調布市文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場

〒182－0026 東京都調布市小島町 2－33－1
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調布市内で開催する芸術・文化イベント情報誌

Vol.236
今月のいち押し！

◆中川平一風景画展 ―調布を描いて 55 年―

今月の発売（発売日順）

◆ラグース －アイリッシュダンス－
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・予防の観点から当財団が主催・提携するイベ
ントについては、調布市の対応方針に従い、状況により中止または延期とする可能性があ
ります。イベント当日までに HP または各事業のお問い合わせ先で確認のうえ、ご参加いた
だきますようお願いいたします。
貸館での催しについては、各主催者にご確認をお願いいたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

@chofu_zaidan

広 告

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

調布市文化・コミュニティ振興財団

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

April

調布財団

検 索

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設利用料金の還付について
新型コロナウイルス感染拡大を防止するた
め、施設の利用をキャンセルした場合には既
納の施設利用料金の全額を還付いたします。
【対象期間】
施設利用日が、2/27（木）～4/30（木）
【対象施設】
文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場
ご不明な点、詳細は、
下記までお問い合わせください。
たづくり・グリーンホール 042-441-6145
せんがわ劇場

〔凡 例〕 問 …問合せ先

chofu_zaidan

4

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

対 …対象

03-3300-0611

講 …講師

監 …監督

【返還方法】
過日分の予約について
❶各施設インフォメーションで「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設利用料金還付申請書」を記入し、提出してください。
■配布場所：たづくり1階インフォメーション、グリーンホール1階受付、せんがわ劇場１階受付 ※ HP からダウンロードもできます。
■提出場所：たづくり、グリーンホールをキャンセルした方→たづくり１階インフォメーション
せんがわ劇場をキャンセルした方→せんがわ劇場１階受付
❷申請時に、引換券をお渡しします。還付時に必要となりますので大切に保管してください。
❸還付の準備ができましたら、こちらからご連絡いたします。
（1週間～10日前後頂きます）
❹平日（休館日を除く9：00～17：00）
でご都合の良い日に引換券をお持ちの上、下記施設までお越しください。
■還付場所：たづくり、グリーンホールをキャンセルした方→たづくり７階財団事務室窓口
せんがわ劇場をキャンセルした方→せんがわ劇場１階受付
利用日当日以降の予約について
4/30（木）
までの予約に関しましては、通常の還付手続きと同様、各施設1階インフォメーションで還付します。

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 126,000部 発行月30,000円／290,000部 発行月60,000円）のお申込みは、文化・コミニュティ事業課（042−441−6039）まで連絡。広報紙 財団報ぱれっとの配達依頼や配達辞退などについては、株式会社アト
（050-5357-9679）まで連絡。
（時間は9:00～19:00）
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問 文化・コミュニティ事業課

中川平一風景画展 ―調布を描いて55年―

リトルギャラリー

水引アートの世界
―現代まで伝わる魅力―

調布市在住で画家・中川平一さんは、調布市内の小学校で教師として勤め
ながら、市内各地を淡彩画で描き、退職後も続けています。描く姿は、市内で頻
繁に見かけられ、街の名物としてテレビ番組でたびたび紹介されるほどです。

ご祝儀袋の紐として知られている「水引」を用いて作品を作
り、調布市内にてワークショップを行っている村井玲子さんの作
品を展示します。
結び方を様々に組み合わせることで、
平面から
立体まであらゆる形に変化する水引をどうぞご覧ください。
所 リトルギャラリー
（たづくり9階）
日 ～5/28
（木）
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。

本展は、
〈 開発で変化した場所〉
〈 市民の憩いの場所〉
〈 調布の歴史・文化〉
などのコーナーに分けて、約100点の作品を中心に紹介します。
所 展示室
（たづくり１階）
日 4/18
（土）～6/14（日）10:00～18:00
後援 調布市教育委員会

042-441-6150

調布FM83.8MHz 協力 画材 奈良堂

ギャラリートーク
所 展示室
（たづくり１階）
日 4/18
（土）、5/12（火）、6/14（日） いずれも14：00～
「マラソン折り返し点」
（2018年）

Chofu Art Spin 2020

明るい未来につなぐ 新たな可能性 100年後の君へ。
Chofu Art Spin 2020とは？
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いよいよ、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。
子どもたちやその先の世代へと明るい未来と夢を残すため、100年後の未来に想いを馳せて様々な事業を実施していきます。
下記イベント以外にも、老若男女問わずお楽しみいただける企画をたづくり、
グリーンホール、せんがわ劇場から発信していきます。

たづくりアスリートワンダーウォール！４
問

文化・コミュニティ事業課

古刹・深大寺と縁の深い
「能楽」
をわかりやすく発信する３年間
（序・破・急）
の伝統芸能プロジェクト。
最終年となる2020年度も創造的な能楽プログラムを発信していきます。

042-441-6150

アスリート達にまつわるワンダー
（驚き）
を体感し
た か は し じゅん
ていただく機会として、
イラストレーター・高橋 潤 氏
の作品を壁面アートで紹介します。
調布市内で開催されるバドミントン、
7人制ラグ
ビー、
近代五種など5競技を幾何学的なイラストで
表現します。
所 エントランスホール
（たづくり１階）
日 5/27
（水）
～8/23
（日）

主な
事業予定

5月

講座 ちょうふ市民カレッジ前期

はじめての能楽
－謡曲と仕舞－（観世流）

たづくり10階
日 5/15～7/3 金曜日
（6回）
14:00～15:30
所
講

ごう

み

え

こ

郷 三枝子
（観世流能楽師シテ方準職分）

6月

調布の歴史と文化

芸術振興事業課
（グリーンホール） 042-481-7611

ベートーヴェンが生まれて250年。
彼の交響曲全９曲を調布でしか聴けないかたちでお届けします。
所 グリーンホール、
たづくり、
せんがわ劇場、
深大寺 ほか
最終面をご覧ください
日 6/14
（日）
～21
（日）

講座 ちょうふ市民カレッジ後期

平家物語と能

〜深大寺を中心に
（仮）

新作能の題材である深大寺を中心に、
調布の歴史や文化について学びます。
所 映像シアター
（たづくり8階）
日 9～11月頃予定
協力

所
日

8月

と み た

な

つ

文化・コミュニティ事業課

11/23
（月・祝）
15:00
（予定）
やまなか がしょう

うめ わ か の り か

山中迓晶、
梅若紀佳
（シテ方観世流 梅若会） ほか

演

のぼる

10月

11月

調布・巡る・アートプロジェクト

み

問

日

9月

クリエイティブリユースでアート！
× 富田菜摘「ものものいきもの」展

げ っ ぱ く

新作能 月魄

所 くすのきホール
（たづくり2階）

たづくり館内
11～３月頃予定
や す だ

公演

安田 登
（下掛宝生流ワキ方能楽師）

講

調布市郷土博物館

7月

調布国際音楽祭2020
問

講座

問

企画課

042-441-6145

たづくりを中心に、
グリーンホールやせんがわ劇場、その他連携会
場で、現代アート作品を展示します。共生社会の実現に向けて、国内外
のアーティストによる多様な表現が集まります。参加型の企画も実施
予定です。
所 グリーンホール、
たづくり、
せんがわ劇場 ほか
日 8/26
（水）
～9/13
（日）

042-441-6150

現代美術家の富田菜摘さんによる、
調布の廃材を使った動物の立体
作品を20点ほど紹介します。
所 展示室
（たづくり１階）
日 7/18
（土）
～9/13
（日） 10:00～18:00

今後も決定次第、
詳細を随時発表します。

042-481-7222（9:00～19:00第4月曜日休み・変則あり）

チケットCHOFU

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。

※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

プレイガイドは最終面をご覧ください ➡︎

調布市グリーンホール
4/16（木） 18:30
柳家小三治 春の会
やなぎや

こ

さ

ん
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じ

公演中止
ご購入いただいたチケットの払戻し手続き等については
右記をご覧ください

4/18（土） 16:30
稲垣潤一コンサート2020

提携

い な が き じゅんいち

大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥6,120
一般 ￥6,800

あ

11/13（金） 18:30
ラグース －アイリッシュダンス－

提携

や

提携

生まれる前から知っていたような、
なつかしさあふれる音楽。
透き通る歌声に、炎のように激しいダンス。
アイルランドから、
ダンサーやアイリッシュバンド、そして歌手たちが、日本に最高
のケルティック・エンターテイメントをお届けいたします。
大ホール 全席指定
アートプラス会員 ¥4,950 一般 ¥5,500
演 ラグース

幼少の頃より数々のグランプリを手に
した演歌の申し子。
ステ ージでは 演 歌 の み ならず 洋 楽・
Jポップと抜群の歌唱センスを披露します！
大ホール 全席指定 残席僅少
アートプラス会員 S席 ￥6,120
A席 ￥4,500
一般 S席 ￥6,800
A席 ￥5,000

主催 インプレサリオ東京

発売 アートプラス会員4/8（水）
一般4/10（金）

※U22割引はチケットCHOFUのみ取扱い
主催 東京労音府中センター

6/6（土） 11:00
劇団四季『ジョン万次郎の夢』

※U22割引はチケットCHOFUのみ取扱い
主催 東京労音府中センター

5/16（土）

5/30（土） ①11:30 ②15:30
島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー 2020-2021
35周年記念コンサート
し ま づ

げ き だ ん

①12:00 ②14:30 約70分（休憩なし）
CN

0歳から入場可 提携

かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ

し

き

まん

じ

ろ う

0歳から入場可 提携

公演中止及び延期の場合のお手続きについて

ゆめ

大ホール 全席指定
アートプラス会員 S席 ￥4,950 ※A席割引なし
一般 S席 ￥5,500 A席 ￥3,300
小学生以下 S席 ￥3,300 A席 ￥2,200
※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、
私学予定
※S席一 般 会員割引・ハンディキャップ
割引以外の各種割引はありません
※2歳以下ひざ上無料
（ただし座席が
必要な場合は有料）
主催 劇団四季

大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥2,700
一般 ￥3,000
2歳以下ひざ上無料
（ただし座席が必要な場合は有料）

購入いただいたチケットはそのまま保管ください。中止の場合
はお手元のチケットと引き換えに払い戻しいたします。
払い戻しには受付期間があります。期間を過ぎますと無効にな
りますのでご注意ください。お手続きの詳細は、チケットCHOFU
（TEL：042-481-7222）
または HP をご覧ください。
【払戻し対象公演】
3/22（日）調布市民歌舞伎公演 ※公演は実施
3/25（水）柳家喬太郎春風亭一之輔三遊亭萬橘気になる三人会
4/4
（土）来日55周年/生誕100周年記念アルフレッド・ハウゼ・

主催 キョードーファクトリー

タンゴ・オーケストラ
4/16（木）柳家小三治春の会
撮影：下坂敦俊

〔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
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問 文化・コミュニティ事業課

展示室年間スケジュール

※展覧会の名称は仮称です。今後、変更になる場合があります

042-441-6150

■TAC
（Tazukuri Art Communication）
について

よりアートに親しんでいただけるプログラム「TAC」を実施します。

「TAC」
が提供するのは
「体験」
と
「交感」
のプログラムです。
ただ鑑賞するだけではな
く、
ワークショップやギャラリートークなどの芸術普及イベントを通じてアートに関心を
持つきっかけになることを目指します。
多くの皆さまのご来場をお待ちしています。

■クリエイティブリユースでアート！×富田菜摘「ものものいきもの」展

■岡田千晶展（仮）

今まで３回開催してきた「クリエイティブリユースでアート！」。今回はリニューアルをし、障害の有無に
関係なく老若男女、多種多様な人々が表現者として参加できる展覧会を行います。
本展では、
現代美術家の富田菜摘さんによる、
調布の廃材を使ったいきものの立体
作品を20点ほど紹介します。
また、
富田さんが講師として市内の小学校や高齢者施設
に出向き、
ワークショップで制作した、
廃材でできた
「いきもの」
や
「国旗」
を展示します。

岡田千晶さんは、線画で描かれた「クマのプーさん」の挿絵に憧
れて、絵本を手掛けるようになりました。子育てが落ちついたころか
ら年間2～3冊の絵本を出版しています。本展では、代表作「ゆめの
とびらをひらくとき」をはじめ、
「あかり」
「ボタンちゃん」など人気の
絵本と最新刊の原画を展示します。

たづくり１階にある展示室では、様々なアートをご紹介するとともに、子どもから大人の方まで
タ ッ ク

お か だ

日 7/18
（土）～9/13（日） 10:00～18:00

ち あ き

日 9/26
（土）～11/3（火・祝） 10:00～18:00

助成：公益財団法人朝日新聞文化財団

企画協力：株式会社ブルージエイ

富田菜摘「映太郎」（2020年）

お お む ら ゆ き の

■大村雪乃展（仮）

■愛と美の宝庫」〜実篤記念館収集名品展〜（仮）

大村雪乃さんは文房具の丸シールを用いて、都市の明かりを点
描で表現しています。数々のメディアに取り上げられるほか、国内外
でも展覧会や作品のオーダーを受け、現在注目されるアーティスト
の一人です。
今回は代表作「Beautiful Midnight」をはじめ、横浜や渋谷の
夜景など大型の作品を約20点展示します。

調布市武者小路実篤記念館は開館して35年が経ちました。本展で
は収集品の中から「愛と死」
（昭和14年）、
「真理先生」
（昭和24年）の
原稿などの文学資料や40歳頃から描き始め、多くの人々に親しまれ
ている、野菜や花などを描き人々を励ます言葉を添えた画などを展示
します。
また、寄贈品については寄贈者が託した思いもご紹介します。

日 11/7
（土）～12/23（水） 10:00～18:00

シネマ

日 2021年1/9
（土）～2/12（金） 10:00～18:00

大村雪乃「YOKOHAMA」
（2013年）

共催 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館

武者小路実篤
「冬瓜と南瓜」(1966年 )

Cinema

問 文化・コミュニティ事業課

映画のまち調布 シネマフェスティバル2021

映画鑑賞券をプレゼント!!

第3回映画のまち調布賞 投票募集中！

投票受付期間 ～9/6（日）
投票対象作品 2019年9/1
（日）から2020年8/31（月）
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
投 票 方 法

042-441-6150

・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
■投票用紙による投票：①調布市役所 ②たづくり ③イオンシネマ シアタス調布
■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
50名様にプレゼントします！
対 ～6/30
（火）
に投票した方
他 投票には諸条件があります。

ほか

詳しくはチラシまたは HP をご覧ください。

ワンコインで大きな感動を！ 調布シネサロン
所グ
 リーンホール大ホール

定 各
 回800人(当日先着順） 費 ¥
 500
（当日支払い）※未就学児不可 各種割引なし 各回入替制

妻の反乱で、
夫たちに史上最大のピンチが訪れる!! 前作を観ていなくても楽しめる家族劇。

『妻よ薔薇のように
日 4
 /23
（木）14:00

今後のシネサロン

（2018年/123分/35㎜）
家族はつらいよⅢ』

※14:30の回のみ保育サービスあり

“地上最大のショウ”の幕が上がる！

（2017年/105分/ブルーレイ/日本語字幕）
『グレイテスト・ショーマン』

19世紀半ばのアメリカでショービジネスの原点を築いた実在の興行師、
P.T.バーナムを描いた
ミュージカル映画。
“すべての人が輝く”をテーマに、
ショービジネスの裏側で繰り広げられる
「愛」
「夢」
「希望」のドラマを、
躍動するスケール感でお届けする感動作です。
日 5
 /21
（木）
①14:30 ②19:00
監 マイケル・グレイシー
演 ヒュー・ジャックマン、
ザック・エフロン、
ミシェル・ウィリアムズ ほか

開催中止
©2018「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」製作委員会

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

ミュージック Music

ファミリー音楽プログラム vol.25

サンデー・マティネ・コンサート
〜午後への前奏曲〜 vol.228

スタートコンサート

問 芸術振興事業課
（せんがわ劇場）

「演奏会入門コンサート」
問 芸術振興事業課
（せんがわ劇場）

03-3300-0611

日 4
 /12
（日）
11:00～11:45
演 三原未紗子

（ピアノ）

03-3300-0611

5歳以上のお子様とその保護者の皆様が一緒に楽しめる無料
のコンサート。
今回は、
演奏会入門コンサートとして、
拍手のマナー
や色々なお話を交えながらコンサートの楽しみ方をお伝えします。
所 せ
 んがわ劇場ホール
日 6
 /6
（土） 15:00
ご う だ かおり

演 合
 田香
（お話）
、
桐朋学園大学学生
対 5歳から小学生までとその保護者


開催中止

（小学3年生までは要保護者同伴）

前回の様子

定 100人程度

（申込先着順）
申 電話


03-3300-0611
（9:00～19:00）
インターネット HP の入力フォームより必要事項を入力

問 芸術振興事業課
（グリーンホール）

042-481-7611

「市民編」の出演者を募集します。音楽が好きな人なら経験や
レベルは問いません。
気軽にご参加ください。
所 エントランスホール
（たづくり1階）
日 5 /23
（土）、9/19（土）、11/14（土）、2021年1/23（土）、
3/20（土・祝）
※5/23は定員に達しました
対 市内在住

・在勤・在学または、市内で演奏活動している方が1
人以上含まれている団体及び個人。演奏内容は器楽のみです。
※演奏時間は1グループ15～20分間
※ポピュラーな楽曲を1曲以上含むプログラム
※弾き語りや合唱など歌うものはできません。
また、音量や人数など、
ステージの
都合によりご相談させていただくことがあります

申 HP 、
たづくり、
グリーンホール、せんがわ劇場などで配布して

いる募集チラシをご覧ください。

4/17
（金）
10:00～受付開始

サポート

小さな小さな音楽会 市民編
出演者募集

Support
せ

ゆ う

文化ボランティア ちょうふアートサポーターズ募集

皆様の活動を支援 陶芸施釉・焼成作品受付

当財団事業の運営を支えるボランティアスタッフ
（ちょうふアートサポーターズ）
を募集します。
調布国際音楽祭、
シネマ
フェスティバル、
調布・巡る・アートプロジェクト、
せんがわ劇場の公演等に、
文化ボランティアとしてご参加いただきます。

所 財
 団管理事務室
（たづくり7階）

問 文化・コミュニティ事業課

登録期間：4月～2021年3月末まで
対 原則市内在住・在勤・在学の高校生以上の方

※18歳未満は保護者の同意が必要です

042-441-6171

問 文化・コミュニティ事業課

042-441-6150

日 受付

5/10
（日）
9：00～17：00
（12:00～13:00を除く）
返却 7/3
（金）
～19
（日）
9：00～21：00

他 詳細は HP をご覧ください。

定 100人程度

申 インターネ

ット

HP の入力フォームから必要事項を入力
窓口 申込用紙
（たづくり、
グリーンホール、
せんがわ劇場で配布）
に
記入の上、
たづくり７階財団管理事務室に提出。
一次締切：4/19
（日）

他 応募条件等の詳細は、
HP または募集要項をご覧ください。

◦ 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。料金は全て内税です

◦ 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

フェスオケもベートーヴェン特集！

交響曲はエネルギーあふれる

若者にふさわしい第 7 番、そしてバッハ弾きとして
世界が注目するマルティン・シュタットフェルトが

N響 & BCJで聴く

弾き振りする協奏曲第 1番も一期一会です。
̶

「第九」

NHKSO & BCJ
join forces in
Beethovenʼs Ninth

『ミサ・ソレムニス』
と並行して取り組むことになる鈴木雅明が、
̶

調布市グリーンホール
大ホール Chofu City Green Hall, Large Hall

©Marco Borggreve

©Sara Schoengen

©Felix Broede

©M.Miura

「運命」
「田園」
に第8番を加えたオール・シンフォニー・プログラム！

定番中の定番がどんな鮮烈な響きで蘇るのか、BCJの新境地に

6月21日（日）18:15
Sunday, June 21 at 18:15

17:30 開場

調布市グリーンホール 大ホール

Chofu City Green Hall, Large Hall

全席指定 S ¥9,500 A ¥8,000 B ¥6,000

Chofu City Green Hall, Large Hall

̶

全席指定 S ¥7,000 A ¥5,000 B ¥3,500

ベートーヴェン：

̶

交響曲第 9 番 ニ短調 作品125「合唱付き」
Ludwig van Beethoven:Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 “Choral”

響が 年ぶりに
調布に登場！
との初共演
プロジェクト！

̶

指揮：鈴木雅明
ソプラノ：アン= ヘレン・モーエン
メゾ・ソプラノ：オリヴィア・フェルミューレン
テノール：ベンヤミン・ブルンス
バリトン：クリスティアン・イムラー
管弦楽：NHK 交響楽団
合唱：バッハ・コレギウム・ジャパン
Masaaki Suzuki, Conductor
Ann-Helen Moen, Soprano
Olivia Vermeulen, Mezzo-Soprano
Benjamin Bruns, Tenor
Christian Immler, Baritone
NHK Symphony Orchestra, Tokyo
Bach Collegium Japan, Chorus

B
C
J

N
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ベートーヴェン：

交響曲第 5 番 ハ短調 作品 67「運命」
交響曲第 6 番 ヘ長調 作品 68「田園」
交響曲第 8 番 ヘ長調 作品 93
Ludwig van Beethoven:
Symphony No. 5 in C minor, Op. 67
Symphony No. 6 in F major, Op. 68 “Pastoral”
Symphony No. 8 in F major, Op. 93

̶

指揮：鈴木優人 管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン
Masato Suzuki, Conductor Bach Collegium Japan, Orchestra

レクチャー &コンサート

ベートーヴェンの交響曲を知る

お得な 5 公演セット券

該当公演

¥25,000

※複数の席種がある場合は、
Ｓ席です
※取り扱いは、チケット CHOFU 電話・窓口のみ。
インターネットでの取り扱いはありません

ちょうふアートプラス会員割引
セット券・各公演全て 1 割引になります

（キッズ公演の３歳から小学生料金を除く）

調布市民は入会金・年会費無料！

（市外の方は年会費￥1,000）

団体割引（10 枚以上）、ハンディキャップ割引（500 円）は、グリーンホール
と文化会館たづくりで購入時にお申し出ください。ただし会員割引等との併
用はできません／お買い求めいただいたチケットのキャンセル・変更・再発
行等はいたしかねます

曲制覇！
交響曲全９

ベートーヴェン・セット 50セット限定

Lecture & Concert: Exploring Beethovenʼs Symphonies

̶

新たに会場として加わった調布市せんがわ劇場で、市民
向け講座でも大人気の西原稔がプロデューサー陣の連弾
演奏とともにベートーヴェンの交響曲を特別に解説！

今年の音楽祭を楽しみ尽くすための鍵はここにあります。
̶

6月16日（火）11:00

（90 分公演／休憩なし）

Tuesday, June 16 at 11:00
(90 minutes/no intermission)

調布市せんがわ劇場
Chofu City Sengawa Theater

全席指定 ¥2,000

̶

ベートーヴェン：交響曲第 1 番 ハ長調 作品 21（ピアノ連弾版）
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C major, Op. 21（Piano Four-hands Version）

̶

解説：西原 稔（桐朋学園大学大学院教授） ピアノ：鈴木優人、森下 唯

ベートーヴェンの生涯と交響曲

Minoru Nishihara, Talk

Masato Suzuki, Yui Morishita, Piano

文＝西原稔（桐朋学園大学大学院教授）

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは1770年、
ケルン選帝侯の宮廷のある都市“ボン”に生まれました。
彼の祖父は同姓
同名で宮廷楽長を務めました。
父のヨハンは宮廷歌手でした。
ベートーヴェンは1792年までのボン時代に、
すでに独唱、
合唱、
オーケストラの
大規模な2曲のカンタータの数多くの作品を作曲しています。
1792年、
ヴァルトシュタイン伯爵らに送られてベートーヴェンはウィーンに移り、
作曲の基礎をハイドンやアルブレヒツベルガーらに師事します。
ベートーヴェンは
この作曲の学習を終えて1795年頃から本格的な創作に乗り出し、
3曲の
「ピアノ三重奏曲」
（作品１）
を完成させ、
彼の支援者のリヒノフスキー侯爵に献呈しました。
ベートーヴェンは1790年代後半に数多くの管楽器を含む室内楽作品を手掛け、
管楽器の経験を積んでいきます。
そしてその経験を土台にベートーヴェンは1800年、
宮廷
ブルク劇場でデビュー演奏会を開催し、
そこで
「交響曲第１番」
（作品21）
を初演します。
続いて1801-02年に
「交響曲第2番」
（作品36）
を作曲します。
この頃から難聴が悪化し、
この作品の作曲時期に
「ハイリゲンシュタットの遺書」
を記しますが、
この交響曲は遺書とは無縁な明朗な楽想です。
1804年に初演された
「交響曲第3番」
（作品55）
は
「英雄」
の名で親しまれています。
ナポレオンへの礼賛と失望のエピソードで知られますが、
この作品はこれまでの交響曲の概念
を一新した交響曲で、
ベートーヴェンは交響曲を記念碑的な壮大なジャンルとして確立しました。
その後第4番
（作品60）
は小ぶりな作品ですが、
1808年12月22日に開催した演奏会
は音楽史でもっとも画期的な演奏会でした。
「交響曲第5番」
（作品67）
「
、交響曲第6番」
（作品68）
と、
その後の
「交響曲第9番」
の第4楽章の初期稿となる
「合唱幻想曲」
（作品80）
が
初演されました。
この演奏会において彼は第5番では主題動機の徹底的な展開を行い、
第6番ではその後のロマン派の交響曲の様式を確立し、
「合唱幻想曲」
では管弦楽作品に合唱
を加える実験を行いました。
ナポレオン戦争終盤の1813年に交響曲第7番と第8番
（作品92、
93）
が完成します。
とくに第7番のアレグレットの楽章は大きな評価を得ました。
そして10年の沈黙ののちに
「交響曲
第9番」
（作品125）
が完成します。
1824年に完成したこの作品の
「歓喜の合唱」
の源はボン時代のカンタータに遡ります。
そして1827年、
彼は創作の生涯を閉じることになります。

指揮 鈴木優人
J. S. バッハ：
管弦楽組曲第 3 番 ニ長調 BWV1068

ベートーヴェン： ピアノ・指揮 マルティン・シュタットフェルト
ピアノ協奏曲第 1 番 ハ長調 作品 15
ベートーヴェン：
交響曲第 7 番 イ長調 作品 92

指揮

鈴木雅明

Johann Sebastian Bach: Overture No. 3 in D major, BWV 1068
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C major, Op.15
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92

̶

指揮：鈴木雅明
指揮：鈴木優人
ピアノ・指揮（弾き振り）
：マルティン・シュタットフェルト
管弦楽：フェスティバル・オーケストラ
Masaaki Suzuki, Conductor
Masato Suzuki, Conductor
Martin Stadtfeld, Piano/Conductor
CIMF Festival Orchestra

̶

フェスティバル・オーケストラを指導し
ともに演奏する豪華首席奏者たち
コンサートマスター：白井 圭

（ミュンヘン国際音楽コンクール第2 位入賞および聴衆賞）

ヴァイオリン：瀧村依里（読売日本交響団首席奏者）
ヴィオラ：井野邉大輔

（仙台フィルハーモニー管弦楽団ソロ首席奏者、

大阪フィルハーモニー交響楽団特別契約首席奏者）

チェロ：西谷牧人（元東京交響楽団首席奏者）
コントラバス：西山真二（NHK 交響楽団首席代行）
フルート：上野星矢

6

本番チケットをお持ちの方は︑
月 日︵月︶
〜 日︵木︶に行われる公開リハーサルに
ご入場いただけます︒初顔合わせから本番まで︑
オーケストラがどのように変化していくか︑
ぜひお確かめください！

© ヒダキトモコ

調布市グリーンホール 大ホール

が初めて
ベート ーヴェンの
交響曲に挑む！

B
C
J

©Marco Borggreve

Sunday, June 21 at 15:00（70 minutes/no intermission）

全席指定 S ¥6,000 A ¥4,000

今 年の音 楽 祭フィナーレ、B C Jオーケストラが 挑むのはなんと

̶

14:15 開場（70 分公演／休憩なし）

7

̶

̶

心躍ります。

●

Saturday, June 20 at 18:00

Beethovenʼs Fifth
with Masato Suzuki
and BCJ

ベートーヴェンの精神にどう分け入るのか目が離せません。

［セット価格］¥27,500 ➡

17:15 開場、17:45〜プレトークあり

「運命」

「第九」
を、
N響とのコラボで聴く唯一の機会！

6月21日（日）15:00

6月20日（土）18:00

鈴木優人とBCJの

̶

昨年BC Jによる録 音でも話題をさらった精 気ほとばしる

フェスティバル・オーケストラ

̶

鈴木雅明のベートーヴェン交響曲第 番

CIMF Festival Orchestra:
Masaaki Suzuki conducts
Beethovenʼs Seventh Symphony

15

18

（ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール優勝）

オーボエ：荒木奏美（東京交響楽団首席奏者）
クラリネット：横川晴児（元 NHK 交響楽団首席奏者）
ファゴット：井上俊次（読売日本交響楽団首席奏者）
ホルン：今井仁志（NHK 交響楽団首席奏者）
トランペット：斎藤秀範（バッハ・コレギウム・ジャパン奏者）
ティンパニ：久一忠之（東京都交響楽団首席奏者）
Kei Shirai, Violin
Eri Takimura, Violin
Daisuke Inobe, Viola
Makito Nishiya, Violoncello
Shinji Nishiyama, Double Bass
Seiya Ueno, Flute
Kanami Araki, Oboe
Seiji Yokokawa, Clarinet
Toshitsugu Inoue, Bassoon
Hitoshi Imai, Horn
Hidenori Saito, Trumpet
Tadayuki Hisaichi, Timpani

深大寺本堂に響く

珠玉のカルテッ
ト
String Quartet at Jindaiji Temple

̶

恒例となった深大寺本堂でのプレミアム・コンサート。

今年は今までで最も豪華な編成、
カルテット・アマービレによる

四重奏をお届けします。
音楽祭全体のテーマに沿ったバッハと

ベートーヴェンの聴き応え抜群のプログラム！
̶

6月17日（水）15:30
14:45 開場（60 分公演／休憩なし）

Wednesday, June 17 at 15:30
（Doors open 14:45）
（60 minutes/no intermission)

深大寺 本堂

Jindaiji Temple

全席指定（整理番号付）¥4,500
公演に先立ち、15:00より深大寺ご院内僧侶による天台聲明の詠唱あり
Tendai Shomyo chant by monks of Jindaiji Temple from 15:00

̶

J. S. バッハ：
《フーガの技法》BWV 1080より
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 作品74「ハープ」
Johann Sebastian Bach:
The Art of Fugue, BWV 1080, excerpts
Ludwig van Beethoven:
String Quartet No. 10 in E-ﬂat major, Op. 74 “Harp”

̶

弦楽四重奏：カルテット・アマービレ
Quartet Amabile, String Quartet

オープニング・コンサート

アフタヌーン・コンサート

夏だ！祭りだ！
！

室内楽で聴く

ベートーヴェンの交響曲

Opening Concert: Letʼs Celebrate the Festival!

̶

Afternoon Concert:
Discover Beethovenʼs Symphonies in Chamber Arrangements

音 楽 祭 の 幕 開けは、市 内の 学 生などによる吹 奏 楽と市民の

̶
ピアノ独奏編、さらにはこの演奏会のための新編曲。

Afternoon of Bach:
鈴木秀美 An
Hidemi Suzuki Solo Cello Recital
無伴奏チェロ・リサイタル

̶

大合 唱団による盛大な演奏会で。今年も、会場一体となって盛り

満を持して、鈴木秀美が調布に登場します。常に音楽祭の根底に

̶

イタルです。誰もがいちどは耳にしただろうあのト長調の前奏曲も、

上がること確実な大人気の名曲たちが揃っています！

ベートーヴェン自身によるトリオ版、リストによる

午後のバッハ

さまざまな編成で交響曲のパワーの源に迫ります。

あるバッハの音楽を、今年もっともじっくりと味わえるのがこのリサ
実演を聴くならまずは調布で！
̶

特に、ホルンに福川伸陽を迎えて送る「英雄」は聴きもの

6月19日（金）15:00

間違いなし！

̶

Friday, June 19 at 15:00

調布市文化会館たづくり
くすのきホール

6 14

6月18日（木）14:00

月

日
（日）14:00（60 分公演／休憩なし）

Sunday, June 14 at 14:00（60 minutes/no intermission）

Thursday, June 18 at 14:00

調布市グリーンホール 大ホール

調布市文化会館たづくり
くすのきホール

Chofu City Green Hall, Large Hall

全席指定 ¥1,000
3 歳から入場可

Chofu City Culture Hall, Kusunoki Hall

̶

全席指定 ¥3,000

シベリウス：交響詩「フィンランディア」作品 26
佐藤 眞：大地讃頌（大木惇夫 作詞）
ベートーヴェン：エリーゼのために WoO 59
ラヴェル：ボレロ

̶

ベートーヴェン゠ベートーヴェン編：
交響曲第 2 番（ピアノ三重奏版）
ベートーヴェン゠リスト編：
交響曲第 4 番（独奏ピアノ版）
ベートーヴェン゠鈴木優人 & 森下 唯編：
（室内楽版）
交響曲第 3 番「英雄」

Jean Sibelius: Finlandia, Op. 26
Shin Sato: Daichi Sansho (Atsuo Oki, Lyrics)
Ludwig van Beethoven: Für Elise, WoO 59
Maurice Ravel: Boléro

̶

指揮：鈴木優人
ピアノ：森下 唯
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
Masato Suzuki, Conductor
Yui Morishita, Piano
CIMF Special Wind Orchestra
CIMF Special Choir

Ludwig van Beethoven（arr. L. v. Beethoven）
:
Symphony No. 2（Piano Trio Version）
Ludwig van Beethoven（arr. F. Liszt）
:
Symphony No. 4（Piano Solo Version）
Ludwig van Beethoven（arr. M. Suzuki & Y. Morishita）
:
Symphony No. 3 “Eroica”（Chamber Version）

̶

Chofu City Culture Hall, Kusunoki Hall

全席指定 ¥5,000
̶

J. S. バッハ：無伴奏チェロ組曲第 1番 ト長調 BWV 1007
D. ガブリエリ：リチェルカーレ第2 番、第 3 番、第 5 番、第 7番
J. S. バッハ：無伴奏チェロ組曲第 5 番 ハ短調 BWV 1011
Johann Sebastian Bach:
Suite for violoncello solo No. 1 in G major, BWV 1007
Domenico Gabrielli:
Ricercare for violoncello solo No. 2, 3, 5, 7
Johann Sebastian Bach:
Suite for violoncello solo No. 5 in C minor, BWV 1011

̶
チェロ：鈴木秀美
Hidemi Suzuki, Violoncello

木嶋真優

ヴァイオリン・リサイタル
Mayu Kishima Violin Recital

̶
リサイタル 2 本柱のひとつはモダンのヴァイオリンで。タレントとし
ても引っ張りだこの木嶋真優が、奏者として全力をぶつけるプログ

ピアノ、トーク：鈴木優人、森下 唯
弦楽：カルテット・アマービレ
ホルン：福川伸陽
Masato Suzuki, Yui Morishita, Piano & Talk
Quartet Amabile, String Quartet
Nobuaki Fukukawa, Horn

ラムです。魂のやどる音を聴けば、テレビで見る姿とのギャップに
痺れることでしょう。
̶

Saturday, June 20 at 14:00

キッズ
コン

版画：沙羅（調布国際音楽祭
アーティスト・イン・レジデンス）

ート
サ

調布市文化会館たづくり
くすのきホール
Chofu City Culture Hall, Kusunoki Hall

全席指定 ¥5,000

各回 60 分公演／休憩なし
0 歳から入場可。2 歳以下はひざ上に限り無料

おすすめ年齢：3 歳以上

栗コーダーカルテット
6月20日（土）11:00／13:30

調布市グリーンホール 小ホール
各回全席自由 一般 ¥3,000 3 歳〜小学生¥1,000
栗コーダーカルテット

̶

シューマン：幻想小曲集 作品73
プロコフィエフ：
《ロメオとジュリエット》組曲
ブラームス：F. A. E. ソナタより
第 3 楽章 スケルツォ ほか
Robert Schumann: Fantasiestücke, Op. 73
Sergei Prokoﬁev: Suite from “Romeo and Juliet”
Johannes Brahms: Sonate F.A.E. [Frei aber einsam]
Mov. III Scherzo WoO.2

̶
ヴァイオリン：木嶋真優
Mayu Kishima, Violin
ピアノ：坂野伊都子
Itsuko Sakano, Piano

おすすめ年齢：全年齢

たたいてあそぼう
6月21日（日）11:00

調布市グリーンホール 小ホール
全席自由 一般 ¥1,500 3 歳〜小学生¥500

無料公演
●

オープンステージ

6/20（土）
・6/21（日）11:00−16:30 ※演奏は毎正時から25 分間
調布市文化会館たづくり エントランスホール

三木 稔：マリンバ・スピリチュアル ほか
桐朋学園大学打楽器科

週末の 2 日間、オーディションで選ばれた音楽家たちがたづくりエントランスで生演奏す
る人気の無料公演。素敵な音楽の響きに足を止めた途端、気づいたら何時間も耳を奪わ
れている、という方も続出です。

おすすめ年齢：全年齢

6/20（土）
・6/21（日）11:00−17:00 ※演奏は毎時 30 分から25 分間

●

加羽沢美濃 presents
絵本よみきかせコンサート

6月21日（日）13:00

調布市文化会館たづくり くすのきホール
親子特別鑑賞エリア（自由席・マット敷き・客席前方）
一般 ¥3,500 3 歳〜小学生¥1,500
2 歳以下保護者1 人につき1 人まで無料

指定席（8 列目以降）
一般 ¥3,000 3 歳〜小学生¥1,000
加羽沢美濃：
「くまの子ウーフ」ほか
ピアノ：加羽沢美濃 朗読：森下潤子

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

桐朋学園大学に学ぶ優れた音楽家の卵たちが、自らプロデュースする満員必至の音楽喫
茶。ドリンクや軽食を片手に音楽に浸れる夢のような空間です。
●

ウェルカムコンサート

6/20（土）
・6/21（日）昼
調布駅前広場

にぎやかなサウンドで来場者を歓迎する野外のミニコンサート。オーディションに合格
した音楽家たちが、街中に楽しい音楽の祭典を伝えます。
●

サテライトコンサート

6月中旬

調布市内サポート事業者店舗
市内の飲食店などで店内での演奏が可能な場所を募り、オープンステージ応募者等を
派遣します。ホールから飛び出し、まちの各所で音楽の喜びを共有します。

©TANKA.

6月20日（土）14:00

ホール・ギャラリーイベント情報［4月］
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

調布市文化会館たづくり

休館日 4/27
（月）
・28
（火）

4/13（月） うたごえサロン

大会議場

14:00～16:00 ￥900（参加費）
問 能勢由緋子 042-487-7068

4/18（土）・ ダンス指導者会 T&ステップ ペアー練習
★
5/2（土）・ むらさきホール
5/24（日）・ 13:00～16:00 ￥500
問 田中岩夫

090-5343-5187

4/19（日） 知っておきたい食の国際儀礼1/世界の食文化とマナー

映像シアター

14:00～16:00 ￥1,000
（資料代）
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

北ギャラリー
4/21（火）〜 面工房「テポーレ」面展
4/26（日） 10:00～18:00（初日12:00から、最終日16:00まで）
問 加藤尅朗

042-486-4887

くすのきホール

14:00～16:00 全席自由￥1,000
問 中村 0422-45-7550 contact@chofuchor.org

4/25（土）・ 社交ダンス フリータイム
4/26（日） 13:10～16:00 500円（資料代）

むらさきホール

5/2（土）〜 調布きりえ 第34回あざみ展
5/7（木） 10:00～17:00（最終日15:00まで）

★

北ギャラリー

03-3309-1718

調布市グリーンホール

休館日 4/6
（月）
・13
（月）
・
20
（月）
・27
（月）

4/29（水・祝） MSKミュージックワールド／
混声合唱団「あかり」第10回定期演奏会
14:00～16:00 全席自由￥1,000
問 深町芳弘 090-8592-2444

13:00～
問 電気通信大学Passage 田中龍馬
Ryoma.2000.uec@gmail.com

第10回せんがわ劇場演劇コンクール受賞団体新作公演
昨年7月に開催したせんがわ劇場演劇コンクールでグランプリとオーディエンス賞を受賞した劇団の新作公演を上演します。

グランプリ受賞公演

公社流体力学『夜色の瞳をした少女、
或いは、
夢屋敷の殺人』

【あらすじ】
「奇妙な体験をした方は是非教えてください」
怪談の最後に私が言った言葉。
これを聞いた女性はとある体験を話してくれた。
「私はある時期、
毎日同じ夢を見ていました」
お屋敷で出会った美少女が密室の中で殺される。
美少女は微笑んで言う。
「私を救ってくれる？名探偵さん」
繰り返し見る殺人の夢。
彼女の推理は少女を救えたのか。
開演時間
14:00
19:00
20:00

5/12(火)

13(水)

14(木)

●

●

●

15(金)
●

16(土)
●
●

公社流体力学からコメントが届きました！
「これは演劇じゃない問題」について書く。
演劇は一般的には役者が起承転結のある台
本を覚えて演じる劇団四季的な印象だ。だが、
演劇はそこから飛び出そうとした。街そのもの
てらやま しゅうじ

を劇場にした寺 山修 司、舞台上で役者をガチ
ギレさせてそれを作品にしたセミドキュメント
演劇のポツドール。数十秒から数分の断片・出

17(日)
●

し物を何十個も連続で披露する鉄割アルバト
ロスケット。役者全員が泥酔しながら演じて意
図的に作品を崩壊させる飲酒公演の宇宙論☆

※各回日替わりアフタートークと短編朗読
（10分程度）
を行います。

講座、等。現在、日本中にヤバイ劇団がいるが

お お た にちよう

演 公社流 体力学a.k.a太田日曜

全席自由 アートプラス会員 ￥1,800

一般 ￥2,000

￥1,000

当日券 ￥2,500

これは演劇じゃないと言われたりする。でも、
これ全部演劇だよ、
と認めると世界が広くなる。
そういう演劇が好きだし作りたい。
でもエンタメ

申 インターネット

劇団 HP から申込
窓口・電話 せんがわ劇場 03-3300-0611

性は忘れずにネ。

公社流体力学

オーディエンス賞受賞公演

世界劇団『天は蒼く燃えているか』

この国は呆けてしまったのではないか。
現実は煙に巻かれ、
人々は絵空事を並べている。
それはまるで炎に幻影を見ているようだ。
私は天に誓う。
――芸術だけは清く燃えよ、
と。

大ホール

日 4/18(土)19：00、
19(日)11：30/16：30
あかざわ

り え

ひょうどう み さ き

し な べ や ま と

かた ふち た か し

演 本坊由華子、
赤澤里瑛、兵頭美咲、品部大和（星屑ロケッターズ）、片渕高史（ハコベラ）

5/4（月・祝） 第17回ジャグリングステージHSP

★

問 芸術振興事業課
（せんがわ劇場） 03-3300-0611

※申し込みは予約のみとなります。
前売り券の支払いは公演当日となります

090-1959-3680

問 遠藤きみ子

Play

こ う し ゃ りゅうたい り き が く

4/25（土） 調布市民合唱団 第24回定期演奏会

問 岩田

プレイ

小ホール

休館日 4/20
（月）

全席自由 アートプラス会員・一般 ￥2,500

当日券 ￥3,000

￥2,000

当日券 ￥2,500

申 インターネッ

ト

窓口

調布市せんがわ劇場

予約WEBフォーム「シバイエンジン」から申込
せんがわ劇場、
グリーンホール ※窓口販売のみ、前売券のみ取扱い

情報をお待ちしています。
※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

よさこい

Yosakoi

調布よさこい2020
実行委員募集

問 文化・コミュニティ事業課

042-441-6171

「調布よさこい」で熱い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メンバーを募集します。
所 調布駅前周辺
日 8/29(土)予定
対〈よさこい部会
（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
参加すること
締 6/12(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。
本事業趣旨をご理解いただきご参加くだ
さい。
詳しくは HP をご覧ください。

せんがわワークショップフェスティバル2020
7月～9月にかけて、全12種類のワークショップを開催します。乳幼児と保護者に向けたベイビーシアターや、帝国劇場に出演の
講師による２日間の子どもミュージカル体験、
ドイツの歌劇場で活躍中の講師と一緒に、歌うことを楽しむ1日体験講座など、バラエ
ティに富んだ内容でお届けします。
1Dayと2Dayは体験価格として、
お得な金額でご参加いただけます。
オリンピック期間中、
選手を応援するだけでなく、
自分自身も新しいチャレンジをしてみませんか？
所 せんがわ劇場 ほか
日 前期：7/25(土)～8/9
（日）
、
後期：後日発表
申 窓口

せんがわ劇場
（9：00～19:00） インターネット HP の入力フォームから必要事項を入力
申込期間：5/21
（木）
～6/30
（火）
（前期のみ）
他 応募方法等の詳細は HP をご覧ください。
タイトルや内容は一部変更の可能性があります
1Day ￥1,000

2Day ￥2,000

歌うって楽しい！
（土） 対 小学4年生以上
日 7/25

新聞とガムテープでつくってみよう
日 7/27
（月）
・28
（火） 対 小学2年生以上

 村善明（ドイツ国立ビーレフェルト歌劇場専属歌手）
講木
定 20人

講 関 口光太郎（造形作家）
定 15人

出会いのレッスン
（土） 対 小学生以上
日 7/25
講小
 笠原 響（演出家・せんがわ劇場 演劇スーパーバイザー）
定 20人

ヘンテコOK！自分だけのダンスをおどってみよう
（水）
・8/1
（土） 対 小学生以上
日 7/29
講 アオキ裕キ
（ダンサー・振付師）
定 20人

赤ちゃんといっしょにげきごっこ
（日） 対 0歳～2歳のお子さんと保護者
日 7/26
講 みつあみ
（俳優・ファシリテーター・演技講師）
定 15組 ※子ども一人につき大人一人同伴必須

子どもミュージカル体験
（木）
・31
（金） 対 小学5年生～中学生
日 7/30

き む ら よしあき

前
期

子ども連続ワークショップ ￥8,000
どろぼうのどろぼん
毎年大人気の子ども向け表現ワーク
ショップ。
今年は斉藤倫さんの人気児童文
学「どろぼうのどろぼん」をとりあげます。
絶対につかまらないし、
顔も姿も覚えられ
ない、
ふしぎなどろぼう「どろぼん」
の世界
で、
みんなと一緒に遊んでみよう。
日 8/3（月）～9（日）
対 小学2年生～6年生
講 うえもとしほ（演出家・振付家）
定 20人

せきぐち こうたろう

い と う としひこ

講 伊藤俊彦（俳優）
定 20人
演劇を楽しむコツを知る！あなたの感想をSNSで発信して
「いいね」をゲットしよう
（金）
・9/11
（金） 対 15歳以上
日 8/7
とくながきょうこ

講 徳永京 子
（演劇ジャーナリスト・せんがわ劇場演劇外部アドバイザー）
定 25人

せんがわ劇場 演劇スーパーバイザー就任のお知らせ
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」で地域のイベントをお手伝いします！調布市内全
域の催し物を対象に、市内よさこいチームが、
「華」と
「元気」で
イベントを盛り上げます。
・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〉
申 電話 042-441-6171(9:00～17:00)
他 条件等、
詳しくは HP をご覧ください。

〔凡 例〕 問 …問合せ先

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

対 …対象

昨年4月からせんがわ劇場の指定管理運営をスタートし、専門知識を有する人材として演劇ディレクターチーム、
演劇外部アドバイザーを迎えています。
今回新たに、
演劇事業の監修として演劇スーパーバイザーをお迎えしましたのでご紹介します。
お が さ わ ら

きょう

せんがわ劇場 演劇スーパーバイザー 小笠原 響
（演出家）

プロフィール
立教大学文学部卒。俳優座、文学座で演技の基礎を学ぶ。
その後、舞台監督、演出助手として数多くの演出家の下で舞台創作の現場
に携わり、演出の手法を体得。2008年より本格的に演出活動を始め、現在はフリーの演出家として俳優座、昴等の劇団公演や都内
を中心としたプロデュース公演の演出を担当。市民演劇・市民ミュージカルの演出も多数。2018年、読売演劇大賞優秀演出家賞受
賞。
日本演出者協会会員。
日本芸術文化振興会プログラムオフィサー
（演劇分野）。
メッセージ
調布市せんがわ劇場は、地域と密着した文化の発信基地です。全国の演劇人を対象にしたコンクールも主催し、演劇界でも注目を
浴びる劇場の一つで、
演劇スーパーバイザーとして関われますことは真に光栄です。
長年演劇創作の現場に関わってきた経験を活か
し、
市民の皆様に愛される魅力的な劇場を目指して参ります。
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

ラーニング

音
No.01

令和 2 年度ちょうふ市民カレッジ前期（ 5 月以降開講講座）受講生募集

Learning

問 文化・コミュニティ事業課

楽
歴史の中のバッハ
― 名作誕生と社会的背景 ―

音

バッハの活躍した時代は社会の変動が大きく、数々の
名作には彼の生きた時代のさまざまな側面が反映され
ています。本講座では、バッハの生涯（1685-1750）
を５
つの時期に区分して、各時代の名作誕生と社会的背景と
の関係性について取り上げます。
に し は ら みのる
講 西原稔
（桐朋学園大学大学院教授）
日 土曜日
（5回）10：00～11：50
費 会員 ￥4,700 一般 ￥5,200
定 100人
カリキュラム

5/23
5/30
6/6
7/4
7/11

アルンシュタット＝ミュールハウゼン時代

042-441-6150

No.02

ベートーヴェンとショパン 生涯と作品

楽聖ベートーヴェンとピアノの詩人ショパン。2人の巨
匠の人生や境遇・時代背景から、彼らは何を訴えたかっ
たのか、
ピアノ演奏を交えた講義で紹介します。
つ だ
ま り
講 津田真理
（ピアニスト）
日 水曜日
（3回）
午前コース10:00～11:50
午後コース14:00～15:50
※最終回は、両コース合同となるため、
ともに14:00～15:50
※どちらのコースも同一の内容です

費 会員

￥3,150
一般 ￥3,450
定 各コース48人

※5/13、6/3はアップライトピアノ、6/24はグランド
ピアノを使用します。最終回は会場が異なります

ヴァイマル時代
ケーテン時代

カリキュラム

ライプツィヒ時代前半
ライプツィヒ時代後半

関連情報

音楽的個性の発展 ベートーヴェン：ピアノソナタ17番「テンペスト」
ショパン：幻想即興曲、バラード２番 op.38
円熟期 ベートーヴェン：ピアノソナタ21番「ワルトシュタイン」
ショパン：夜想曲14番 op.48-2、
バラード４番 op.52
後期の様式 ベートーヴェン：ピアノソナタ23番「熱情」
ショパン：夜想曲17op.62-1、
ポロネーズ７番「幻想」op.61

5/13

「調布国際音楽祭2020
レクチャー＆コンサート ベートーヴェンの交響曲を知る」
詳細は最終面をご覧ください

6/3
6/24

古典・伝統
No.03

オトナのおもてなし講座

技

世界から多くのお客様がいらっしゃる今こそ、
日本ならで
はの
「おもてなし」
の心を学んでみませんか。
各分野の専門
家がリレー形式で講師を務め、
美しい立ち居振る舞いやお
花の生けかた、
お茶の作法、
美文字の書き方など幅広く体
験することができます。
はなやぎ たく
すけ
講 花
 柳琢の介
（日本舞踊家)
え ぐ ち さと み
江口聖弥
（調布市いけばな連盟）
とよしま そうこう

豊島宗好
（調布市茶道連盟）
か す や か ず こ
粕谷和子
（調布市書道連盟）

技 市民講師

はじめての能楽
－謡曲と仕舞－（観世流）
ようきょく

No.05

し ま い

観世流能楽師による謡曲、
仕舞の稽古講座。
能は世界無
形遺産にも指定されています。
腹式呼吸で丹田に力を入
れ、
大きな声で謡い舞うことで、
能楽の魅力を体感します。
※謡曲：能の詞章
（文章）
に節をつけて謡うこと
※仕舞：能の舞の主要な所を舞うこと
ごう み え こ

講 郷
 三枝子
（観世流能楽師シテ方準職分）

費 ￥3,000
※三味線をお持ちでない方は別途楽器使用料
3,300円
※三味線をお持ちの方はご持参ください。

持 足袋
（なければ白い靴下）

定 20人

定 2
 0人
5/20
5/27
6/3
6/10
6/17
6/24

日本舞踊① 浴衣の着付け・美しい立ち居振る舞い・浴衣のたたみかた

5/15

日本舞踊②

5/22
5/29
6/19
6/26
7/3

前回の復習・日本舞踊体験

いけばな 家庭用の花瓶にいけてみましょう
茶道①

洋服で茶道体験してみましょう

茶道②

浴衣で茶道体験してみましょう

ペン字

暑中見舞いを書いてみましょう

美

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

5/12
5/19
6/2
6/16
6/30
7/7

うたい

能の謡と仕舞について
（講義・講師実演）
「羽衣」クセ 謡と仕舞
（実演練習）
①
「羽衣」クセ 謡と仕舞
（実演練習）
②
「羽衣」クセ 謡と仕舞
（実演練習）
③
「羽衣」クセ 謡と仕舞
（実演練習）
④
全復習・発表、
講師実演

三味線について
（基礎知識、歴史）
三味線実習①（奏法説明）
三味線実習②
三味線実習③
三味線実習④
成果発表会

三味線実習①～④では、
「ホタル」
「カゴメ」
、
「サクラ」
、
、
合方集
［千鳥・佃・楽他］
を演奏する予定です。

術

No.06

技

浮世絵から読み解く江戸の食文化の魅力
絵画鑑賞の方法は色々ありますが、
本講座では
「食」
とい
うテーマに着目し、
浮世絵をより楽しく見る方法を模索しま
す。
鰻を食べる女性、
お寿司を楽しむ親子、
雪降る中の蕎麦
屋台など、
江戸時代ならではの食文化を紐解きながら浮世
絵の魅力に迫ります。
はやし あ や の

講 林 綾野
（キュレーター・アートライター）
日 土
 曜日
（2回）
14：00～16：00
※実習は午前コース10：00～12：00、午後コース14：00～16：00に分かれます

費 会
 員 ￥2,800

一般 ￥3,000

定 4
 0人

No.07

初心者でも楽しめる！
ヨコハマトリエンナーレ2020に行こう

No.08

カリキュラム
〈講義〉江戸の食を紐解き浮世絵を楽しむ
〈実習〉
「浮世絵と江戸の食を楽しむ」絵に描かれた料理の再現に挑戦！

定 25人
カリキュラム

カリキュラム

現代アートの国際展として3年に1回開かれている“ヨ
コトリ”。
ともすれば現代アートは「難しい」と思われがち
ですが、見方のコツをつかめば面白いものです。3回の座
学で現代アートを楽しむ基礎知識を学び、
最終回に“ヨコ
トリ”を実際に見に行きます。
ふ じ た れ い
講 藤田令伊
（アート鑑賞ナビゲーター・大正大学講師）
日 土曜日
（4回）
10：00～11：50
費 会員 ￥4,900
一般 ￥5,300

6/13
6/27
7/11
7/25

受付期間

4/6（月）9:00〜
20（月）

5/20・
27
6/3・
10・17
6/24・
7/1・8

現代アートの“壁”をどう崩すか？：
「わからない」を乗り越える
現代アートの「面白さ」を知る：どこがツボ？ どう見ればハマる？
実践！現代アートを楽しむ：
「問題作」にもチャレンジ！
★「ヨコハマトリエンナーレ2020」を楽しむ！

★は実地踏査。
保育サービス対象外

〔凡例〕
 音 …音楽資料あり 技 …実技あり 市民講師 …公募により市民の中から選ばれた多彩な講師

申込方法

鉛筆デッサン －静物－

技

鉛筆を含む画材や道具の使い方、観ること、描く姿勢
などのデッサンの基本をしっかり確認しつつ、
モチーフご
とに目標を高めながら、形態・陰影・質感・構造・空間等の
表現力をつけていきます。2～3回で1課題とし、各課題の
最後に講評会を行います。
おくやま ゆう すけ
講 奥山雄輔
（造形美術家）
日 水曜日
（8回）19：00～21：00
費 会員 ￥11,700 一般 ￥12,900
定 19人
持 鉛
 筆（2H、H、HB、B、2B、3B、
4B、H～Bは各2本程度）、
ねり消し、
スケッチブック
（F8サイズ）、
カッターほか

※別途、
実地踏査入館料あり。

5/30
6/6

長唄三味線体験
－和の文化に触れよう－

日 火曜日
（6回）19:00～21:00

日 金曜日
（6回）
14：00～15：30
定 20人

一般 ￥10,650

技 市民講師

長唄三味線にはじめて触れる方、演奏経験がある方、
どなたでも参加できる体験講座です。三味線の奏法を練
習するとともに、礼儀や作法、所作などの和の振る舞い
を学びませんか。
うめはら と し こ
講 梅
 原稔子（長唄三味線・玉ごの會主宰）

費 ￥3,000

日 水曜日
（6回）
19:00～21:00
費 会
 員 ￥9,850

No.04

Step１

[基本的な形とその応用Ⅰ]静物① 3つのビンの構成
[基本的な形とその応用Ⅱ]静物② レンガとコップによる構成
[有機物とのコラボレーション]静物③
2種類のりんごと牛の頭骨／ガラス浮き

…保育サービスをご利用いただけます。
（要事前申込）

Step2

インターネットで申込の場合
当財団ホームページの入力フォームから必要事項を入力
https://www.chofu-culture-community.org
ご来館時に申込みの場合
所定の申込用紙で
「市民カレッジ申込ポスト」
（たづくり1階）
へ投函

令和元年度木炭デッサン講座 講評会の様子
※モチーフ、
カリキュラムは異なります

受講の可否通知
（応募多数の場合は抽選が
あります）
4/28(火)頃までに
はがきでお知らせします

Step3
受講料のお支払い
5/6(水・休)までにたづくり
インフォメーションまたは郵
便局でお支払いください

Step4
講座の受講開始
当日会場までお越しください
各会場は受講の可否通知
（はがき）
でご案内します

（たづくり休館日 4/27
（月）
・28
（火）
）

《注意点》●お申込みは、1講座につき1人1回。重複申込は無効です ●申込多数の場合は、
ちょうふアートプラス会員の方、当該講座を初めて受講する方を優先して抽選します。当選の権利は第三者に譲渡できません
●講座概要は予定です。都合により内容や日程が変更となることがあります

◦ 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。料金は全て内税です

◦ 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

6
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6

※3歳から入場可

（日）

14:00

60 分公演 ［料金］全席指定 ￥1,000
休憩なし
グリーンホール ［出演］指揮：鈴木優人 ピアノ：森下 唯
調布国際音楽祭特別編成吹奏楽団
大ホール

調布国際音楽祭特別編成合唱団
［曲目］シベリウス：交響詩「フィンランディア」
佐藤 眞作曲・大木惇夫作詞：大地讃頌
ベートーヴェン：エリーゼのために
ラヴェル：ボレロ

6

（土）

木嶋真優 ヴァイオリン・リサイタル

くすのきホール［料金］全席指定

￥5,000
［出演］
ヴァイオリン：木嶋真優 ピアノ：坂野伊都子
［曲目］
シューマン：幻想小曲集 作品73
プロコフィエフ：
「ロメオとジュリエット」組曲 ほか

6

20

フェスティバル・オーケストラ

17:15 開場
17:45 プレトーク鈴木雅明のベートーヴェン交響曲第7番
［料金］全席指定 S 席￥6,000 A 席￥4,000
あり
グリーンホール［出演］指揮：鈴木雅明、鈴木優人
大ホール
ピアノ・指揮：マルティン・シュタットフェルト

（火）

レクチャー＆コンサート

90 分公演
ベートーヴェンの交響曲を知る
休憩なし
せんがわ劇場 ［料金］全席指定 ￥2,000

管弦楽：調布国際音楽祭フェスティバル・
オーケストラ
［曲目］J. S. バッハ：管弦楽組曲第3番
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第1番
ベートーヴェン：交響曲第7番

ピアノ：鈴木優人、森下 唯
［曲目］ベートーヴェン：交響曲第1番（ピアノ連弾版）

調布国際音楽祭
エグゼクティブ・プロデューサー
すずき

まさと

鈴木優人

17

6

6

（水）

15:30

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第10番「ハープ」

メゾ・ソプラノ：オリヴィア・フェルミューレン
テノール：ベンヤミン・ブルンス
バリトン：クリスティアン・イムラー
管弦楽：ＮＨＫ交響楽団（N 響）
合唱：バッハ・コレギウム・ジャパン
（BCJ）
［曲目］ベートーヴェン：交響曲第９番「合唱付き」

Beethoven

アフタヌーン・コンサート
室内楽で聴くベートーヴェンの交響曲

Beethoven ［料金］全席指定 ￥3,000

［出演］トーク・ピアノ：鈴木優人、森下 唯
ホルン：福川伸陽
弦楽：カルテット・アマービレ
［曲目］ベートーヴェン＝ベートーヴェン編：交響曲
第2番（ピアノ三重奏版）
ベートーヴェン＝リスト編：交響曲第４番
（独奏ピアノ版）
ベートーヴェン＝鈴木優人＆森下 唯編：
交響曲第３番「英雄」
（室内楽版）

©Marco Borggreve
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(日）
－

(日）

調布市グリーンホール
調布市文化会館たづくり
調布市せんがわ劇場
深大寺 ほか

調布市文化会館たづくり くすのきホール
調布市せんがわ劇場
深大寺
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 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団

調布市
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
協力 桐朋学園大学
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
助成 三菱 UFJ 信託芸術文化財団

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

ベートーヴェンセット
【50セット限定】

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。

レ

6

イ
ガ

3歳～小学生 ¥1,000

（日）

たたいてあそぼう

60 分公演 ［料金］
全席自由 一般 ¥1,500 3歳～小学生 ¥500
休憩なし
桐朋学園大学打楽器科
グリーンホール ［出演］
［曲目］
三木 稔：マリンバスピリチュアル ほか
小ホール

［オススメ年齢］全年齢

6

21

（日）

13:00

加羽沢美濃presents絵本よみきかせコンサート

イ
ド

●オープニング・コンサート
「大地讃頌」と「フィンランディア」を歌う合唱団員を募集します
日 6/13
（土）
リハーサル 6/14
（日）
本番 ※当日ゲネプロ有 事前練習（5/26（火）、6/2（火））
所 グリーンホール大ホール
対 高校生以上
定 混声150人程度
（応募多数の場合は市内在住・在勤・在学優先で抽選）
費 ￥1,000 学生無料
（楽譜代別）
●調布国際音楽祭フェスティバル・オーケストラ
ベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第１番」
「交響曲第７番」、バッハの「管弦楽組曲第３番」を演奏
するオーケストラ団員を募集します
日 6/15
（月）～19
（金） リハーサル
（17:30～21：15予定） 6/20
（土）
本番 ※当日ゲネプロ有
所 グリーンホール大ホールほか
対 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
定 60人
費 ￥20,000
（楽譜、講習、練習会場の費用、及び公演チケット１枚分を含む）
●①オープンステージ ②ウェルカムコンサート
日 6/20
（土）、21
（日）
所 ①たづくりエントランスホール ②調布駅前広場
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
定 ①各日6組 ②各日3組
費 無料

サポート
●ボランティア「チーム CIMF」
問 文化・コミュニティ事業課 ☎042-441-6171
調布国際音楽祭をともに支えるボランティアスタッフ（財団文化ボランティア）を募集します。
登録期間：4月～2021年3月末まで
対 原則市内在住・在勤・在学の高校生以上の方

60 分公演
親子特別鑑賞エリア
（自由席・マット敷き・客席前方）
休憩なし
くすのきホール 一般￥3,500 3歳〜小学生￥1,500
※0〜2歳は保護者1人につき1人まで無料

指定席
（8列目以降）
一般￥3,000 3歳〜小学生￥1,000
［出演］
ピアノ：加羽沢美濃 朗読：森下潤子
［曲目］
加羽沢美濃：くまの子ウーフ ほか
［オススメ年齢］全年齢

※18歳未満は保護者の同意が必要です
定 100人程度
HP の入力フォームから必要事項を入力
申 インターネット申込

来館申込

たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場で配布する申込用紙（募集要項）に
記入の上、たづくり7階財団管理事務室に提出。
一次締切：4/19（日）
他 応募条件等の詳細は、HP または募集要項をご覧ください。
●サポート事業者
問 芸術振興事業課 ☎042-481-7611
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、サテライトコンサートなどで盛り上
げていただけるサポーターを募集します。
●協賛（広告）
問 芸術振興事業課 ☎042-481-7611
開催趣旨に賛同のうえ、ご支援いただける企業、団体、個人の方を募集します。
●調布国際音楽祭特定寄附金
問 企画課 ☎042-441-6131
当財団への寄附は、寄附金控除などの対象となります。
いただいた寄附金は、調布国際音楽祭の次世代育成プログラムや子どもたちの鑑賞のために使
わせていただきます。

無料公演

20

6

（土）
・

21

（日）

11:00 ～ 16:30

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
※出演者はオーディションで決定

20

6

（土）
・

21

（日）

11:00 ～ 17:00

桐朋学園大学学生による
ミュージックカフェ

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

6

20

6

（土）
・

21

（日）

各日3回

ウェルカムコンサート
調布駅前広場

※出演者はオーディションで決定

演 …出演

共催 …財団共催

ちょうふアートプラス

☎ 042-481-7222

（9：00〜19：00 第４月曜日休み ※変則あり） チケットCHOFU

検索

■取扱窓口

グリーンホール（9：00～19：00 月曜日休館 ※変則あり）
たづくり（9：00～21：30 第４月曜日とその翌日休館 ※変則あり）
せんがわ劇場（9：00 〜 19：00 第 3 月曜日休館 ※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

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

ステージ出演
問 芸術振興事業課 ☎042-481-7611
締 郵送の場合5/1
（金）
必着 メール、直接持参の場合5/5
（火・祝）

21

11:00

公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団
■チケット CHOFU

今年も音楽祭を一緒に創ってくださる方を募集します！

（土）

栗コーダーカルテット

提携 …財団提携

◦ 開場表記がない催しは30分前開場です

後援 …財団後援

調布市民は入会金・年間費無料！
※市外年会費 1,000 円

★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！
※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にお持ちください。

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）【保育サービス】
◦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

※チケット CHOFU での予約に限り、割
☎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
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
電 話及びインターネット予 約後のチ
☎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。

※所定の手数料がかかります

©Marco Borggreve

※詳細は財団 HP 及び調布国際音楽祭 HP 、市施設等で配布している募集要項等で確認のうえ、お申込みください

20

〔凡 例〕 監 …監督

プ

A 席￥5,000 B 席￥3,500
［出演］指揮：鈴木優人
管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン
［曲目］
ベートーヴェン
：交響曲第５番「運命」、第６番「田園」、第８番

※０歳から入場可。2歳以下ひざ上無料 ※3歳から小学生は各種割引設定なし

60 分公演 ［料金］
全席自由 一般 ¥3,000
休憩なし
栗コーダーカルテット
グリーンホール ［出演］
［オススメ年齢］3歳以上
小ホール

鈴木優人とBCJ の「運命」

Beethoven

午後のバッハ 鈴木秀美無伴奏チェロ・リサイタル

11:00/13:30

6

（日）

17:30 開場 ［料金］全席指定
グリーンホール
S 席￥7,000
大ホール

￥5,000
［出演］チェロ：鈴木秀美
［曲目］
J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番
J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲第５番 ほか

6

21

18:15

くすのきホール ［料金］全席指定

3館周遊！ 交響曲全9曲制覇！
お得な5公演セット券
セット価格 ￥27,500→￥25,000
該当公演は Beethoven マークの付い
た公演です。
※複数の席種がある場合は、S 席となります
※取扱いはチケットCHOFU 電話、窓口のみ

6

（金）

15:00

6

調布市グリーンホール 大ホール

お得なセット券＆割引制度

19

6

キッズコンサート

公演会場

Ｎ響＆ BCJで聴く
「第九」

（木）

14:00
くすのきホール

2020 年

（日）

14:15 開場 ［料金］全席指定
70分公演
S 席￥9,500 A 席￥8,000 B 席￥6,000
休憩なし
グリーンホール［出演］指揮：鈴木雅明
大ホール
ソプラノ：アン・ヘレン・モーエン

※15:00から深大寺ご院内僧侶による天台聲明の詠唱あり

18

21

15:00

深大寺本堂に響く珠玉のカルテット

14:45 開場 ［料金］全席自由
（整理番号付） ￥4,500
60 分公演
［出演］弦楽四重奏：カルテット・アマービレ
休憩なし
深大寺本堂 ［曲目］J.S. バッハ：フーガの技法より

6

©K.Miura

Beethoven

Beethoven ［出演］解説：西原 稔（桐朋学園大学教授）

2020年は
ベートーヴェン生誕250周年！
交響曲全9曲を聴ける特別な
プログラムが実現しました。

©TANKA.

（土）

18:00

©Marco Borggreve

16

11:00

20

14:00

オープニング・コンサート夏だ！祭りだ！！

料は 1 公演ごとに 404 円かかります）

◦ 料金表記がない催しは無料です。料金は全て内税です

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

協定 …協定事業

…FM集団補聴装置使用可（要申込）

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。

※手数料はお客様負担 ※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

● 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165円、発券手数料 1枚につき110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。
■ 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。

◦ 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

