大人気

1

13:00/15:30

全席自由
（整理番号付）¥5,000

全席指定 ¥5,000

いっしょにたたいて、
いっしょにわらって

（日）

寺神戸 亮 トリオ
6/
27 15:30 14:45開場・60分公演

ヴェルサイユの光と影
6/
30 14:00

©井村重人

モーツァルトの非常に珍しい歌劇の２本立てです！『劇場支配
人』
は技術的に大変な作品ですが、
森谷真理さん、
中江早希さ
んというキャストを得て実現。
『 バスティアンとバスティエンヌ』
は
モーツァルトが12歳で書いたオペラ
！ ジョアン・ランさんがゲスト
出演、
男性陣も豪華な顔ぶれでお贈りします。

家族で歌おう日本の歌

国宝とともに楽しむ、深大寺での弦楽トリオ

恒例となった大好評のテーマ公演、
今年はフランスで時間旅行！

（日）

全席指定 SS ¥6,000 S ¥5,000
A ¥4,000 B ¥3,000

BCJメンバーの演奏で、
なじみの曲の魅力も新たに

深大寺

（水）

バッハ・コレギウム・ジャパン
モーツァルト
：劇場支配人
7/
16:15開場
17:00
1

（土）

©Redpath Studios

バッハ・コレギウム・ジャパンの公演にもよく加わっていただいてい
るジョアン・ランさんですが、
日本でのリサイタルは初。包容力の
ある母のような歌声を、私がフォルテピアノでサポートします。音
楽祭のマスコットともいえる動物たちの絵（木版画家・沙羅さん
の作品）
も舞台を彩ります。

すべてが画期的！今年の
BCJ公演は一味も二味も違う

（土）

（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

30（土）
11：00〜17：30・1
（日）
11：00〜16：30

6/

桐朋学園大学の
学生・卒業生による
ミュージックカフェ

30 ・7/1

［出演］栗コーダーカルテット
全席自由 ¥3,000 ３歳〜小学生 ¥1,000

（土）

（日）

11:00〜17:00

6/

30 ・7/1

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

（土）

（日）

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

©ヒダキトモコ

10:30/12:30/15:00
（7/1のみ）

6/下旬

［出演］ねんドル岡田ひとみ（ねんど指導）
、森下 唯（ピアノ）ほか

［参加費］親子ペア券
（3歳以上の子どもと保護者）￥3,000
ねんど×コンサート
追加観覧券 お一人￥1,000（粘土制作含まず）
ねんドル岡田ひとみのミニチュア楽器をつくろう！

公演の詳細はホームページをご覧ください

（予定）

写真：池田晶紀（ゆかい）/CHEESE

http://chofumusicfestival.com/

@cmf̲pr

chofumusicfestival

@cimf̲media

ング

ラーニ

@ccmf

問 たづくり事業課

未来へツナグ、夢・文化・こころ
「ミライ伝統教室」
夏から始めよう、日本の伝統・手作り体験
カレッジNo.17

カレッジNo.19

平成30年度文化庁伝統文化親子教室事業

世界でたった一つの陶器づくりにチャレンジしませんか。
ボランティアの先生がやさしく教えてくれます。
〈制作物〉湯のみ または
ペン立て
ゆ が
日 制作 7/27
（金）、
釉掛け 8/10
（金）
〈午前コース〉9:30〜12:30
〈午後コース〉14:00〜17:00
※8/10は時間が前後する場合あり

和の響き 箏

おもてなしの心 子ども茶道
（裏千家）

箏の演奏を学びながら、
和の響きと日本の伝統文化を体験しま
す。
講座終了後、
調布市民文化祭で成果発表
（11/11）
を行います。
日 8/5・19、
9/2・9・30、10/14・21・28（全て日曜日）、11/3（土）
1回目10:00〜12:00
2回目以降 Ａコース10:00〜11:00
Ｂコース11:30〜12:30
※コースは応募状況で振分けます

対 小学4〜6年生で

042-441-6150

ちょうふ市民カレッジ〈受講生募集〉

カレッジNo.18

土のぬくもり Kids陶芸

講 調布三曲協会

おじぎの仕方や歩き方から、お茶のたて方まで、体験を通じて
茶道の基礎知識と、
おもてなしの心を学びます。
日 8/7
（火）
・
8
（水）
・
9（木）
10:00〜11：30
もと き そう りつ
講 元木 宗 律
（裏千家準教授）
対 小学校2〜6年生で
3日間参加できる方
定 20人
費 3,900円

対 小学校3〜6年生

2日間参加できる方
講 市民ボランティア

定 20人

定 各コース12人

費 4,100円
（箏爪作成代含む）

費 500円
（材料代）

他 7/29
（10:00〜12:00）
に

箏爪の採寸・作成あり

持 エプロンほか

申込方法
について

©Theresa Pewal

レイチェル・ポッジャーさんは当代最高と目されるバロック・ヴァイ
オリン弾き。今回は贅沢にも代表作のひとつであるCD『守護
天使』
の収録曲をすべて網羅する内容で、
タルティーニやビー
バー、
そして実はヴァイオリンのための作品だったのではないか
とも言われるバッハのフルートのためのパルティータなど、唯一
無二の曲目。

（金）

全席指定 ¥4,500

©ヒダキトモコ

30

全席指定 ¥4,500

ジョアン・ラン
ソプラノ・
リサイタル
6/
29 19:00

名実ともに音楽祭の柱となったフェ
スオケ。指揮をする父・鈴木雅明も、
今年はこのオケに注力したいと言
うほど気合が入っていて、ベートー
ヴェンの第５番をはじめ、
曲目も自ら
「ぜひ」
と選んでくれました。
リハーサルとディスカッションタイムは無料公開します！

6/

レイチェル・ポッジャー
ヴァイオリン・
リサイタル
7/
1 14:00

透き通った歌声と、優しい色彩の
木版画のコラボレーション

（土）

グリーンホール 小ホール

満を持しての来日、バロック・
ヴァイオリンの秘技を惜しみなく
Guardian Angel 守護天使

©瀧本幹也

ギターの名曲コンサートであるとともに、
平野啓一郎さんの小説
『マチネの終わりに』の世界に浸れる内容。曲目は作中に登場
するバッハ、
ビートルズ、
それに架空の名曲などなど。
また平野啓
一郎さんご本人にも舞台で作品について語っていただきます。

調布国際音楽祭
フェスティバル・オーケストラ
6/
30 18:00 17:15開場

キッズコンサート

©Takanori Ishii ©ビクターエンタテインメント

締 6/26
（火）

他 お申込みは1講座につき一人1通まで。
申込多数の場合は、
市内
（在住・在学）
の方、
当該講座を

申 ホームページの入力フォームから必要事項を入力してください。

〔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

初めて受講する方を優先して抽選します。
受講の決定は6/29
（金）
頃までに当選者にのみ通知
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

アート

問 たづくり事業課

山口マオ 絵本原画展

042-441-6150

ホール・ギャラリーイベント情報
［6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

リトルギャラリー

−わにわに・ねこでんしゃ− 心に寄り添う 手作り絵本展
日 展示中〜6/17
（日）10:00〜18:00

動物の絵を描くことが得意で、
カレンダーやポスターの挿絵も
ない とう
み
手がけている内 藤 あゆ美さん。東日本大震災直後には復興を
祈ってオリジナル絵本を作ったり、全国各地の病院に愛らしい
動物の絵を贈ったり、作品には優しい気持ちが溢れています。
心に寄り添うような温かみのある絵本や絵葉書の数々をどうぞ
ご覧ください。
日 展示中〜7/22
（日）
所 リトルギャラリー
（たづくり9階）
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。

所 展示室
（たづくり１階）

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！
動物たちのうたた寝 水辺の淵で夢を見る
ひと

つ

やま

次回 一ツ山チエ展
予告 〜新聞紙のこよりによる動物アート〜
日 7/7
（土）〜8/26
（日）10：00〜18：00

調布市グリーンホール
13（水）

※左欄をご覧ください

16（土） ソニード＆ベベドーレスギタージョイントコンサート

24（日）・30（土）・ 調布国際音楽祭２０１８
※1･2面をご覧ください
7/1（日）
★

7/4（水） 桐朋学園オーケストラ グリーンホール定期 vol.9
7/8（日） ハーラウ オ ピリアロハ フラダンス発表会
大ホール

15:00〜
問 椿仁実

090-4837-6675

調布市文化会館たづくり
展示室

※左欄をご覧ください

問 グリーンホール事業課

（2017年

映画のまち調布賞 投票受付中！

042-481-7611

129分 ブルーレイ）

ひがしの け い ご

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
を超えた交流を描く。
日 6/13
（水）
①14:30 ②19:00
ひ ろ き りゅういち

監 廣木隆 一
に し だ としゆき

演 山田涼介、
西田敏行、
ち

大ホール

※4面をご覧ください
★

〜7/22（日）

調布シネサロン

ま

大ホール

★

こ

尾野真千子 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） ※2歳以下ひざ上無料

©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

問 コミュニケーション課

042-441-6171

調布市民（在住・在勤・在学）が選ぶ日本映画ベスト10を決定
します。上位作品は、
「映画のまち調布 シネマフェスティバル
2019」でゲストトーク付きで上映します。

※4面をご覧ください

小さな小さな音楽会 vol.284
エントランスホール

※左欄をご覧ください

8（金）
たづくりまつり2018 交流広場 組みひも実演等
〜10（日） 10:00〜18：00（最終日16：00まで）
南・北ギャラリー
問 池めぐみ

・
9（土）
10（日）

8（金）

080-4447-5520

たづくりまつり2018 発表・体験 むらさきホール
9日 10:00〜19：00 10日 12:30〜16:40
問 池めぐみ 080-4447-5520

たづくりまつり2018 映画「ハトは泣いている」
13:30〜 参加費600円（前売り500円） 先着順
問 池めぐみ 080-4447-5520

投票方法 （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

9（土）

たづくりまつり2018

投票箱設置会場 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

9（土）

映像シアター

柴田鉄治氏講演会

10:00〜12:00 資料代300円 先着順
問 池めぐみ 080-4447-5520

映像シアター

たづくりまつり2018 ビデオ上映・奥卓三氏講演会
映像シアター

13:30〜16:00 先着順
問 池めぐみ 080-4447-5520

10（日） たづくりまつり2018 中野恒明氏講演とトーク
映像シアター

10:30〜12:30 先着順
問 池めぐみ 080-4447-5520

授賞式 2019年3/2
（土）

活動弁士＆生演奏付 サイレント映画ライブ 『第七天国』

7（木）

投票締切 10/14
（日）
まで

結果発表 12月中（予定）

7月上映予告

心に寄り添う 手作り絵本展

リトルギャラリー

※左欄をご覧ください

ワンコインで大きな感動を！ あなたのオススメ日本映画を、教えてください！
！

お の

小ホール

14:00〜16:00 全席自由
問 常包久美子 042-484-7265

〜6/17（日） 山口マオ 絵本原画展 −わにわに・ねこでんしゃ−

シネマ

や ま だ りょうすけ

調布シネサロン
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」大ホール

10（日） たづくりまつり2018

他 投票の対象作品、
諸条件、詳しくはチラシまたは HP をご覧

ください。

ック
ミュージ

映画「かすかな光へ」

1部14:00〜 2部17:30〜
参加費800円
（前売り500円） 先着順
問 池めぐみ 080-4447-5520

11（月） 社交ダンス フリー

映像シアター

むらさきホール

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

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.284

問 コミュニケーション課

042-441-6150
いいもり

調布国際音楽祭2018フェスティバル
・オーケストラ出演の飯
守
あさ こ
い が ら し かおる こ
朝子さんと、桐朋学園大学大学院に在学中の五十嵐 薫 子さん
による豪華共演が実現！どうぞお楽しみに♪
日 6/7
（木）
12:05〜12:45
所 エントランスホール
（たづくり1階）

問 能勢由緋子

042-441-6171

音楽に出会う、素敵な初夏の午後
問 たづくり事業課

・ うたごえサロン
11（月）
7/9（日） 14:00〜16:00 全席自由

★

in 上ノ原ふれあいコンサート
桐朋学園大学
学生によるアンサンブル
ゼ ス ト
ブ ラ ス
とZEST BRASSによるコンサートです。
日 6/10
（日）13:00〜15:00
所 晃華学園マリアンホール
（佐須町5-28-1）
昨年の様子
協 上ノ原まちづくりの会
（「上ノ原ふれあいコンサート」主催）

落 語

11（月） 東部フォトクラブ 第17回写真展 南ギャラリー
〜17（日） 10:00〜18:00（初日12:00から最終日17:00まで）
問 大井

五十嵐薫子（ピアノ）

♪タイスの瞑想曲／マスネ

問 海老水光男

080-4125-5052

14（木） ハミングサークル

皆で楽しく歌いましょう

13:30〜16:00 全席自由・資料代500円
問 岡野屋 090-9395-5470

むらさきホール

15（金） 巣立ち会 第15回 愛のふれあいコンサート
18:30〜20:40 全席自由
くすのきホール
問 社会福祉法人巣立ち会こひつじ舎 042-488-4433
kohitujiya@sudachikai.eco.to

西調布寄席in西光寺

18（月） 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）

問 コミュニケーション課

13:15〜16:00 500円
むらさきホール
問 コスモスセンチュリー会トウゴウ 090-3688-1662

042-441-6171
やなぎ や ろ っ く ん

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。

8/24（金）開催「第117回調布寄席」に出演する柳家緑君さん
が、歴史ある西光寺でお子さまから大人まで楽しめる落語をお
届けします。
日 7/14
（土）15:00〜15:45
所 西光寺
（上石原1-28-3）
定 70人
（当日先着順）
協 西光寺／第三小学校地区まちづくり協議会

こい
調布よさ

ス
ニュー

♪カルメンファンタジー／ビゼー＝ホロヴィッツ
♪ヴァイオリン協奏曲より1楽章／メンデルスゾーン

問 コミュニケーション課

042-441-6171

・参加チーム・実行委員募集
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。
締 6/17
（日）
17:00まで
・出前よさこい・よさこいチーム派遣先イベント募集
「よさこい」でイベントをもっと盛り上げてみませんか？
市内よさこいチームが、
「華」
と
「元気」
でイベントをお手伝いします。
・鳴子、音源貸出し・講師派遣
「よさこい踊り」で使用する鳴子（なるこ）や、
「調布よさこい」
オリジナルの演舞曲の音源の貸出しのほか、市内踊り手によ
る講師派遣を行っています。
〈共通〉
他 申込方法、
条件等、
詳しくは HP をご覧ください。
料金表記がない催しは無料です

28（木）〜 調布国際音楽祭2018
7/1（日） ※1･2面をご覧ください

くすのきホール

★

★

7/2（月） 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

映像シアター

13:30〜15:30
問 斉藤ゆき子 090-4133-5197

ご協力いただきました皆さまにおかれましては、お忙しい中あ
不満
無記入
りがとうございました。
どちらかといえば
不満
2％

※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

042-441-6145

2018年1月から約1か月間、
たづくり・グリーンホールの貸施設
利用者を対象に、会館スタッフの接遇、設備・衛生面など、施設
運営に関するアンケートを実施しました。

※詳細は HP に掲載しています。

18:00〜21:00
映像シアター
問 川西杏 042-488-3160
（15:00以降対応）

7/7（土） 俺たちの朗読

問 総務課

寄 せられ たご 意 見をもと
に、今後もより良い施設の
管理・運営に努めます。

23（土） 調布の朝鮮韓国渡来文化金子狛江白鳳仏入る間川 講演

★

調布よさこい2018 8/26（日）開催 貸施設利用者アンケート結果報告

開場表記がない催しは30分前開場です

090-8598-9253

北ギャラリー
11（月） 第25回 調布写楽会写真展
〜17（日） 10:00〜18:00（初日12:00から最終日17:00まで）

世代をこえて楽しむ和のこころ
飯守朝子（ヴァイオリン）

大会議場

資料・茶菓子代900円
042-487-7068

0％

5％

どちらかといえば
満足
20％

満足
77％

休館日

た づ く り ● 6/25
（月）
・26
（火）
グリーンホール ● 6/4（月）
・11（月）
・18（月）
・25（月）
・7/2（月）

平成３０年度 第１回たづくり・グリーンホール
問 総務課総務係
利用者懇談会
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）

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

グリーンホール
チケットサービス

チケットガイド

7/28（土） 14：00

調布市文化会館 たづくり
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
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
ふみ

9/15（土） 16:00

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！〜

八神純子 Live キミの街へ
〜Anniversary Year

大ホール
全席指定

大ホール
全席指定 ￥6,000

S￥5,500

A￥5,000

まつもと らん

主催

演 茂木大輔
（指揮） 松本 蘭（ヴァイオリン）

のだめスペシャル・オーケストラ
（管弦楽）

※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

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

演 平野 文
（声優）中川賢一
（ピアノ）

9/29（土） ①11:00 ②13:30 約60分（休憩なし）

大ホール
全席指定 ￥2,800

大ホール
全席指定 ￥3,500

ウィークデーマチネコンサート
おいしいクラシック５
〜ドビュッシーとシャトレーヌ風焼きりんご〜

春風亭小朝

8/4（土） ①12:30 ②15:00 約70分（休憩なし）

くすのきホール
全席指定 ￥2,800

提携

ふ く ま こうたろう

大ホール
全席指定 ￥2,800

うらひさ としひこ

発売 ぱれっと倶楽部会員
一般 6/15
（金）

6/8（金）
©Masaaki Hiraga

福間洸太朗

※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
©2018 Gullane（Thomas）Limited.

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

演 福間洸太朗
（ピアノ）浦久俊彦（ナビゲーター）

提携

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

春風亭小朝独演会2018
〜夏の夜ばなし〜

10/17（水） 13:30

東京労音府中センター

©二ノ宮知子／講談社

8/3（金） 18:30

なかがわ けんいち

提携

9/30（日） 14:00

佐藤しのぶ ソプラノリサイタル

18

※2歳以下ひざ上無料

大ホール
全席指定 ￥4,000

主催 （株）
インプレサリオ東京

もりしま え い こ

8/24（金） 18:30 ※18:15から前座あり

調布市 グリーンホール
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
大ホール
全席自由

￥1,000

第117回調布寄席

演 森島英子
（ピアノ）

林家正雀 柳家花緑 二人会

小ホール
全席指定 ￥3,000
演 林家正雀 柳家花緑

10/12（金） 18:30

らくいち

林家楽一（紙切り）

な か た のぶあき

演 中田延亮
（指揮）

ろっくん

林家正雀

中田延亮（指揮）

7/6（金） ①18:30
7/7（土） ②13:00 ③17:00

提携

柳家花緑

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

©Yoshinobu Fukaya

協定 桐朋学園大学音楽学部

提携

ベネッセの英語コンサート夏公演
LET S GO CAMPING!
大ホール

全席指定

￥3,120

※1ドリンク付
こ う だ

演 MC バードマン幸田

主催 ベネッセコーポレーション
共催 サンライズプロモーション東京

©

Corporation／しまじろう

9/9（日） 14：00

※公演当日22歳以下

主催 株式会社マネジメント・オブ・アーツ
（①③の公演）

©ぐり。

7/12（木） 13:30

提携

ビリー・ヴォーン・オーケストラ

提携

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
大ホール

全席指定

S￥4,000

A￥3,000

※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

大ホール
全席指定 ￥7,800
主催 ㈱テイト･コーポレーション

B￥2,000

大ホール
全席自由

©shin Yamagishi

さ わ と

￥1,000

小学生以下

￥500

※2歳以下ひざ上無料

みどり

9/13（木） 18:30

提携

特撰三人会 三遊亭円楽 柳家三三 春風亭一之輔
大ホール

全席指定

S￥3,500

演 澤登 翠
（活動弁士）

主催 エムエスティプロデュース

カラード・モノトーン
（演奏）
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
6/7（木）
一般 6/14
（木）

プレイ ガイ ド

公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団
■グリーンホールチケットサービス ☎042−481−7222
（9：00〜19：00 月曜日休館 ※変則あり）
■たづくりインフォメーション ☎042−441−6177
（9：00〜21：30 第４月曜日とその翌日休館 ※変則あり）
■インターネット https://www.ticket-mngt.net/chofu/pt/
※ 発売初日に限り、グリーンホールでは9：00から窓口販売開始。電話でのご予約と文化
会館たづくりの窓口販売、インターネットは10：00から開始します

チケットぴあ
☎0570−02−9999
e＋
（イープラス） http://eplus.jp/
ローソンチケット ☎0570−000−777
※所定の手数料がかかります

調布パルコ総合サービスカウンター
（店頭販売のみ） ☎042−489−5111

※グリーンホール・たづくりでの
予約に限り、割引制度のご利用
および チケット代 金 の 振 込 み
による支払いができます。電話
及びインターネット予約後のチ
ケットの郵送も承ります。
（ 送料
は1公演ごとに82円かかります）

80th Anniversary
ザ・グレン・ミラーオーケストラ
Japan Tour 2018

11/7（水） 15:00 約90分（休憩あり）

主催 東京都交響楽団

（1927年 117分 DVD モノクロ）

11/2（金） 15:00 （14:15開場）

藤岡幸夫 イリヤ・ラシュコフスキー

ふじおか さ ち お

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』

発売 ぱれっと倶楽部会員7/11
（水）
一般7/18
（水）

大ホール
全席指定 ￥6,000
発売 ぱれっと倶楽部会員7/10
（火）
一般7/12
（木）

演 藤岡幸夫
（指揮） イリヤ・ラシュコフスキー
（ピアノ）

7/14（土） 14:00

Jazz From The City vol.48
赤松敏弘（vib）meets ハクエイ・キム（p）with 市原
ひかり
（tp,ﬂh,vo）
＋小山太郎（ds）
＋須川崇志（b）
＋
酒井麻生代（ﬂ）SPB
小ホール
全席自由
（整理番号付）￥3,500

※2歳以下ひざ上無料
※ぱれっと倶楽部会員・ハンディ・団体割引は￥3,000

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 ￥7,500

ひこぼし

柳家緑君 林家彦星

♪ピアノ協奏曲イ短調op.54／シューマン
♪交響曲第8番ト長調op.88／ドヴォルザーク

発売 ぱれっと倶楽部会員6/8
（金）
一般6/15
（金）

A￥3,000

劇団銀河鉄道のぬいぐるみミュージカル
〜グリム童話 狼と７ひきのこやぎ より〜
狼とかわいいこやぎたち
大ホール
全席指定 ￥800
※2歳以下ひざ上無料
※終演後にミニ・バックステージツアーあり

発売 ぱれっと倶楽部会員7/11
（水）
一般7/18
（水）
写真：キッチンミノル

三遊亭円楽

柳家三三

演 出演

春風亭一之輔

お得な割引制度
※2つ以上の割引の併用はできません ※チケット購入時にお申し出ください

（障害者手帳をお持ちの方）
ハンディキャップ割引
チケットを500円引きで購入できます。※一部対象外公演があります

10人で団体割引に！
！
1公演につき10枚以上の同時購入で1割引とします。
※会員先行発売期間中は、団体割引の適用はありません

【保育サービス】
対
費
申

生後6か月以上の未就学児
1人1回1,000円
㈱ママMATE東京支店
☎03−6913−8484

（祝日を除く月曜〜金曜9：00
〜18：00）へ
※要事前申込み、
定員あり
締

公演日・講座の1週間前

U22割引
チケット購入時の年齢が22歳以下の方は割引価格で購入
（公演当日に要年齢証明） ※公演により割引率は異なります
できます。
年会費2,000円でどなたでも入会できます
★財団主催・提携公演チケットが1割引に
（1公演2枚まで） ★公演チケットの先行販売
★公演チケットの送料無料 ★協力店での利用割引サービス
※2019年3月末日でサービス終了予定

提携 財団提携

チケット代金のお振込みは下記の番号をご利用ください。
※ぱれっと倶楽部入会申込は郵便振替をご利用ください

● 郵便振替 加入者名：調布市グリーンホール
口座番号：00110−8−106059
● 銀行振込 銀行名：ゆうちょ銀行
店 名：〇一九
（ゼロイチキュウ）
店
当 座：0106059
カナ氏名：チョウフシグリーンホール
●コンビニエンスストア
「セブンイレブン」
（ 支払い・発券）
13桁の払込票番号が必要です。所定の手数料等（システム利用料
1予約162円、発券手数料 1枚につき108円）
をご負担ください。
■ 期限までにお支払いのないチケット予約は無効となります。
■ 公演内容はやむを得ない事情により変更になる場合があります。
■ 掲載しているものでも、本誌発行前に売り切れる場合があります。
■「会員」
とは、ぱれっと倶楽部会員のことです。
■ チケット代金はすべて税込です。
■ 年会費やチケット代金のお支払いにクレジットカードが利用できます。

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

