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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!

調布財団

検 索

芸術・文化イベント情報をお届けします。

◆映画のまち調布 シネマフェスティバル 2019
◆調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ 序

※毎回、一週間の情報を中心にお届け

キネマ能楽

今月の発売（発売日順）
◆調布国際音楽祭2019

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）
042－441－6160
mail@chofu-culture-community.org

文化会館たづくり、
グリーンホール、
3/10（日）まで イ
オンシネマ シアタス調布 ほか

3/17（日）① 12:00（手話通訳付）② 16:00

提携

調布市民歌舞伎

くすのきホール 全席自由 ￥2,000
演 調布市民歌舞伎
つるかめ
演目 長
 か唄舞踊
「鶴亀」 一幕、
が み や ま こ き ょ う の に し き え えいちゅう し あ い
賀見山旧錦絵」
営中試合
「加
しないうち
ば
刀打）
の場
一幕、
（竹
しらなみごにんおとこ
いなせがわせいぞろい
ば
「白浪五人男」稲瀬川勢揃の場
主催

一幕

調布市民歌舞伎

○調布市民歌舞伎公演バックステージツアー
日 3/16
（土）13:00～14:30
定 20人
（先着申込順）
対 小学校1年生以上
（小学校2年生以下は保護者同伴）
申 電話 042-441-6150
（9:00～21:30）

3/20（水）18:30

募集

Sold

Out
Jazz From The City vol.49
佐藤洋祐カルテット SPRING JAZZ NIGHT
小ホール

3/21（木・祝）14:00（約90分休憩あり）

0歳から入場可

劇団かかし座 Ｗｏｎｄｅ
ｒＳｈａｄｏｗ Ｌａｂｏ
−ワンダー シャドウ ラボ−
影のスペシャリスト 劇団かかし座がおくる、
ふしぎなシャドウ・エンターティメント
！
！
くすのきホール 全席指定
（中学生以下）
￥1,200
大人￥2,500 子ども
※２歳以下ひざ上無料
※終演後にバックステージツアーあり
（自由参加、事前申込不要）

演 劇団かかし座

3/28（木）19:00

提携

気になる三人会
柳亭市馬 桃月庵白酒

柳家三三

人気落語家三人が織りなす落語模様。秀でた芸と個性の競演を
お楽しみください。
大ホール 全席指定
S席￥3,700 残席僅少 A席￥3,300
※U22割引は財団プレイガイドのみ取扱い
主催

夢空間

柳亭市馬

桃月庵白酒

柳家三三

２面上もご覧ください⇒
撮影 曽根健一朗

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
3/23（土） 15:00

グリーンホール
チケットサービス

今月の表紙

5/25（土） 13:45

調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ 序 キネマ能楽

調布市グリーンホール
※13:00開場

8/7（水） 18:30

提携

キンぱれ vol.13 ～落語と絵描きで何するの？～

旅人であり、
イラストレーターのキン・シオタニと落語
た て か わ はれ
すけ
家立川晴の輔がその土地にまつわるテーマでライブを
繰り広げる!全国を旅したキンシオが語るその土地の話
と、わかりやすい古典落語が定評の晴の輔の一席。笑っ
て学べるライブです。今回は「調布」をテーマに二人が分
かりやすく、時には脱線しながら語ります。
大ホール
全席指定 ぱれっと倶楽部会員￥3,150

古刹・深大寺との縁の深い「能楽」をわかりやすく発信する伝統芸能プロジェ
クトシリーズ。美しい調布の映像を背景に上演する狂言と能の舞台。600年間
の時間旅行をご一緒しませんか。
3/23
（土）
13:15
（60分）
くすのきホール
★囃子ワークショ
ップ
全席指定
～囃子が響けば幕があがる～
S席 ￥3,300
囃子だけをクローズアップ！囃子を
A席 ￥2,500
知れば能楽がもっとおもしろくなる
！
U22・外国人 ￥1,650
ワンコインであなたも能楽ツウ！
※5歳以上入場可
やまなか がしょう
むらさきホール（たづくり1階）
演 山中迓晶
（シテ方観世流）
ほか
定 40人
演目 狂
 言「柿山伏」
費 ￥500
能「鞍馬天狗」

しゅんぷうてい

CN

こ あ さ

春風亭小朝独演会2019～夏の夜ばなし～

平成７年から、
25回目となる公演です。
お聴き逃しなく！
大ホール
全席指定 アートプラス会員
￥3,150
一般￥3,500
発売 アートプラス会員
4/12（金）

一般 4/19（金）

一般￥3,500
※当日は各＋￥500
※U22割引は財団プレイガイドのみ取扱い

演 キン・シオタニ
主催

※未就学児無料

芸術文化振興基金助成事業

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

立川晴の輔

東京労音府中センター
イラスト：キン・シオタニ

チケットの販売方法を一部変更します
（4月から）


撮影 松本徳彦

当財団の主催・提携事業のチケットをより安心、便利にご購入いただけるように、以下のとおり変更いたします。
問 グリーンホール事業課

■予約方法
下記のいずれかの方法でチケットの予約ができます。座席指定
の公演では、席を選んで予約できます。
○窓口：グリーンホール・たづくり1階インフォメーション
発 売初日の窓口販売はありません（アートプラス会員先行発
売日、
一般発売日ともに。
予約済みチケットの引取はできます）
ち
ょ
う
ふ
○電話 チケットＣＨＯＦＵ 042-481-7222
（9:00～19:00、第４月曜日休み・変則あり）
○インターネット https://www.ticket-mngt.net/chofu/pt
 利用には、会員登録が必要です
（ちょうふアートプラス会員
または インターネット会員）
予
 約時に、支払い方法を選択していただきます
電話・インターネットとも発売初日は9:00～受付します

い場合、
予約取消となります。
１ 窓口・電話・インターネット共通
○窓口：グリーンホール・たづくり1階インフォメーション
 現金またはクレジットカードでお支払いください
○セブンイレブン
 予約時に発行する13桁の払込票番号を店舗レジでお伝え
の上、
お支払いください。同時にチケットを受け取れます。各種
手数料はお客様にてご負担ください。
○郵便振替／銀行振込
 入金から１週間程度で、チケットが届きます
（郵送・簡易書
留）。振替（振込）手数料はお客様にてご負担ください。
（振替用
紙等の送付はありません）
２ インターネット
○クレジットカード
■支払方法
 引取方法を、
セブンイレブンまたは郵送（簡易書留）
からお選
支払期限は予約日を含む１週間です。期限内にお支払いのな

042-481-7611

びください。
各種手数料または郵送料はお客様にてご負担くだ
さい。
■当財団以外のプレイガイド
ご利用いただけるプレイガイドは、公演によって異なります。詳
しくは4面または各公演のチラシ、HP をご覧ください。
■各種手数料のご案内
○郵送料：392円（基本料金82円＋簡易書留310円）
○振替（振込）手数料：郵便局・銀行等でご確認ください
○セブンイレブン手数料：システム利用料1予約162円、発券手
数料１枚につき108円（2019年1月現在）。
インターネットでク
レジットカード決済し、
チケット発券のみを店舗レジで行なう場
合、
システム利用料はかかりません
※手数料及びサービスの内容は、
サービスを提供する事業者によって、
当財団の予告な
く変更になる場合があります

映画賞
「映画のまち調布賞」
の授賞式をはじめ、ゲストトーク付きの映画上映会、展示やワークショップなど、
「みる・きく・さわる・感じる」
のイベントを開催。
“映画をつくるまち”の映画・映像の祭典です。
問 コミュニケーション課 042-441-6171
日 ～3/10
（日） 所 たづくり、
グリーンホール、
シアタス調布 ほか
※各イベント詳細は HP をご覧ください

イオンシネマ シアタス調布

（小島町2-61-1）

特別上映
各回大人・大学生1,100円／小学生〜高校生1,000円／幼児900円
●風の谷のナウシカ
（1984年/116分）
日 ～3/10
（日）

©1984 Studio Ghibli･H

※各回の開場時間はイオンシネマ シアタス調布の運営に準じます

チケット情報 発売中 全席指定
e席リザーブ⇒https://cinema.aeoncinema.com/wm/chofu/
上記URL【上映スケジュール】ページにて該当の日付を選択して購入
シアタス調布 窓口⇒劇場ロビー内チケット売場及び自動券売機にて購入
©2018フジテレビジョン

ギャガ

AOI Pro.

所 エントランスホール
（たづくり1階）

映画の図書展 〜出張！映画資料室〜
日 ～3/10
（日）10:00～19:00
所 南ギャラリー
（たづくり2階）

©2018「羊と鋼の森」製作委員会

●空飛ぶタイヤ
（2018年/120分）
お さ だ た つ や
くりはら かずひろ
、栗原和弘
（録音）
ゲスト 長田達也（照明）
日 3/9
（土）
14:30

©2018「空飛ぶタイヤ」製作委員会

●ちはやふる
- 結び （2018年/128分）
ほ が き じゅんのすけ
ゲスト 穗垣順之助（編集）
日 3/9
（土）
18:30
©2018映画「ちはやふる」製作委員会 ©末次由紀／講談社

※トークショーは各回約20分
※チケットの整理番号順に入場となります
※一部の作品は音声ガイド、
日本語字幕付き、有料保育サービス付きでの上映を予定。対象は HP をご覧ください。

プレイガイド
チケット情報 発売中 全席自由 ※2歳以下ひざ上無料
調布市グリーンホール チケットサービス 042-481-7222
調布市文化会館たづくり インフォメーション 042-441-6177
インターネット予約 https://www.ticket-mngt.net/chofu/pt/
チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード 559-474）

ボクらのたづくりスタジオ！
日 ～3/9
（土） 10:00～19:00
所 むらさきホール
（たづくり1階）
みんなのガチョランド
日 3/9
（土）、10
（日）10:00～16:00
所 北ギャラリー
（たづくり2階）

※チケットは整理番号付きです。
整理番号順の入場となりますが、開場時間を過ぎますと番号は無効になります

第14回高校生フィルムコンテストin映画のまち調布
最優秀賞受賞作品上映会
●君は真夏のベガだった
日 3/10
所 映像シアター
（日）11:00～12:00
（たづくり8階）

ちょうふ市民カレッジ
どうして調布は“映画のまち”といわれているの？ -映画史における調布-《プロローグ》
日 3/8
（金）
11：00～12：15
所 映像シアター
（たづくり8階）
さ い き とものり
講 佐伯知紀
（NPO法人映像産業振興機構顧問）
定 100人
費 500円
（当日先着順）
（当日支払い）

所 映像シアター
（たづくり8階）

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

●羊と鋼の森
（2018年/134分）
はしもと こ う じ ろ う
ゲスト 橋本光二郎（監督）
日 3/9
（土）
10:30

●終わった人
（2018年/125分）
な か た ひ で お
ゲスト 中田秀夫（監督）
日 3/10
（日）
10:30

CINE_WORKS展 ―映画制作の世界―
日 ～3/10
（日）10:00～19:00 所 展示室（たづくり1階）

〔凡 例〕 問 …問合せ先

（たづくり2階）

●探偵はBARにいる3
（2017年/122分）
た だ の し ん や
ゲスト 只野信也（編集）
日 3/8
（金）
18:40

映画のまち調布賞 クロージング上映 シアタス調布通常鑑賞料金
●万引き家族
（2018年/120分）
み つ ま つ
かわまた あい
日 3/10
（日）17:30 ゲスト 三ツ松けいこ
（美術）
、
河股 藍
（監督助手）

ケベックシネマセレクション
●メッセージ（2016年/116分）
日 3/10
（日）14:00

くすのきホール
映画のまち調布賞 関連上映会 1作品500円 ※当日800円
●空海 - KU-KAI - 美しき王妃の謎（2017年/132分）
日 3/8
（金）
14:30

特別上映 2,000円
●八甲田山《デジタル・リマスター版》
（1977年/169分）
き む ら だいさく
日 3/10
（日）13:15 ゲスト 木村大作（撮影）

映画のまち調布展
日 ～3/10
（日）8:30～21:30

※チケットの購入方法は各会場で異なります

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

ス

ニュー

ホール・ギャラリーイベント情報
［3月］

くらしにアートを。

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

ちょうふアートプラス サービスを開始します（4月から）
問 コミュニケーション課

調布市民だからプラス
入会金・年会費 無料！
会員区分
入会金
年会費
会員期間

アート

042-441-6039

長年ご愛顧いただきました「ぱれっと倶楽部」のサービスは、3月末をもって終
了し、新サービス「ちょうふアートプラス」が新たに始まります。
公演、講座、体験・ワークショップなどのイベントへの優先エントリーや特別価格
によるチケットの購入などができます。詳しくは HP をご覧ください。

調布市在住の方
無料
2年※3

※1※2

調布市外在住の方
無料
1,000円※2
1年※3

※1

調布市グリーンホール
20（水） Jazz From The City vol.49
佐藤洋祐カルテット

小ホール

28（木） 気になる三人会
柳亭市馬 桃月庵白酒

大ホール

※1面をご覧ください

登録には運転免許証など氏名・住所が確認できるものが必要です。
そのため、
調布市在住の方の受付はグリーンホール・たづくりの窓
口のみとなります。

※1面をご覧ください

29（金）

※2 イベントチラシの送付オプションは有料
（＋1,000円）
です
※3

や ま ぐ ち

ハービー・山口 写真展

042-441-6150

写真家ハービー・山口氏の写真展を開催します。小さな子ど
もからお年寄りまで人々の日常を温かく細やかな視線で切り取
るハービー氏が40年以上にわたり世界各地で撮影した作品群
から、選りすぐりの写真をご紹介します。文化会館たづくりや深
大寺など、
調布市内で撮影された作品も登場します。
日 4/27
（土）
〜6/9（日） 10:00～18:00
所 展示室
（たづくり１階）

き

み

大ホール

16:00～19:00 全席自由（一部招待席）
問 藍るり子 090-7703-4167

南部菱刺し
伝えたいおもい
ながおか

大ホール

31（日） 藍るり子バレエスタジオ発表会
新国立劇場ゲスト出演

リトルギャラリー

私が育った街、君を見つけた街

調布市立第三中学校吹奏楽部
第16回定期演奏会
17:30～20:15 全席自由
問 顧問 当麻紗弥子 042-482-0293

入会月から会員期間満了月の末日まで

問 たづくり事業課

柳家三三

調布市文化会館たづくり
くすのきホール ほか
～3/10（日） 映画のまち調布
シネマフェスティバル2019
※2面をご覧ください

こ

長 岡喜 美子さんが手がけている南部菱刺しは、青森県南部
地方の農村で継承されている刺し子の一種です。菱形の中に動
植物が表現された模様は、親から子へ手の技で伝えられてきま
した。
この文化を途絶えさせないよう、
日常的に使えるバック等
の小物にアレンジした作品をご覧ください。
日 ～3/21
（木・祝）
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

～3/21（木・祝） 南部菱刺し 伝えたいおもい

リトルギャラリー

※左欄をご覧ください

11（月）
・ うたごえサロン
4/8（月） 14:00～16:00 全席自由

★

大会議場

参加費900円
042-487-7068

問 能勢由緋子

11（月）・13（水）・ Win Tea フリーダンスタイム
29（金）・★4/1（月） 13:10～16:00 500円
問 岩田

11（月）〜
17（日）

むらさきホール

090-1959-3680

生涯学習サークル体験発表展示会 みんなの広場
9:00～21:30（初日13:00から、最終日13:00まで）
問 荻野富雄 042-482-5957

16（土） 小さな小さな音楽会 vol.293 エントランスホール
※左欄をご覧ください

17（日） 調布市民歌舞伎公演

くすのきホール

※1面をご覧ください

18（月） コスモスセンチュリー会フリーダンス むらさきホール
13:00～16:30 全席自由・茶菓子代500円
問 石川 080-1007-5907

ング

ラーニ

く う か い

ま

問 たづくり事業課
ん だ ら

042-441-6150

特別展「国宝 東寺 －空海と仏像曼荼羅」
関連文化講演会

くすのきホール
18（月） 「春風に寄す」
シューベルト＆シューマン・ピアノ五重奏曲演奏会
19:00～21:00 全席自由2,000円
問 Marschallin Kammermusik
robertundclara@yahoo.co.jp

みんなの広場
18（月）～ 第10回フォトデコパージュ展
24（日） 9:00～21:30（初日12:00から最終日15:00まで）

聴講者には同展の招待券をお一人様１枚プレゼント！

問 尾花経久

東京国立博物館（台東区上野公園）
で3/26（火）
から6/2（日）
まで開催される特別展「国宝 東寺－空海と仏像曼荼羅」に関連した
講演会を開催します。
Ｍｅｍｏ
【特別展
「国宝 東寺 ―空海と仏像曼荼羅」】
日 4/12
（金）14:00～15:40
空海にまつわる数々の名宝をはじめ、
東寺に伝
所 グリーンホール大ホール
おきまつ け ん じ ろ う
わる文化財の全貌を紹介する特別展。
空海が作り
講 沖松健次郎
（東京国立博物館 調査研究課絵画・彫刻室 室長） 上げた曼荼羅の世界を体感できる講堂安置の21
体の仏像からなる立体曼荼羅のうち、
史上最多とな
定 800人
（当日先着順）
る国宝11体、
重文4体、
合計15体が出品されるほ
共催 ＮＨＫ
か、彫刻、絵画、書跡、工芸など密教美術の最高峰
が一堂に会します。

18（月）～
24（日）

042-483-1515

調布水彩画会展

北ギャラリー

10:00～17:00（初日12:30から最終日17:00まで）
問 調布水彩画会 佐藤満 042-483-7679

くすのきホール
21（木・祝） 劇団かかし座
Wonder Shadow Labo －ワンダー シャドウ ラボ－
※1面をご覧ください

23（土）

調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ 序 キネマ能楽 くすのきホール

24（日）

社交ダンスオールダンスタイム むらさきホール

※1・2面をご覧ください
13:10～16:00

500円

問 岩田

090-1959-3680

27（水）～ 絵画展示 杜の会 春の絵画展 みんなの広場
4/2（火） 9:00～21:00（初日12:00から最終日15:00まで）

★

問 菱沼昭子

平成31年度ちょうふ市民カレッジ前期講座について
平成31年度ちょうふ市民カレッジ前期講座の募集開始は4月から、開講は５月からとなります。募集リーフレットは、３月中旬以降
にたづくりなどの市施設で配布予定です。

ック
ミュージ

小さな小さな音楽会 vol.293

市民編

問 たづくり事業課

042-441-6150

市内で活動する音楽愛好家3組が出演します。
日 3/16
（土）12:05～12:55
所 エントランスホール
（たづくり1階）
演 アンサンブル・グリーン
（フレンチホルン、
ピアノ）
もりやま な お た ろ う
♪さくら／森山直太朗
FUJI’
S
（ピアノ、
マンドリン）
♪ユモレスク／ドヴォルザーク
hana
（オカリナ、
ピアノ）
い そ が わ け い こ
♪岡上の風／五十川慶子

過去の公演の様子

◦ 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

27（水） 調布市立調布中学校
吹奏楽部第37回定期演奏会

くすのきホール

17:00～19:10 全席自由
問 顧問 上柳真理 042-482-0275

31（日） 蔵花世ライブ「端唄と三味線」蔵の会主催 映像シアター

こい
調布よさ

14:00～15:30

全席自由

き ん ば ら

問 金原惠子

042-591-0306

みんなの広場
4/4（木） 調布市医師会写真展
～10（水） 9:00～21:00（初日15:00から最終日17:00まで）

★

調布よさこい2019

参加チーム・実行委員募集
問 コミュニケーション課

03-3309-0677

042-441-6171

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。
日 8/25
（日）
開催予定
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
〈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〈参加チーム〉
30組
（申込先着順）
〈地域交流部会〉
なし
締 6/14(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、本事業趣旨をご理
解いただきご参加ください。

問 竹田数章

★

4/7（日）

03-5313-3281

ぐるーぷあかり朗読発表会
10:00～16:10

問 溝上伊都子

映像シアター

080-5022-1677

※ホール系施設で行われるイベントで、一般の方が自由に参加・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 ● 3/25
（月）
・26
（火）

グリーンホール ● 3/4
（月）
・11
（月）
・18
（月）
・25
（月）
，
4/1
（月）

アートイベント・コミュニティイベント
の情報を募集しています
問 コミュニケーション課

042-441-6039

この「ホール・ギャラリーイベント情報」の一連に、調布市内地
域での「アートイベント・コミュニティイベント情報」の掲載を開
始します。
掲載を希望する場合は、開催日の3か月前から掲載希望月の
2か月前の15日までに申込みが必要です。
ご希望の方は、HP から掲載基準に同意の上、
お申込みください。

◦ 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・コンサート 夏だ！祭りだ！
！
23（日） ［料金］
全席自由 ￥500

14:00

6

18:00

※各種割引なし

60分公演
［出演］指揮：鈴木優人
グリーンホール 大ホール

ピアノ：山下洋輔
ソプラノ：澤江衣里 アルト：布施奈緒子
※3歳から
テノール：谷口洋介 バス：渡辺祐介
入場可
調布国際音楽祭特別編成吹奏楽団
調布国際音楽祭特別編成合唱団
［曲目］ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
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／抜粋）

6

©Akihiko Sonoda

［出演］オーボエ：三宮正満

［曲目］J. S. バッハ：カンタータ第42番 BWV42よりシンフォニア
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第7番
オネゲル：交響的楽章
「ラグビー」
チャイコフスキー：交響曲第5番ホ短調作品64

6

くすのきホール

J.S.バッハ：
「ゴルトベルク変奏曲」
BWV 988 より
D.スカルラッティ：チェンバロソナタ K.208＆K.141

※15:00から深大寺ご院内僧侶による天台聲明の詠唱あり

今年もまた
調 布のまちに
音楽祭がやってきます。
みなさん、お気軽に
遊びにいらしてください！

12:00

くすのきホール

6

まさと

©Marco Borggreve

午後のオペラ
《後宮からの誘拐》
28（金） ［料金］
6/28 全席指定 S席￥7,000 A 席￥5,000

11:00

（日）

45分公演

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
調布市グリーンホール 大ホール
深大寺 本堂

［参加費］￥2,000 ※鍵盤ハーモニカ、
リコーダーなど持込自由
［オススメ年齢］4歳以上

3/ 8（金）

60分公演

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
監修 鈴木雅明
コミュニケーション・アドバイザー 平野敬子
主催 調布市
公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団
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

［料金］ねんど制作付参加券￥1,500 観覧券￥1,000
※お子様のみ、
大人のみ、
観覧券のみの購入不可
※参加券と観覧券は離れた場所でお座りいただきます
［出演］ねんど制作・指導：ねんドル岡田ひとみ ピアノ：森下 唯
［オススメ年齢］3歳以上

所
対
定
費

6

問 グリーンホール事業課
日
所
対
定
費

写真：池田晶紀
（ゆかい）
/CHEESE

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

6

ク音楽奏者

定 ①各日6組

②各日3組

29（土）・ 30（日） 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）

プレイ ガイ ド

※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
◦e＋
（イープラス） http://eplus.jp/
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
◦ローソンチケット ☎0570−000−777
及びインターネット予約後のチ
◦CNプレイガイド ☎0570−08−9999CN 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）
※所定の手数料がかかります

ボランティア
「チームCIMF」募集
問 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
「チームCIMF」
を募集します。
《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
日 準備期間
（5月頃〜）
及び6/23
（日）
〜6/30
（日）
の音楽祭期間中
所 たづくり、
グリーンホールほか市内全域
対 調布市及び近隣市区にお住まいの高校生以
上の方
定 30人程度
締 3/31
（日）

サポート事業者募集

問 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・チラシの掲示や調布国際音楽祭オ
リジナルメニューなどで、盛り上げていただけ
るサポーターを募集します。
※応募の詳細は、財団及び調布国際音楽祭
WEBページ、市施設等で配付している募集
要項等で確認のうえ、
お申込みください

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

アンダーにじゅうに

◦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

締 5/8
（水）

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。

ウェルカムコンサート

☎0570−02−9999

©Marco Borggreve

対 音楽大学生程度以上の実力を有するクラシッ

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、
ドリンクや軽食をとりながらくつろげます。

※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

©K.Miura

②たづくり・グリーンホール周辺の屋外

©ヒダキトモコ

29（土）・6 30（日） 各25分公演／毎時30分開演

11:30〜17:00

6

問 たづくり事業課 ☎ 042-441-6150
日 6/29
（土）
・30
（日）
所 ①たづくりエントランスホール

るオープンステージ
29（土）・ 30（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

☎ 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？
リハーサル：6/25
（火）
〜28
（金）
17:30〜21:15
本番：6/29
（土）
※本番当日ゲネプロ有
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
締 5/8
10,000円
（水）

①市民音楽家によるオープンステージ
②ウェルカムコンサート
出演者募集

6

11:00〜16:30

☎ 042-481-7611
昨年、大好評！鈴木優人さんの指揮で第九
を吹奏楽版で歌ってみませんか？
リハーサル：5/24（金）
・6/7（金）
・22（土）
本番：6/23
（日）
※本番当日ゲネプロ有
グリーンホール大ホール
第九を原語
（ドイツ語）
で歌える高校生以上
150人程度
（応募多数の場合は調布市内在住・
在勤・在学者を優先で抽選）
締 4/5
1,000円
（金）

フェスティバル・オーケストラ出演者募集

無料公演

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

日

ねんドル岡田ひとみ×コンサート
ねんどで作るクラシックの中のごちそう

6 30（日）

13:00/15:30

ぱれっと倶楽部会員＝
一般＝ / （金）

問 グリーンホール事業課

たたいてあそぼう2019

調布市文化会館たづくり くすのきホール

©Yuji Hori

調布国際音楽祭に参加しましょう！
オープニング・コンサート出演者募集

［料金］全席自由 一般￥1,500 3歳〜小学生￥500
［出演］アンサンブルYTE
（桐朋学園大学打楽器科）
［曲目］山の音楽家 ほか
［オススメ年齢］全年齢

45分公演

華麗なる協奏曲の夕べ

©Wolfgang Schmitt

［料金］￥2,000 3歳〜小学生￥1,000
［オススメ年齢］4歳以上

11:00

http://chofumusicfestival.com
@cmf_pr
chofumusicfestival
@cimf_media
@ccmf

撮影 武藤 章

スギテツ 愛と笑いのクラシック
！

6 30（日）

公演会場

3 15

©Marco Borggreve

スギテツのワークショップ＆コンサート

13:30

60分公演

バッハ・コレギウム・ジャパン

［出演］指揮：鈴木雅明
ヴァイオリン：寺神戸 亮、
山口幸恵、
木村理恵
チェロ：懸田貴嗣
オーボエ：三宮正満
オルガン：鈴木優人
管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン
［曲目］ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲
「夏」
ト短調 RV 315（「四季」
より）
2つのヴァイオリンとチェロのための合奏協奏曲ニ短調RV 565
ヘンデル：オルガン協奏曲第5番ヘ長調 HWV 293
合奏協奏曲第6番 ト短調 HWV 324
J.S.バッハ：ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 BWV1060
管弦楽組曲第4番ニ長調 BWV1069
（初期稿）

29

6 29（土）

6 23 30

［チケット発売日］

17:00

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

2019年

（日）
－

30（日）

［出演］ソプラノ：森 麻季
ピアノ：山岸茂人
［曲目］メンデルスゾーン：歌の翼に
シューベルト：アヴェ・マリア
フォーレ：夢のあとに
アメイジンググレイス ほか

［料金］全席指定 SS席￥6,000 S席￥5,000
16:15開場
A席￥4,000 B席￥3,000
グリーンホール 大ホール

［料金］全席指定 1,000円
［出演］ピアノ：鈴木優人、森下 唯 ほか音楽祭出演者
［曲目］アルカン：
「鉄道」
モーツァルト：4手のためのピアノソナタ ほか

※平日割引
6/29 全席指定 S席￥7,500 A 席￥5,500
（土） ［出演］指揮：鈴木優人
演出：田尾下 哲
14:00
ソプラノ：森谷真理【コンスタンツェ：ベルモンテの婚約者】
休憩
（2回）
を含む180分公演
澤江衣里【ブロンデ：コンスタンツェの召使】
くすのきホール
テノール：櫻田亮【ベルモンテ：スペインの貴族】
谷口洋介【ペドリッロ：ベルモンテの召使】
バス：ドミニク・ヴェルナー
【オスミン：太守の監督官】
管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン
《後宮からの誘拐》
KV 384（全3幕）
［曲目］モーツァルト：オペラ
演奏会形式・原語上演・日本語字幕付
6

鈴木優人

月

6

©m.nishino

15:00

調布国際音楽祭
エグゼクティブ・プロデューサー
すずき

音楽祭プロデューサーが楽しくナビゲート
27（木） ま
さト〜ク コンサート

©Marco Borggreve

森 麻季 ソプラノ・
リサイタル
30（日） ［料金］
全席指定￥5,000

14:00

チェンバロ：水永牧子

14:45開場・60分公演 ［曲目］J.J.プラ：オーボエ・ソナタ ハ短調 D:I.1
深大寺本堂

6

調布国際音楽祭
フェスティバル・オーケストラ

17:15開場・ ［料金］全席指定 S席￥3,000 A席￥1,500
シモーネ・メネセス
17:45プレトークあり［出演］指揮：鈴木雅明、
フェスティバル・オーケストラ
グリーンホール 大ホール

深大寺本堂に響くオーボエとチェンバロ
26（水） ［料金］
全席自由 （整理券番号付）
￥4,500

15:30

29（土）

★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

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

