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調布市文化・コミュニティ振興財団

※毎回、一週間の情報を中心にお届け

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、せんがわ劇場をはじめ、

今月のいち押し！

調布財団

検 索

調布市内で開催する芸術・文化イベント情報をお届けします。

◆第9回せんがわ劇場演劇コンクール
グランプリ受賞公演「Pancetta 10th performance“図”」

今月の発売（発売日順）

5

◆岩崎宏美コンサートツアー2019（仮）
◆第119回調布寄席 林家正雀 柳家喬太郎 圓朝噺の会
◆調布シネサロン 活動弁士＆生演奏 サイレント映画ライブ
「サンライズ」／「雄呂血」・「大学は出たけれど」
◆生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会vol.4 ピアノ版＋
◆社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパーライブ2019

調布市内は毎月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
近隣市区へは不定期に新聞
（一部）
折込でお届けいたします

May

〒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

所

せんがわ劇場ホール

問 芸術振興事業課
（せんがわ劇場）

40分×6作品

03-3300-0611

エンゲキ三昧の2日間

第10回せんがわ劇場演劇コンクール
新進気鋭の６劇団が、
４０分の短編作品でグランプリを目指します。
近年は入場券も争奪戦。
お申し込みはお早めに！
日 7/13
（土）、14（日）13:30
定 全席指定 各日80人程度
（申込先着順）
申   電話 03-3300-0611
（9:00～19:00）
  せんがわ劇場に来館/ HP（せんがわ劇場）の
チケット申込フォーム
申込開始日 アートプラス会員 6/1（土） 一般 6/8（土）
他 詳細は HP（せんがわ劇場）
  
をご覧ください

サンデー・マティネ・コンサート

サンデー・マティネ・コンサートは、
日曜日の昼間、
誰にでも楽しんで
いただけるバラエティに富んだ音楽をお届けする入場無料の45分
間のコンサートです。

vol.214

～未来のホープ vol.24～

日 5/19
（日）11:00
もりなが ゆ か

演 守永由香
（ピアノ）

vol.215

～世界の楽器シリーズ～

日 6/9
（日）11:00
やました れい

演 山下怜
（クロマチックハーモニカ）
やました しゅんすけ

山下俊輔（ギター）

第8回せんがわピアノオーディション 参加者募集
せんがわ劇場でリサイタルを開催するピアニスト
を選ぶオーディション。
今後の活躍が期待され、
お
客様に愛される演奏家の発掘を目指しています。
・26
（日）
日 8/23
（金）※リサイタル本番2020年1/25（土）
昨年の様子
対 30歳以下のピアノを学んでいる方で、
リサイタルもしくは
ハーフリサイタルを開催できる実力を有する方
締   7/10
（水）
必着
（募集開始は6/1
（土）
〜）
費   3,000円
（オーディション参加者）
他 その他諸条件有り。
詳細は HP（せんがわ劇場）
  
をご覧ください

せんがわ劇場 市民参加演劇公演

ドキュメンタリー・シアター「ここにある物語」
（仮題）
参加者募集
第9回せんがわ劇場演劇コンクール グランプリ受賞公演「Pancetta 10th performance“図”」

私たちの街
「調布」
を実際に歩き、
さまざまなエピ
ソードを取材してまとめた台本を、
自分たち自身で
演じるセミ・
ドキュメンタリー演劇。
1つの物語を創り、
演じる楽しさを体感しませんか？
かしわぎ としひこ

さ が わ だいすけ

せんがわ劇場ホール

全席自由
調布市民（在住・在勤・在学）¥2,000
一般
¥3,000 ※当日 ¥3,500
高校生以下 ¥1,000
（市民・学生は当日要証明書）

さくらい た く み

総合演出：柏木俊彦 演出：佐川大輔 櫻井拓見
日 11/1
（金）〜11/4（月・休）

き む ら あ や か

演 木村文香

対 小学2年生以上

とどろき

定 30人
（申込多数抽選、
市民優先）
締   6/20
（木）
（募集開始は5/21
（火）
）
他 その他諸条件有り。
詳細は HP（せんがわ劇場）
  
をご覧ください

こ

こ だ て

え り

き む ら

小舘絵梨 セキュリティ木村

ひとみ

いちのみやしゅうへい

轟もよ子 瞳 一 宮周 平
チケットのお求めは…
せんがわ劇場窓口・電話 03-3300-0611(9:00～19:00)

5/8
（水）

5/9
（木） 5/10
（金） 5/11
（土） 5/12
（日）

13:00
15:00
18:00
19:30
★は未就学児入場可・入場無料

広 告
〜
〜夏の夜ばなし

春風亭小朝
独演会2019

ります！

今年も

小朝が
参

8月7日（水）

18:30開演（18:00開場）
調布市グリーンホール 大ホール
（新宿から京王線特急で15分
「調布駅」広場口徒歩1分）

撮影

松本徳彦

■全席指定／会員 3,150円 一般 3,500円
Ｕ22（22歳以下の方は30％割引）2,450円
※公演当日に要年齢証明

主催問合せ：チケットCHOFU 042-481-7222（9：00〜19：00第4月曜休）

〔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

広告掲載
（1枠 126,000部 発行月30,000円／290,000部 発行月60,000円）
のお申込みは、
株式会社ウィード
（042−443−6681）
まで連絡。広報誌

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

財団報ぱれっとの配達依頼や配達辞退などについては、株式会社小平広告
（042−330−3131）
まで連絡。

042-481-7222

チケットCHOFU
調布市文化会館たづくり

親しみやすいクラシックの演奏と、人気絵本「はらぺこあおむ
し」の読み聞かせをお楽しみいただきます。
くすのきホール 全席指定
アートプラス会員￥2,000 小学生以下￥500
一般￥2,300 小学生以下￥500
※小学生以下の料金の各種割引はありません
※2歳以下ひざ上鑑賞無料（ただし座席が必要な場合は有料）
え り

かみや

み ほ

演 鵜
 木絵里（ソプラノ）、神谷未穂（ヴァイオリン）
なかがわ けんいち

中川賢一（ピアノ）
♪ヴェルディ／オペラ「椿姫」
より
『乾杯の歌』
♪ モーツァルト／トルコ行進曲 ほか
後援

調布市教育委員会

協力

8/10（土） 14:00
生で聴く
“のだめカンタービレ”の音楽会vol.4 ピアノ版＋

7/6（土）

お

立川晴の輔
イラスト：キン・シオタニ

14:00

協定

大ホール 全席指定
アートプラス会員￥900 一般￥1,000
なかだ のぶあき
演 中田延亮
（指揮） ほか
♪「わが祖国」
よりモルダウ／スメタナ
♪ 交響曲第7番／ベートーヴェン ほか
桐朋学園大学音楽学部

©Rikimaru_Hotta

0歳から入場可
7/13（土） 11:00
劇団四季『カモメに飛ぶことを教えた猫』
げ きだん

し

提携

き

猫とカモメのヒナとの温かい交流を描い
た、劇団四季の新作ファミリーミュージカル！
ひん死の母カモメから卵をたくされた猫のゾ
ルバが、彼女と交わした３つの約束を果たす
ため、
仲間と力を合わせて奮闘する物語です。
大ホール 全席指定
アートプラス会員 S席￥4,860
一般 S席￥5,400 A席￥3,240
小学生以下 S席￥3,240 A席￥2,160

©Luís Sepúlveda,1996

「サンライズ」オープニング・ミニコンサート付
（1927年／95分／ブルーレイ／モノクロ）
アメリカ製サイレント映画最後の傑作！都会
から来た女に誘惑され、妻を殺そうとした農
夫がやがて本当の愛に目覚めるまでの心の葛
藤を描いた作品です。第一回アカデミー賞最
優秀芸術作品賞、撮影賞、主演女優賞を受賞。
大ホール 全席自由
アートプラス会員 ￥1,000
一般
￥1,500 U22 ￥500

一般		

（1925年／75分／35mm／モノクロ）
けんげき
日本に「剣 戟ブーム」を起こした、傑作
チャンバラ時代劇！
人を愛するが故に、
また、正義を貫き通
そうとしたが為に、
散々虐げられ、
悪人の汚
名までをも着せられた下級武士がついに
怒りを爆発させるまでを描いた作品です。
大ホール 全席自由
アートプラス会員 ￥1,000
一般		
￥1,500 U22 ￥500

♪ 聖母たちのララバイ、
思秋期、
ロマンス
（予定）
主催

たまき う た こ

澤登 翠

ほか

みどり

カラード・モノトーン
（演奏）
監 Ｆ・Ｗ・ムルナウ
演 ジョージ・オブライエン、
ジャネット・ゲイ
ナー ほか
発売 アートプラス会員・一般5/15（水）

8/7（水） 18:30
春風亭小朝独演会2019～夏の夜ばなし～

やなぎや きょうたろう

大学は出たけれど

政治、
経済、
事件、
芸能…etc。
タイムリーな社会問題を「笑いと批判」に変える！ザ・ニュース
ペーパーのライブでしか見られないコントをお楽しみに！
！
大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥4,320
￥4,800

主催

東京労音府中センター

発売 ア
 ートプラス会員5/22
（水）

一般5/25
（土）
日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

対 …対象

おおとも な お と

講 …講師

監 …監督

演 …出演

こばやし

定 …定員

提携

B席￥1,800
B席￥2,000

©Rowland Kirishima

©Shigeto Imura.

大友直人

小林美樹

み き

演 大友直人
（指揮）、
小林美樹
（ヴァイオリン）

♪ヴァイオリン協奏曲／メンデルスゾーン
♪ 交響曲第9番「新世界より」／ドヴォルザーク ほか
主催

東京都交響楽団

調布市民だから

プラス

入会金・年会費

無料！

042-441-6039

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。
会員区分
入会金
年会費
会員期間

調布市在住の方 調布市外在住の方
無料
無料※1※2
1,000円※2
※3
2年
1年※3

※1 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・せんがわ劇場の窓口のみ
の受付となります。
※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 入会月から会員期間満了月の末日まで

※U22割引は財団プレイガイドのみ取扱い

〔凡 例〕 問 …問合せ先

※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1994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

問 文化・コミュニティ事業課

♪「くるみ割り人形」、
「白鳥の湖」、
「眠れる森の美女」
より

一般		

A席￥2,700
A席￥3,000

ちょうふアートプラス

￥4,000

提携
9/7（土） 14:00
社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパーライブ2019

撮影 松本徳彦

大ホール 全席指定
アートプラス会員 S席￥3,600
一般 S席￥4,000

くらしにアートを。

主催 インプレサリオ東京

￥3,500

11/4（月・休） 14:00
都響・調布シリーズ No.21
輝ける名曲、珠玉のオーケストラ・サウンド

チャイコフスキーの３大バレエといわれる「くるみ割り人形」
「白鳥の湖」
「眠れる森の美女」から選りすぐりの名場面集。夏
休みにご家族で本場のバレエをお楽しみくだ
さい。

演 キエフ・クラシック・バレエ

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

©三浦興一

河原忠之

柳家喬太郎

※U22割引は財団プレイガイドのみ取扱い

CN

錦織健

えんちょう

大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥3,600

こ あ さ

©大八木宏武(都恋堂)

かわはらただゆき

♪この道／山田耕筰
♪アマポーラ／ラカジェ ほか
発売 アートプラス会員6/7（金）

一般6/14（金）

みなさまお待ちかね！柳家喬太郎が調布寄席に登場します。
正雀、
喬太郎の二人がそれぞれ三遊亭圓朝の噺
（ほか1席）
を
お聴かせする、
本格落語の会にどうぞご期待ください。
小ホール 全席指定
アートプラス会員￥2,700 一般￥3,000
ひ や ま
きち
はやしや ひこぼし
演 桧山うめ吉
（俗曲） 林家彦星 ほか
発売 ア
 ートプラス会員5/9（木）
一般5/16
（木）

一般		

￥3,000

演 錦織健
（テノール）、
河原忠之
（ピアノ）

※演奏は特別音源使用

サンライズ

一般		

8/17（土） 18:30 ※18:15より前座あり
第119回調布寄席 林家正 雀 柳家喬太郎 圓朝噺の会
は や し や しょうじゃく

提携

CN

にしきおり け ん

日本が誇るテノール錦織健が贈る魅惑のス
テージ。極上の歌声に酔いしれる贅沢なひと
ときをお楽しみください。
大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥2,700

4歳から入場可 提携
8/18（日） 14:00
キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3大バレエ

澤登 翠

9/23（月・祝） 14:00
錦織健 テノール・リサイタル

雄呂血

さ わ と みどり

し ず こ

東京労音府中センター

発売 アートプラス会員5/8（水） 一般5/10（金）

ふたがわ ぶ ん た ろ う

もり

￥6,300

※U22割引は財団プレイガイドのみ取扱い

演 澤
 登 翠（活動弁士）、カラード・モノトーン（演奏）
監 二川文太郎

提携

ひ ろ み

大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥5,670

ち

林家正雀

演 澤登 翠
（活動弁士）

一般		

じょう

9/21（土） 17:30
岩崎宏美コンサートツアー2019（仮）

河村幹子

同時上映 『大学は出たけれど』
（1929年／16分／ブルーレイ／モノクロ）
お づ やすじろう
監 小津安二郎
た か だ みのる た な か き ぬ よ
演 高田 稔、
田中絹代 ほか
発売 アートプラス会員・一般5/15
（水）

CN
7/20（土） 14:00
調布シネサロン 活動弁士＆生演奏 サイレント映画ライブ

しゅんぷうてい

ろ

ばんどう つまさぶろう

劇団四季

さ わ と

さ ん ゆ う て い

笑点でおなじみ、三遊亭円楽
と若手で人気の柳家花緑、古典
も創作もこなす今注目の浪曲
師玉川太福、ＮＨＫ演芸新人落
語大賞決勝進出の本格派三遊
亭わん丈による楽しい会です。
魅力あふれる高座を是非、お楽
しみください。
大ホール 全席指定
アートプラス会員 S席￥3,150 A席￥2,700

いわさき

演 阪東妻三郎、
森 静子、環 歌子

※一部私立を含む市立小学校の鑑賞行事（学校招待事業）
として、同演目を上演予定
です。小学4年生・
・調布市 小学6年生・・稲城市、狛江市、多摩市、町田市、三鷹市
※財団プレイガイドでの販売はS席のみ
※会員割引以外の各種割引はありません
※車いす席は劇団四季
（0120-489-444（10:00〜18:00））のみ取扱
※2歳以下ひざ上鑑賞無料（ただし座席が必要な場合は有料）
主催

茂木大輔

©Akira Muto

高橋多佳子

「雄呂血」オープニング・ミニコンサート付

すけ

桐朋学園オーケストラ グリーンホール定期 vol.11

協定

たまがわ だいふく

発売 アートプラス会員6/11（火） 一般6/18（火）

CN
8/11（日・祝） 14:00
調布シネサロン 活動弁士＆生演奏 サイレント映画ライブ

一般￥3,500

東京労音府中センター

ろく

主催 エムエスティプロデュース

※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

か

※U22割引は財団プレイガイドのみ取扱い

調布市グリーンホール

たてかわ はれ

やなぎや

一般 S席￥3,500 A席￥3,000

調布市立図書館

大ホール 全席指定
アートプラス会員￥3,150

提携
9/10（火） 18:30
三遊亭円楽・柳家花緑・玉川大福・三遊亭わん丈
特撰落語会
さ ん ゆ う て い えん らく

大人気漫画
「のだめカンタービレ」
の世界を、
映像と楽しいお話
と共に、
ピアノ曲を中心にお届けします。
今回は地元調布のピア
たかはし た か こ
も ぎ だいすけ
茂木大輔さんらと
“ヤキトリオ”
を結成
ニスト高橋多佳子さんが、
するスペシャルバージョン！のだめ愛あふれる演奏をお楽しみに！
大ホール 全席指定
アートプラス会員￥3,150 一般￥3,500
たかはし た か こ
も ぎ だいすけ
演 高
か わ橋多
佳子
（ピアノ）、
茂木大輔
（オーボエ）、
むら も と こ
河村幹子（ファゴット）
♪ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲／プーランク ほか
発売 アートプラス会員5/17
（金） 一般5/24
（金）

提携
5/25（土） 13:45 ※13:00開場
キンぱれ vol.13 ～落語と絵描きで何するの？～

主催

※発売初日の窓口販売はありません。9:00 から電話・インターネット販売のみ

プラス

0歳から入場可
7/28（日） 11:00 約60分（休憩なし）
こどものための音楽とおはなし はじめてのコンサート

うのき

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。

（9:00～19:00第4月曜日休み・変則あり）

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

ミュージック

Music

小さな小さな音楽会 vol.295
市民編

問 芸術振興事業課
（グリーンホール） 042-481-7611

小さな小さな音楽会は、文化会館たづくり開館以来、気軽に
音楽に親しんでいただきたいと、
プロや市民の出演で定期的
に開催しているコンサートです。
今回は市内で活動する音楽愛好家３組が出演します。
日 5/18
（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 メサージュ
（フルート）
み ず の よ し き
♪ありがとう
（いきものがかり）／ 水野良樹
小波会
（三味線、
尺八、鳴物）
お お む ら のうしょう
♪明治一代女／大村能 章
調布シニアアンサンブル花音（室内楽）
♪組曲「日本の四季」全4楽章（春夏秋冬）／福田信一編曲

ホール・ギャラリーイベント情報
［5月］

ホールであなたもピアニスト！

～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 芸術振興事業課
（グリーンホール） 042-481-7611

グリーンホール大ホールの“空間”と
スタインウェイのコンサートグランドピ
アノD-274の“音色”を満喫できる至
福の55分間。
たっぷり弾き込むことで、
グリーンホールのピアノを“育てて”く
ださる方を募集します！
日 6/5
（水）
9:00～20:55
（12区分）
6/6
（木）
9:00～20:55
（12区分）

小ホール

26（日） 第15回 調布噺の会公演

小ホール

17:00～18:00
問 電気通信大学Passage
buchou@passage-juggling.com

6/9（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

6/9（日） 調布フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 大ホール

対 中学生以上のピアノ経験者

042-481-7222（9:00～19:00、先着順、電話受付のみ）
〈市内の方〉
5/11
（土）
9:00～受付開始

〈市外の方〉
5/12
（日）
9:00～受付開始
他 入場できるのは演奏者本人のみです。
その他申込みには諸
条件があります。必ずチラシ、HP をご覧ください

調布市文化会館たづくり 休館日 5/27（月）・28（火）
8（水）～ 西雅会 水墨画展
14（火） 9:00～21:00（初日13:00から

・ 南アジアの食文化講座～チベット風料理～ 映像シアター
11（土）
6/1（土） 10:00～12:00 全席自由・資料代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

やまぐち

ハービー・山口 写真展
私が育った街、君を見つけた街
関連企画：ハービー・山口講演会 参加者募集
問 文化・コミュニティ事業課

042-441-6150

し せ い

市 井の人々を温かく細やかな視線で撮影
し続けているハービー・山口さん。普段撮影
するときに考えていることや今までの思い出
深い撮影のストーリーなどをお話しします。
日 5/25
（土）14:00～15:30
所 大会議場
（たづくり12階）
定 100人
（申込先着順）
申 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
ハービー・山口 写真展
私が育った街、君を見つけた街
日 〜6/9
（日） 10:00～18:00
所 展示室
（たづくり１階）

リトルギャラリー

13（月） うたごえサロン
6/10（月） 14:00～16:00 全席自由・参加費900円

糸鋸木工の世界
木を切りぬいた絵
問 文化・コミュニティ事業課

問 能勢由緋子

042-441-6150

30年以上にわたり糸鋸木工
もり と も つ ね お
作品を制作している守 友 常雄さ
んの作品を展示します。照明器
具、時計、オルゴール、組み木細
工などバリエーション豊かな作
品の中から、今回は著名人を切
り抜いた木板の切り絵と可愛ら
しい動物の組み木細工を展示し
ます。糸鋸ならではの繊細な表現
をどうぞご覧ください。
日 〜5/22
（水）
所 リトルギャラリー
（たづくり9階）
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

問 松下葉子

全席自由

問 文化・コミュニティ事業課

2020

25（土） アンサンブル・ソナーレ 第35回定期演奏会

26（日） 第24回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
12:00～17:00 全席自由
問 京王沿線ふれあいのハーモニカコンサート事務局長
北原英男 090-3576-0890
hk-kitahara@jcom.home.ne.jp

30（木）～ 調布きりえ 第33回あざみ展
6/4（火） 10:00～17:00（最終日15:00まで）

北ギャラリー

★

問 遠藤きみ子

03-3309-1718

★

6/1（土） 弦楽アンサンブル・パンドラ 第13回演奏会 くすのきホール
14:00～
問 古田真理子 042-485-5216
furu-tam@jcom.home.ne.jp

6/2（日） 第51回調布市マザーコーラス交歓会

調布市せんがわ劇場

休館日 5/20
（月）

情報をお待ちしています。

情報掲載の申込

投票受付期間 〜9/15（日）
投票対象作品 2018年9/1から2019年8/31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 ※主な対象作品は、HPに掲載中
投票できる方 •調布市内在住・在勤・在学の方 •イオンシネマ シアタス調布にご来場の方
投票方法 ■投票用紙による投票：①調布市役所 ②たづくり ほか ■インターネット投票：HP入力フォームから必要事項を入力
投票された方の中から抽選で、
イオンシネマで使用できる映画鑑賞券をプレゼントします！

対 ～5/31
（金）
に投票した方
他 投票には諸条件があります。
詳しくはチラシまたは HP をご覧ください

調布よさこい 参加チーム・実行委員募集

問 文化・コミュニティ事業課

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）
（予定） 所 旧甲州街道周辺
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加できる団体
（チーム）
または個人
〈よさこい部会
（市内チーム）
〉10人以上のチーム
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人以下のチームは要相談
〈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
定 参加チーム：30組
（先着順） 実行委員：なし 締 6/15(土)17:00まで
申 電話 042-441-6171
（9:00～17:00） メール comm@chofu-culture-community.org

Learning

〈5月以降開講講座 追加募集〉ちょうふ市民カレッジ
042-441-6150

5月以降開講の講座で、定員に満たない講座は5/7（火）9:00からお電話で申込みを受け付けます。
定員を満たしている場合でもキャンセル待ちを受け付けます。詳しくはお問い合わせください。
◦ 料金表記がない催しは無料です

お知
らせ

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 文化・コミュニティ事業課

Yosakoi

◦ 開場表記がない催しは30分前開場です

くすのきホール

※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
※翌日分の予定★の日程は次号には掲載しません

第２回 映画のまち調布賞 投票 募集中！

50枚！
！

くすのきホール

14:00～16:00
問 石野 070-5599-4155

042-441-6150

日 2020年2月下旬～3月下旬
（予定）

北ギャラリー

042-482-5595

13:00～ 全席自由
問 岡部三枝子 042-484-3164

Cinema

問 文化・コミュニティ事業課

042-487-7068

13（月）～ 日本画
19（日） 10:00～18:00（最終日17:00まで）

映画のまちの、映画のお祭り。映画のまち調布 シネマフェスティバル

ラーニング

大会議場

★

いと のこ もっ こう

★

よさこい

みんなの広場

最終日15:00まで）
11日（土）10：00〜12：00 体験教室
問 木村連子 090-2411-4165

Art

映画鑑賞券をプレゼント！
！

後援

14:00～16:00 全席自由 有料 1,000円（中学生以下無料）
問 江村麻美 090-7224-5808
http://cpo.jpn.org/mail.html

所 グリーンホール大ホール 舞台

※在勤・在学を含む
（連弾の場合、
代表者）

シネマ

休館日 5/7（火）
・13（月）
・20（月）
・
27（月）、6/3（月）

19（日） HOP STEP PASSAGE2019

★

※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区分まで申込みできます

申 電話

アート

調布市グリーンホール

15:00～18:00 全席自由・500円
問 北田 042-482-3062

費 1人2,000円／55分間 ※連弾の場合は、1区分につき2人で4,000円となります

過去の様子

各イベントの内容は、問合せ先にご確認ください
問 企画課
042-441-6145

042-441-6039

このコーナーに、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。

2019年度
第1回たづくり・グリーンホール・

せんがわ劇場 利用者懇談会
問 企画課

042-441-6131

日頃たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場をご利用されて
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・せんがわ劇場をさらに安
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。
多くの方のご参加をお待ちしています。
日 ７/６
（土）10:00～12:00 ※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

6

オープニング・コンサート 夏だ！祭りだ！
！

23

（日）

6

［料金］全席自由 ￥500
14:00
※各種割引なし
60分公演
［出演］指揮：鈴木優人
ピアノ：山下洋輔
グリーンホール 大ホール
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

（水）

18:00

6

完売御礼

※15:00から深大寺ご院内僧侶による天台聲明の詠唱あり

12:00

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！

くすのきホール

6

調布国際音楽祭
エグゼクティブ・プロデューサー
すずき

6

音楽祭プロデューサーが楽しくナビゲート

（木）

まさト〜ク コンサート

（金）

まさと

午後のオペラ
《後宮からの誘拐》

29

2019年

（日）

29

（土）

45分公演

公演会場
調布市グリーンホール 大ホール

13:30

60分公演

調布市文化会館たづくり くすのきホール
深大寺 本堂
好評発売中

6

（日）

11:00

45分公演

6

30

（日）

13:00/15：30
60分公演
完売御礼

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

30

無料公演

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

6

（日）

29

6

29

6

（土）
・

日
所
対

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

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

©ヒダキトモコ

30

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

ウェルカムコンサート

（日）

（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、
ドリンクや軽食をとりながらくつろげます。

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）

定
費

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）

写真：池田晶紀
（ゆかい）
/CHEESE

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
問 文化・コミュニティ事業課 ☎ 042-441-6150
日 6/29
（土）
・30（日）
所 ①たづくりエントランスホール

②たづくり・グリーンホール周辺の屋外

対 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
②各日3組

定 ①各日6組

締 5/8
（水）

サポート事業者募集

問 文化・コミュニティ事業課

☎ 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

平成31年度 文化・芸術創造拠点形成事業
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。

プレイ ガイ ド

ちょうふアートプラス

調布市民は入会金・年間費無料！
※市外年会費 1,000 円

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

調布市グリーンホール（9：00～19：00 月曜日休館 ※変則あり）

調布市たづくり（9：00～21：30 第４月曜日とその翌日休館 ※変則あり）
※発売初日の窓口販売はありません。9:00 から電話・インターネット販売のみ

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。

※チケット CHOFU での予約に限り、割
※会員先行発売期間中は、
団体割引の適用はありません
☎0570–02–9999
アンダーにじゅうに
引制度のご利用およびチケット代金
http://eplus.jp/
の振 込みによる支 払いができます。 ◦U22割引
☎0570–000–777
電 話及びインターネット予 約後のチ
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
☎0570–08–9999 CN ケットの郵送も承ります。
（ 簡易書留送
（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。

広 告

● 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）

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

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。

（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

■ 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。
■ 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。

？
」
に広告を掲載しませんか

「
本誌
約122,000部発行

地域に根ざした

情報発信

042-443-6681
◦ 料金表記がない催しは無料です

※ちょうふアートプラス入会申込は郵便振替をご利用ください

【保育サービス】

料は 1 公演ごとに 392 円かかります）

各戸配布

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。

★財団主催・提携するイベントなどのチケット購入や参加申込を優先エントリー＆割引価格でご案内！
※枚数制限・割引価格がないイベントもあります。
※市民は入会時に運転免許証など住所が証明できる書類を窓口
（グリーンホール・たづくりせんがわ劇場）
にお持ちください。

■取扱窓口

※所定の手数料がかかります

（土）
・

市民音楽家によるオープンステージ

問 芸術振興事業課
（グリーン
ホール ） ☎ 042-481-7611

［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

☎ 042-481-7222

◦ 開場表記がない催しは30分前開場です

30

フェスティバル・オーケストラ出演者募集

たたいてあそぼう2019

https://www.ticket-mngt.net/chofu/pt/

調布市内

6

（土）
・

調布国際音楽祭に参加しましょう！

スギテツ 愛と笑いのクラシック
！

［料金］￥2,000 3歳～小学生￥1,000
［オススメ年齢］4歳以上

（9：00〜19：00 第４月曜日休み ※変則あり）

◦チケットぴあ
◦e＋
（イープラス）
◦ローソンチケット
◦CNプレイガイド

29

11:00~16:30

スギテツのワークショップ＆コンサート

公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団

お問い合わせは

6

［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

［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

©Marco Borggreve

©Wolfgang Schmitt

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
11:00

©K.Miura

ソリストが代わる代わる超絶技巧を披露！今年はバロック
時代を代表する3人の大作曲家、
ヘンデル・バッハ・ヴィヴァル
ディによる珠玉の協奏曲をたっぷりとお聴きいただきます。

6

6

©Yuji Hori

［料金］全席指定 SS席￥6,000 S席￥5,000
A席￥4,000 B席￥3,000
［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）

11:30~17:00

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

■チケット CHOFU

華麗なる協奏曲の夕べ

撮影 武藤 章

モーツァルト時代の楽器で聴く楽しいドタバタオペラ♪
お求め安い価格で、
オペラデビューしたいあなたにも
ぴったりの公演です。

6 23 30
（日）
－

バッハ・コレギウム・ジャパン

（日）

©Marco Borggreve

©Marco Borggreve

月

30

16:15開場
グリーンホール 大ホール

［料金］6/28 全席指定 S席￥7,000 A 席￥5,000
15:00
※平日割引
6/29 全席指定 S席￥7,500 A 席￥5,500
6
（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】
各日A席
管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン
残席僅少 ［曲目］モーツァルト：オペラ《後宮からの誘拐》KV 384（全3幕）
演奏会形式・原語上演・日本語字幕付

鈴木優人

森 麻季 ソプラノ・
リサイタル

（日）

17:00

©m.nishino

［料金］全席指定 1,000円
［出演］ピアノ：鈴木優人、森下 唯
管弦楽：シンガポール・ヨンシュウトウ音楽院選
抜メンバーほか
［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

28

30

［料金］全席指定￥5,000
14:00 ［出演］ソプラノ：森 麻季 ピアノ：山岸茂人
くすのきホール ［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
残席僅少
アメイジング・グレイス ほか

［料金］全席自由 （整理券番号付）￥4,500
［出演］オーボエ：三宮正満
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
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

27

©Marco Borggreve

［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

©Akihiko Sonoda

15:30

6

（土）

［料金］全席指定 S席￥3,000 A席￥1,500
17:15開場・
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、
グリーンホール 大ホール
フェスティバル・オーケストラ

深大寺本堂に響くオーボエとチェンバロ

26

調布国際音楽祭
フェスティバル・オーケストラ

29

全戸配布による

知名度向上

info@182ch.net

信頼度の高い
広報媒体

株式会社ウィード

調布市多摩川5-9-4 インペリアル京王多摩川フラット103

◦ 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

