ホール・ギャラリーイベント情報＊7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

読み聞かせ＆
ミュージック

サーカス

見て楽しい、聴 いて楽しい
絵本×クラシック音 楽

●

ハラハラ・ドキドキがいっぱ い！

・
6（金）
7（土）

サンクトペテルブルグ
親と子のための読み聞かせ 国立舞台サーカス
コンサート
今年の夏休みは、古き良きクラ
ステージの大きなスクリーンに投影した絵
本を見ながら、大好きなおはなしとピアノ
演奏をたっぷりとお楽しみいただきます。
出演は「うる星やつら」ラムちゃんの声ほ
か、様々な作品で声優として人気の平野文
さんと、繊細なピアノ演奏で絵本の世界観
を表現する中川賢一さん。夏休み、ご家族
みなさんで、ぜひお越しください！

平野文

7/29（日）
11:00 約60分
（休憩なし）
所 たづくり くすのきホール
費 全席指定 大人
（中学生以上）2,500円
子ども
（小学生以下）
1,000円
日

日

ひ ら の

ふみ

中川賢一

なかがわ けんいち

コミュニケーション課

・
9（月）
16（月）

心に寄り添う 手作り絵本展

14（土）

※2面をご覧ください

7/22
7/29
7/29

むらさきホール

18:30〜
（開場18:20） 全席自由
ayaya@msf.biglobe.ne.jp

第4回 ミモザ〜朗読のひととき

7/14
（土）
15:00〜15:45
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

映像シアター

13:00〜16:45
問 飯田鈴美 090-9838-5463

小さな小さな音楽会vol.285 エントランスホール
夏休み音楽旅行 ボサノバの国に行こう！

21（土）

※２面をご覧ください

調布ストリートダンスコンテスト2018本選

22（日）
25（水）〜
9/24（月・休）

［出前よさこいのスジュール］
調布よさこいで活躍しているよさこいチームが、
市内イベント会場で踊りを披露します。
お近くの方は、
お誘い合わせのうえ、
お越しください。

7/21

Win Tea 社交ダンス フリータイム

くすのきホール
リコーダーアンサンブル
ハミングバード・リコ 夏のコンサート

※2面をご覧ください

エントランスホールほか

※2面をご覧ください

第20回 コンパクトカメラ倶楽部写真展

27（金）〜
31（火）

10:00〜17:00
（初日12:00から）
問 鈴木 042-476-2594

南ギャラリー

親と子のための読み聞かせコンサート

29（日）

西部飛田給自治会納涼盆踊り大会
深大寺鬼燈まつり
国領サマーフェスティバル
西調布まつり
おらほせんがわ夏祭り
よってんべーふれあい夏祭り

くすのきホール

たづくり アスリート
ワンダー ウォール！２

詳しくはお問い合せください。

7/21

むらさきホール

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

21（土）

手作り鳴子ワークショップ ８/７
（火）
開催！

7/14

13:15〜16:00 500円
問 増渕貞男 090-8728-2065

問 伊東

所

旧甲州街道での流し踊りやステージで
定点踊りはもちろん、鳴子絵付け体験など
よさこい尽くしの１日をお楽しみください。
遊びや食べ物の出店も合わせてお楽しみください！

展示室

コスモスセンチュリー会 フリーダンス

日

だれもが笑顔！てづくりよさこい

リトルギャラリー

動物たちのうたた寝 水辺の淵で夢を見る
一ツ山チエ展 新聞紙のこよりによる動物アート

11（水）・30（月）・
8/6（月）

☎042-441-6171

●

※2面をご覧ください

★

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
でお子さんから大人まで楽しめる落語を
お届けします。

☎042-441-6171

調 布 市 文 化 会 館 た づくり

7(土)〜
8/26（日）

西調布寄席ｉｎ西光寺

大ホール

※左欄をご覧ください

〜7/22（日）

世代をこえて楽しむ和 のこころ

調布よさこい2018
8/26（日）開催！
問

8/4（土）

語

コミュニケーション課

大ホール

大ホール

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

※プレイガイドは4面をご覧ください

問

大ホール

※4面をご覧ください

●

落

よさこい

茂木大輔の生で聴く
のだめカンタービレの音楽会 vol.3

春風亭小朝独演会2018
8/3（金） 〜夏の夜ばなし〜

18

※プレイガイドは4面をご覧ください

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』

※4面をご覧ください

8/4
（土）①12:30 ②15:00
約70分
（休憩なし）

※2歳以下ひざ上無料

大ホール

※4面をご覧ください

28（土）

空中ブランコ/アクロバット/ジャグリング/
フラフープ/バランス芸/軟体芸/ピエロの曲芸 ほか
所 グリーンホール 大ホール
費 全席指定 ￥2,800
主催 （株）
インプレサリオ東京

平野 文
（声優）中川賢た一
（ピアノ）
にかわ しゅんたろう
もとなが さだまさ
『もこ もこもこ』
（作：谷川俊太郎 絵：元永定正／文研出版）
♪ サティ：３つのジムノペディより第1番
♪ モーツァルト：トルコ行進曲
つ つ い よ り こ
はやし あ き こ
『あさえとちいさいいもうと』
（作：筒井頼子 絵：林 明子／
福音館書店）
♪シューマン：子供のためのアルバムより
こ か ぜ
やまぐち
『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

※4面をご覧ください

提携

演

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〜
※4面をご覧ください

14（土）

予定プログラム

※子ども料金の各種割引はありません
※2歳以下ひざ上無料

●

ビリー・ヴォーン・オーケストラ

12（木）

シック・サーカス！
きらびやかな衣装に身を包んだ、
サーカスおなじみのキャラクタ―
が勢ぞろい。鍛え抜かれたアクロ
バットボーイズに、わっと驚く軟
体美女。ひょうきんなジャグラー
とどこかシュールなクラウン。夏
休みのイベントの決定版は、あな
たの街で見るサーカス！

調 布 市 グリー ン ホ ー ル

※左欄をご覧ください

くすのきホール

第41回 調布平和美術展

31（火）〜
★
8/5（日）

北ギャラリー

10:00〜18:00
（初日13:00から 最終日17:00まで）
問 小松照雄 042-444-4825

CIFA Friendship Day 2018
★

8/4（土）

12:00〜16:00
問 調布市国際交流協会

042-441-6195

映画「ガラスのうさぎ」上映会
★

むらさきホール

くすのきホール

①10:30〜12:15 ②14:00〜15:45 ③18:30〜20:15
※②のみ記念講演あり
前売り 一般 500円 小中高生 300円
当 日 一般 700円 小中高生 300円

8/4（土）

問「ガラスのうさぎ」上映実行委員会 庄司

090-9011-6775

※ホール系施設で行われる当財団主催
（提携）
以外のイベントで、一般の方が
自由に参加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
夏 以 降 も キ ッ ズ 向 け イ ベ ン ト は 続 き ま す！

9/1（土）

①11:00 ②13:30 ③16:00 約75分（休憩あり）

提携

9/29（土）

①11:00 ②13:30 約60分（休憩なし）

ベネッセの英語コンサート
LET S GO CAMPING!

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

大ホール

大ホール
全席指定

全席指定

￥3,120

※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

開場表記がない催しは30分前開場です

￥2,800

主催 きかんしゃトーマスミュージカル実行委員会
©

Corporation／しまじろう

料金表記がない催しは無料です

★プレイガイドは4面をご覧ください

11/7（水） 15:00 約90分（休憩あり）

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
７ひきのこやぎたちの、
ユーモアたっぷりのおはなしです。
大ホール 全席指定 ￥800

※2歳以下ひざ上無料

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

提携

た づ く り ● 7/23
（月）
・24
（火）
グリーンホール ● 7/9（月）
・17（火）
・23（月）
・30（月）、8/6（月）

©2018 Gullane（Thomas）Limited.

※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
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

7/11（水） 一般

7/18
（水）

詳細は HP をご覧ください

チケットガイド

グリーンホール
チケットサービス

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

8/3（金） 18:30

調布市文化会館 たづくり

10/12（金） 18:30

春風亭小朝独演会2018
〜夏の夜ばなし〜

10/17（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５
〜ドビュッシーとシャトレーヌ風焼きりんご〜

大ホール
全席指定 ￥3,500

春風亭小朝

8/24（金） 18:30 ※18:15から前座あり

くすのきホール
全席指定 ￥2,800

第117回調布寄席
林家正雀 柳家花緑 二人会

ふ く ま こうたろう

演 福間洸太朗
（ピアノ）
うらひさ としひこ

（ナビゲーター）
浦久俊彦
♪2つのアラベスク第１番
♪ベルガマスク組曲 ほか

©Masaaki Hiraga

福間洸太朗

小ホール
全席自由（整理番号付）￥3,500

残席僅少

※1ドリンク付
こ う だ

演 MC バードマン幸田

小ホール
全席指定 ￥3,000
演 林家正雀 柳家花緑

林家正雀

らくいち

10/26（金） 誰でも昼席14:00（約120分）

林家楽一（紙切り）
ろっくん

大人の夜席19:30
（約90分）

ひこぼし

柳家緑君 林家彦星

たづくりシアター寄席 その五

ここんてい

し

柳家花緑

9/9（日） 14：00
古今亭志ん五

ご

演 古今亭志ん五
（落語／昼・夜席）
し

まつ

古今亭志ん松

A￥3,000

割引※U25割引（生年月日1993年4/1以降）各席50%
藤岡幸夫

ハンディキャップ割引は都響ガイド
（TEL0570-056-057

提携

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

演 藤岡幸夫
（指揮）

主催 ㈱テイト･コーポレーション

主催

東京都交響楽団

イリヤ・ラシュコフスキー

9/13（木） 18:30

大ホール
全席自由 ￥1,000 小学生以下 ￥500

大ホール
全席指定
S￥3,500
A￥3,000

※2歳以下ひざ上無料

主催 エムエスティプロデュース

みどり

演 澤登 翠
（活動弁士）

カラード・モノトーン
（演奏）
『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
活弁の特別コラムを
チャールズ・ファレル ほか

提携

三遊亭円楽 柳家三三 春風亭一之輔 三人会

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』

写真：キッチンミノル

三遊亭円楽

柳家三三

春風亭一之輔

9/15（土） 16:00

提携

HP 掲載中！

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！〜

東京労音府中センター

海外で最先端の教育普及活動を行っている音楽施設「カーザ・
ダ・ムジカ
（ポルトガル）」と東京文化会館が連携し、子どもから
大人まで参加できる様々なワークショップを当財団と共催で開
催します。詳細は、
チラシ、 HP をご覧ください。
グリーンホール、たづくり、東京文化会館
各￥500 ※各種割引はありません ※財団窓口・電話のみでの販売

9/30（日） 14:00

佐藤しのぶ ソプラノ・リサイタル
大ホール
全席指定 ￥4,000

A￥5,000

演 茂木大輔
（指揮）

©篠山紀信

Music Program TOKYO
Workshop Workshop! 国際連携企画
ミュージック・ワークショップ・フェスタ＜冬＞

大ホール
全席指定 ￥6,000
主催

昨年、演奏活動55周年を迎えた、
日本を代表する国際的ヴァイ
オリニスト・前橋汀子による名曲揃いのコンサート。平日の昼下
がり、本格的な演奏をお手軽な価格でお楽しみください。
大ホール
全席指定 ￥2,000
まつもと かずまさ
演 松本和将
（ピアノ）
♪ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調op.47
「クロイツェル」／ベートーヴェン
♪タイスの瞑想曲／マスネ ほか
発売 ぱれっと倶楽部会員 7/19
（木）
一般 7/26
（木）

12/1（土）〜9（日）

八神純子 Live キミの街へ
〜Anniversary Year

7/28（土） 14：00

結成80年の長い歴史に裏付けられた不滅のミラーサウンドと
迫力のステージングをご堪能ください。今年のジャパンツアー
は、調布からスタートです。
大ホール
全席指定 ￥6,000
♪ムーンライト・セレナーデ ほか
発売 ぱれっと倶楽部会員 7/10
（火）
一般 7/12
（木）

前橋汀子（ヴァイオリン） プロムナード・コンサート

イリヤ・ラシュコフスキー（ピアノ）

7/14（土） 14:00

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

11/13（火） 14:00

ふじおか さ ち お

大ホール
全席指定 ￥7,800

S￥5,500

©shin Yamagishi

割引／各種割引の併用はできません／この公演に限り、

ビリー・ヴォーン・オーケストラ

大ホール
全席指定

B￥2,000

※シルバーエイジ割引（65歳以上・200席限定）各席30%

調布市 グリーンホール
7/12（木） 13:30

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

古今亭志ん松（落語／昼席）
発売 ぱれっと倶楽部会員 7/11（水）
一般 7/18（水）

さ わ と

♪酒と薔薇の日々/H.マンシーニ
♪グリーン・ドルフィン・ストリート/B.ケイパー
特製オードブル1セット ￥500 ※要事前予約、数量限定
発売 ぱれっと倶楽部会員 7/11
（水）
一般 7/18
（水）

11/2（金） 15:00 （14:15開場）

落語たっぷり！忙しいあなたにも。
映像シアター
全席自由（整理番号付）
誰でも昼席 ￥1,500 ／ 大人の夜席 ￥1,000
ここんてい

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

もりしま え い こ

プレイ ガイ ド

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

主催

♪オペラ『蝶々夫人』
より/G.プッチーニ
©二ノ宮知子／講談社

※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）

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

7/20
（金）

東京都
東京文化会館・アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）

♪さとうきび畑/寺島尚彦 ほか

※ 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

※所定の手数料がかかります

発売 ぱれっと倶楽部会員・一般

♪愛の喜び/J.P.マルティーニ

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/
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

※保育サービスは、マザーズ（0120-788-222）へ。11/22（木）17：00まで要申込み

演 森島英子
（ピアノ）

まつもと らん

（ヴァイオリン）
松本 蘭
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

演 出演

【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

