調布市文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場
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042－441－6111
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今月のいち押し！
◆映画のまち調布

2

シネマフェスティバル 2020

今月の発売（発売日順）

◆かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ
◆島津亜矢

歌怪獣襲来ツアー

2020-2021
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

35周年記念コンサート

February

映画を創る力 つなぐ 未来へ。

2.14. FRI-3.8. SUN

映画のまち調布 シネマフェスティバル 2020

人気の高い作品の中から、技術的に優れた作品を上映。素晴らしい映画制作の技術を、未来につなげる映画祭です。

ミュウツーの逆襲 EVOLUTION

日日是好日

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
©Pokemon ©2019 ピカチュウプロジェクト

先行特別上映

翔んで埼玉

Fukushima 50（フクシマフィフティ）

Ⓒ2018
「日日是好日」
製作委員会

© 2020
『Fukushima 50』
製作委員会
3月6日
（金）全国公開 配給：松竹 KADOKAWA

©２０１９映画
「翔んで埼玉」
製作委員会

新聞記者

アルキメデスの大戦

天空の城ラピュタ

グリーンブック

©2019
「新聞記者」
フィルムパートナーズ

©2019
「アルキメデスの大戦」
製作委員会

©1986 Studio Ghibli

© 2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER
DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.

主催：（公財）
調布市文化・コミュニティ振興財団、
調布市
企画・運営： 映画のまち調布 シネマフェスティバル2020実行委員会
［株式会社アーク・システム、
イオンエンターテイメント株式会社、
株式会社石原プロモーション、
株式会社角川大映スタジオ、
株式会社ジェイコム東京
調布局、
株式会社ジャンゴフィルム、
高津装飾美術株式会社、
調布エフエム放送株式会社、
調布市観光協会、
調布市商工会、
東映ラボ・テック株式会社、
株式会社東京現像所、
トリエ京王調布、
日活調布撮影所
（以上、
五十音順）
、
調布市教育委員会、
調布市、
（公財）
調布市文化・コミュニティ振興財団
後援：京王電鉄株式会社、
調布市国際交流協会、
調布市自治会連合協議会、
調布パルコ
（五十音順）
協賛：有限会社アクセスワールド企画、株式会社Ocean Blue Bird
（Sky Restaurant Prestige）
、
鹿島建物総合管理株式会社、
下高井戸シネマ、株式会社デザイン計画、
東京オーヴァル京王閣、
なかざわ文具店、
豆工房コーヒーロースト調布深大寺店
（五十音順）
協力：株式会社白組、
調布駅前から盛り上げる会
（五十音順）

@chofu_zaidan

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 ➡

chofu_zaidan

調布財団

※毎回、一週間の情報を中心にお届け

検 索

広 告

Ｎ響２８年ぶりの調布公演

Ｎ響&ＢＣＪで聴く「第九」

指揮 鈴木雅明

グリーンホール 大ホール 6/21（日）15:00

©M.Miura

詳細は最終面をご覧ください
〔凡 例〕 問 …問合せ先

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

対 …対象

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
（042−300−3131）
まで連絡。

「人気投票×映画技術者」の選考で受賞者を決定する映画賞「第2回映画のまち調布賞」授賞式をはじめ、
映画制作の技術スタッフや監督によるトークショー付きの映画上映会、展示、
ワークショップ等、
各種イベント
を開催。
素晴らしい映画制作の技術を、
未来につなげる映画祭です
問 文化・コミュニティ事業課

042-441-6150

日 2/14
（金）
～3/8
（日） 所 たづくり、
グリーンホール、
イオンシネマ

くすのきホール（たづくり2階）
全席指定￥500

当日券￥800

イオンシネマ シアタス調布（トリエ京王調布C館2階）
全席指定

※各種割引の適用はありません

一般￥1,100

高校生～小学生￥1,000

幼児￥900

※上映作品、
イベントにより料金が異なります。
上記以外の金額の場合はタイトル後に記載しています
※各種割引、
無料鑑賞券、
ACチケットの使用はできません
※上映時間の記載がない作品は、
シアタス調布のWEBサイトをご覧ください

羅生門
（1950 /88分/DCP/モノクロ）上映前トーク
日 2/29
（土）10:30～12:30
あ ん ど う あつし た け う ち こ う い ち
竹内公一（日本映画・テレビ美術監督協会）
ゲスト：安藤篤、

©KADOKAWA1950

ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
（2019/98分/DCP）UD
日 3/1
（日）10：30～12：40
上映前に映画のまち調布応援キャラクター「ガチョラ」と吹奏楽団「ZEST BRASS」
（金管
五重奏）のミニコンサート、上映マナーレクチャー付き。
キングダム
（2019/134分/DCP）上映前トーク

シアタス調布

UD

Shall we ダンス?（1996/136分/DCP）
いつでも夢を
（1963 /86分/BD）
日 2/14
（金）
～2/20
（木）

©1995 KADOKAWA 日本テレビ
博報堂DYメディアパートナーズ 日販

グリーンブック
（2018 /130分/DCP）
若おかみは小学生！
（2018 /94分/DCP）
日 2/21
（金）
～2/28
（金）

©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社/
若おかみは小学生！製作委員会

かいようてんどう

日 3/1
（日）15:30～18:20

海洋天堂（2010/98分/BD）
申 QRコード ※購入方法がほかの上映とは異なります。
QRコードからお進みください
日 2/15
（土）
13:30～16:00
全席自由 ￥1,000
（事前予約制）

さいとう い わ お

ゲスト：斎藤岩男
（美術）
太陽を盗んだ男
（1979/147分/35mm）
日 3/5
（木）10:30～13:00

主催：調布市福祉作業所等連絡会(042-481-3201)、
CILちょうふ
（042-446-0683）
©1979 東宝／フィルムリンク・インターナショナル

にちにちこれこうじつ

日日是好日(2018/100分/DCP）UD

ひ び き

『仮面ライダー 響鬼』 久々之巻 集う輝き 映画館が「たちばな」になる
日 2/22
（土）
15：00〜18：00

日 3/6
（金）10:30～12:40

全席指定￥4,000
（ワンドリンク付）
©2018「日日是好日」製作委員会

こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
（2018/120分/DCP）上映後トーク 字 UD

天空の城ラピュタ
（1986/124分/DCP）
日 2/29
（土）
～3/8
（日）

日 3/7
（土）10:30～13:00
いしづか よしたか

ゲスト：石塚慶生
（プロデューサー）※手話通訳付
翔んで埼玉
（2019/107分/DCP）

UD

日 3/7
（土）15:30～17:50

©1986 Studio Ghibli

新聞記者(2019/113分/DCP）
日 3/8
（日）10:30～12:50
©2019「新聞記者」フィルムパートナーズ

アルキメデスの大戦
（2019/130分/DCP）上映後トーク UD
日 3/8
（日）15:30～18:10
し ぶ や

き

© 2020『Fukushima 50』製作委員会
3月6日（金） 全国公開
配給：松竹 KADOKAWA

プレイガイド イオンシネマ シアタス調布上映会・イベント

よ こ

ゲスト：渋谷紀世子
（VFXディレクター） ほか

グリーンホール

e席リザーブ
【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にお進みください。
シアタス調布 劇場窓口
劇場ロビー内チケット売場及び自動券売機で購入してください。

大ホール

し ん か い まこと

新海 誠 監督作品上映会
3作品通し券：全席自由￥500

第2回映画のまち調布賞 授賞式、
先行特別上映会『Fukushima 50』
（フクシマフィフティ）
（2020/122分/DCP）
日 2/29
（土）授賞式 17：00 上映会 18：10
全席指定 ￥1,400（映画賞授賞式＋先行特別上映会）
トークゲスト：2月中旬発表予定

当日券￥800

かわぐち のりたか

ど い

※開場時間はシアタス調布の運営に準じます

のぶ あき

日 3/8
（日） ゲスト：川口典孝（プロデューサー） 聞き手：土居伸彰

10:30～『雲のむこう、約束の場所』
（2004/91分/DCP）
12:30～『秒速5センチメートル』
（2007/63分/DCP）上映後トーク

UD UDCast

15:30～『星を追う子ども』
（2011/116分/DCP）

©Makoto Shinkai / CMMMY

保育

プレイガイド くすのきホール・グリーンホール 大ホール上映会
チケットCHOFU ☎042-481-7222
（9：00〜19：00 第4月曜日休み ※変則あり）
窓口販売
・グリーンホール （9：00～19：00 月曜日休館 ※変則あり）
・文化会館たづくり （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）

保育サービス付きの上映作品です。
1人1回￥1,000。
詳しくは、
株式会社ママMATE東京支店
（03-6913-8484）
へご連絡ください。

字 日本語字幕
音声ガイド

※2/17
（月）
はシステムメンテナンスのため、
終日ご利用できません。

チケットぴあ ☎0570–02–9999

音声ガイド上映
（UDCast方式）
対応作品です。
専用アプリ
「UDCast」
をダウンロードした
携帯機器に､お手持ちのイヤホンを挿せばご利用いただけます。
一部Android端末には
「UDCast 」
アプリに未対応の機種がありますので、
事前に動作確認をお願いします｡

日本語字幕付き。
音声ガイド上映
（イヤフォン付FMラジオ）
対応作品です。
詳しくは、
バリアフリー映画鑑
賞推進団体City Lights
（電話03-3917-1995）
へご連絡ください。

上映前トーク

上映前トークショー付き。

上映後トーク

上映後トークショー付き。

※Pコードは HP をご覧ください

上映＆イベント

問 産業振興課

展 示

042-481-7180

井上あずみファミリーコンサート ～『天空の城ラピュタ』特別上映記念～
日 3/1
（日）
13:30～14:30

映画のまち調布賞 受賞者紹介展示
CINE WORKS展―映画制作の世界―、

所 グリーンホール

所 エントランスホール
（たづくり1階）

演 井
 上あずみ
申 QRコード

大ホール

定 700人

♪君をのせて ♪さんぽ

日 2/14
（金）
～3/8
（日）

全席自由
（申込多数の場合は抽選）
♪となりのトトロ ほか

「羅生門」
展示

締 2/21
（金）

協賛：アフラック生命保険株式会社

日 2/29
（土）
～3/8
（日）

第5回ちょうふ親子映画上映会
やなせたかしシアター 『ハルのふえ／アンパンマンが生まれた日』

映画の図書展～出張！映画資料室～

所 エントランスホール
（たづくり1階）

（2012/48分/10分/BD）
日 3/7
（土）
上映 ①11:00
所 グリーンホール

②14:00

大・小ホール

©やなせたかし/ TMS

ワークショップ10:00～16:00

定 700人
（当日先着順）

第15回高校生フィルムコンテストin映画のまち調布
『君との音色』、
『からっぽ』

日 2/29
（土）
～3/8
（日）
10:00～19:00
所 北ギャラリー
（たづくり2階）

撮影体験ワークショップ ボクらのたづくりスタジオ2020

所 映像シアター
（たづくり８階） 定 100人
（当日先着順）

日 3/7
（土）
、
8
（日）
10:00～17:00
所 むらさきホール
（たづくり1階）

ケベックシネマセレクション 上映会＆ケベック映画プチ講座
『さよなら、
退屈なレオニー』
（2018/96分/BD）
日 3/8
（日）
14:00～16:00

対 …対象

※撮影体験ワークショップ参加の募集は締め切りました
©CORPORATION ACPAV INC. 2018

所 大会議場
（たづくり１２階） 定 100人
（当日先着順）

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

所 南ギャラリー
（たづくり2階）

映画美術の世界へ

優秀作品上映会

日 3/8
（日）
11:00～12:00

〔凡 例〕 問 …問合せ先

日 2/29
（土）
～3/8
（日）
10:00～19:00

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

ちょうふ市民カレッジ
「一本の映画ができるまで」
「映画をつくる」とは、抽象的なイメージを「映像」という表現方法を使って具現化して
いくことです。
そして、鑑賞者がその世界に入り込むために、たくさんの人が関わり、
それ
ぞれの役割のなかでアイディアを出し、技術を駆使します。
この講座を通してあらたな映
画の楽しみかたを紹介します。
所 映像シアター
（たづくり８階）
日 2/7
（金）19:00～20:45
さ と う かつのり

講 佐藤克則
（城西国際大学メディア学部助教）

『仮面ライダー響鬼』
BD-BOX好評発売御礼イベント
久々之巻 集う輝き 映画館が「たちばな」になる
ひ

び

き

2005年に平成仮面ライダーシリーズ第６弾として制作された『仮面ライダー響鬼』。
「完全新生」を掲げ、
ヒーローの活躍のみならず、10代の少年の生きる喜びや思春期の
葛藤をも描こうとした同作のイベントを開催。
スタッフ・キャストによるトークショーを通
じて『響鬼』とはどんな番組だったのかを改めて検証します。
所 イオンシネマ シアタス調布
日 2/22
（土）
15:00～18:00

定 90人
（申込先着順）

費 ￥4,000
（ワンドリンク付き）

費 ¥500(全席自由・当日支払)

申 2面のイオンシネマ シアタス調布のプレイガイドをご覧ください。

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

竹本孝之×調布シネフェス
「映画にまつわるエトセトラ」
た け も と た か ゆ き

“重箱の隅ばかりつつく、
日常生活共感系ラジオ”
「竹本孝之 Song for TOMＯRROW」
の竹本氏が、
シネフェス実行委員をゲストに迎えてのトークイベント。
「洋画は字幕派？吹替
え派？」
「
、やっぱり映画館で見るのっていい？」
など、
映画談義に花を咲かせます♪
所 エントランスホール
（たづくり１階）
日 3/1
（日）13：30～14：30

店主が厳選した世界各国の生豆

おすすめの生豆「深大寺スペシャル
（240g）
」
¥880
（税込）

豆工房 コーヒーロースト 調布深大寺店は
「映画のまち調布 シネマフェスティバル2020」
に協賛しています
シネマフェスティバル2020開催記念セール
（2/21～25）
を実施
「深大寺スペシャル
（200ｇ）
」
が¥600
（税込）
とお買い得です！

アート

長年コーヒー業界でお勤めされてき
たご夫妻お二人で切り盛り。
豆選びや焙煎などについて丁寧に
アドバイスをもらえる

Art

問 文化・コミュニティ事業課

椎木彩子展 窓辺の物語

ウクライナ伝統工芸 ピサンキ
－伝統模様を纏う卵－

し い き さ い こ

調布FM83.8MHz

ミュージック Music

問 芸術振興事業課
（グリーンホール） 042-481-7611

バッハ・コレギウム・ジャパン
（BCJ）公開リハーサル

卵の殻にろうけつ染めで模様を描いた
「ピサンキ」を制作し、
い け ま け い こ
調布市内にてワークショップをしている池間恵子さんの作品を
展示します。
緻密な模様とカラフルな色が目を引くピサンキをど
うぞご覧ください。
所 リトルギャラリー
（たづくり9階）
日 ～3/29
（日）
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。

協定

BCJ公開リハーサルは当財団とBCJの相互協力提携に関する協定により開催される
特別な企画です。今回は、バッハの「モテット」から一部をお聴きいただきます。
所 くすのきホール
（たづくり2階）
日 2/14
（金）13:00
す ず き まさ あき
演 鈴木雅明
（指揮、
お話）、BCJ（管弦楽、合唱）
ほか
♪モテット／J.S.バッハ より
定 400人(当日先着順)
協定

042-441-6150

リトルギャラリー

調布市在住で美術作家・イラストレーターの椎木彩子さんの展覧会を開催します。
窓の専門家
から聞いたエピソードや作品の鑑賞者から集めた詩「窓辺の自己紹介」
をもとに描かれた絵画
をはじめ、
以前ワークショップで制作したアニメーションも紹介します。
所 展示室
（たづくり１階）
日 〜3/8
（日） 10:00～18:00
後援 調布市教育委員会

「 味な調べ」
では、
調 布の美 味しいを
お届け！

今 回は、１ 人でも 気 軽に 入れる 、
こ だ わ りのコ ーヒ ー 豆 専 門 店 を ご
紹介。
京 王 線 布 田 駅か ら 甲 州 街 道 を 渡
り、少し 歩 くとお 店 がある 。近 くを
歩いている とコ ーヒ ー 豆 を 焙 煎 し
たこうばしい香りに誘われる。
店内には、店主が厳選した生豆が
木 樽に 入って並んでおり、
この 中 か
ら好みの豆を選び、
その場で焙煎し
て く れ るの がこの お 店の 特 徴で あ
る。（焙煎は 分ほど）
また 、
待っている 間 に はハン ド ド
リップしたサービスコーヒーの提供
もある。
気さ く な ご夫 妻 が 、
一人ひと
りにあった好みのコーヒーを提供し
たいとお客様の話に耳を傾ける。
コ ーヒ ー をテーマに し た 映 画 や
コーヒー好きな映画人も多い。
映 画の ま ち 調 布で 映 画 を 楽しん
だ後は、自宅でオリジナルコーヒー
を淹れ、ゆっくりと感想を語りあう
のもおすすめである。
10

今 回はシネマフェスティバルで映 画を

調布市八雲台1-27-6
（京王線布田駅から徒歩8分）
10:00～18:00
（定休日 月曜日）
042-444-5180

楽しんだ後ぜひ立ち寄ってもらいたい、

豆工房 コーヒーロースト 調布深大寺店

布田エリアのこだわりをクローズアップ！！

世界各国の約35種の生豆をオーダー焙煎！
あなた好みのコーヒーが見つかるお店

サポート
せ

バッハ・コレギウム・ジャパン
©Marco Borggreve

鈴木雅明

©Marco Borggreve

Support
ゆ う

陶芸施釉・焼成作品受付
問 文化・コミュニティ事業課

042-441-6150

所 財団管理事務室
（たづくり7階）

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～
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！
所 グリーンホール大ホール 舞台
日 3/10
（火）10:00～20:55
（11区分） 3/11（水）9:00～20:55
（12区分）

日 受付 2/9
（日）9：00～17：00（12:00～13:00を除く）

返却 3/13（金）～31（火）9：00～21：00
他 詳細は HP をご覧ください。

※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。

対 中学生以上のピアノ経験者
費 1人￥2,000/55分間 ※連弾の場合は、1区分につき2人で￥4,000となります
申 電話
（申込先着順）042-481-7222（受付時間9:00～19:00）

〈市内の方〉2/13（木）9:00～受付開始 ※在勤・在学を含む（連弾の場合、代表者）
〈市外の方〉
2/14（金）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。
◦ 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

受賞対象
◯ 技術部門（撮影賞 / 照明賞 / 録音賞 / 美術賞 / 編集賞）

映画のまち調布とは？
『水澄み、時代劇、現代劇に最適なり』

映画製作の現場を支える種々の技術者

本賞は、主に映画製作の現場を支える技術者や制作
会社といった「映画のつくり手」に贈る賞です。
映画・映像関連企業の集積する調布市の独自性を尊
重し、
「映画のまち調布」にふさわしい映画賞として、映
画文化、芸術、産業の振興に寄与した映画・映像作品及
びその製作に貢献した者を顕彰します。

選考方法：
「映画のまち調布 シネマフェスティバル2020」で上映可能な人
気投票上位10作品の実写映画をノミネート作品とし、各賞、映画製作にお
いて功績のある映画技術スタッフ等で構成する選考委員会で協議の上、受
賞者を決定しました。

◯ 作品賞
人気投票最上位作品とします。

製作：山田元子
（街のアトリエ）

製作：山田元子
（街のアトリエ）

約6か月間に渡り、調布市内で映画賞「第2回
映画のまち調布賞」の作品賞と技術賞5部門ノ
ミネート作品を決める日本映画人気投票を募
集したよ！投票結果は、調布シネフェスWEB サ
イトをみてね！

◯ 功労賞
調布市の映画文化、芸術、産業の振興に多大なる貢献と顕著な実績を残
した者

❶ フィルム現像に欠かせない、きれいな水と澄んだ空気のある土地
❷ 時代劇のロケに適した土手のある風景
❸ 時代劇・現代劇にも便利な立地

本多嘉一郎が送ったこの電報により、
調布に「日本映画株式会社」
（後の日活多摩川撮影所、
現在の角川大映スタジオ）
が設立。
昭和30年代日本映画全盛期には大映、日活に加えて独立
プロダクション系の中央映画撮影所の３ヶ所で映画が制作
され、それに伴い多くの映画・映像関連企業が調布に集積。
現在も４０社以上の映画・映像関連企業が集まる、映画づ
くりに欠かせないまちであり続けています。

選考方法：調布市内の映画・映像企業等で構成する選考委員会で協議の上、
受賞者を決定しました。

映画のまち調布応援キャラクター

ガチョラ

第2 回 映画のまち調 布 賞

授 賞 式・受 賞 作 品上映
授賞式・先行特別上映会

撮影賞

けいすけ

圭佑

『新聞記者』(2019/113分 /DCP)

（2020/122分 /DCP）
『Fukushima 50』
（フクシマフィフティ）
監督 : 若松節朗

いまむら

今村

出演：佐藤浩市、渡辺謙、吉岡秀隆 ほか

日時：2/29
（土）
授賞式17：00

上映会18：10

監督・脚本：藤井道人

料金：￥1,400
（映画賞受賞式 + 先行特別上映会）

出演：シム・ウンギョン、松坂桃李 ほか

日時：3/8
（日）
10:30～12:50

会場：イオンシネマ シアタス調布 スクリーン10 ゲスト：2月中旬発表予定

料金：￥500

当日券￥800

会場：くすのきホール

©2019
「新聞記者」
フィルムパートナーズ

© 2020『Fukushima 50』製作委員会 3月6日（金）全国公開
配給：松竹 KADOKAWA

照明賞

みずの

けんいち

水野

研一

『日日是好日』

録音賞

上映後トーク 日本語字幕上映 UD

当日券￥800

出演：大泉洋、高畑充希、三浦春馬 ほか

日時：3/7
（土）
10:30～13:00

出演：黒木華、樹木希林、多部未華子 ほか

料金：￥500

日時：3/6
（金）
10:30～12:40
料金：￥500

肇

(2018/120分 /DCP)
監督：前田哲

監督：大森立嗣

はじめ

『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』

UD

（2018/100分 /DCP）

すずき

鈴木

当日券￥800

会場：くすのきホール

ゲスト：石塚慶生
（プロデューサー）
※手話通訳付

会場：くすのきホール
©2018映画「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会

©2018
「日日是好日」製作委員会

美術賞

さいとう

いわお

斎藤

編集賞

岩男

（2019/134分 /DCP）
『キングダム』
監督：佐藤信介

上映前トーク

出演：山﨑賢人、吉沢亮、長澤まさみ

当日券￥800

しんじ

信二

『翔んで埼玉』(2019/107分 /DCP)

UD

UD

ほか
監督：武内英樹

日時：3/1
（日）
15:30～18:20
料金：￥500

かわむら

河村

出演：二階堂ふみ、GACKT、伊勢谷友介 ほか

日時：3/7
（土）
15:30～17:50

会場：くすのきホール

料金：￥500

ゲスト：斎藤岩男
（美術）
© 原泰久／集英社 © 2019 映画「キングダム」製作委員会

当日券￥800

会場：くすのきホール

©２０１９映画「翔んで埼玉」製作委員会

功労賞

作品賞『天気の子』

新海誠監督作品上映会

べにたに

けんいち

紅谷

愃一【録音技師】

『太陽を盗んだ男』(1979/147分 /35mm)

作品賞を受賞した『天気の子』の監督、
新海誠氏の作品を上映します。

功労賞を受賞した紅谷愃一氏が録音を担当した作品です。
監督・脚本：長谷川和彦

監督：新海誠 日時：3/8
（日）
10:30～17:30
料金
（３作品通し券）
：￥500
『雲のむこう、
約束の場所』
© Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
『秒速5センチメートル』
© Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
『星を追う子ども』
© Makoto Shinkai / CMMMY

当日券￥800

料金：￥500

10:30～『雲のむこう、約束の場所』
（2004/91分 /DCP）
12:30～『秒速5センチメートル』
（2007/63分 /DCP）

上映後トーク

出演：沢田研二、菅原文太、池上季実子 ほか

日時：3/5
（木）
10:30～13:00

会場：グリーンホール大ホール

当日券￥800

会場：くすのきホール

©1979 東宝／フィルムリンク・インターナショナル

15:30～『星を追う子ども』
（2011/116分 /DCP）
ゲスト：川口典孝
（プロデューサー） 聞き手：土居伸彰

◯協力 : 協同組合日本映画撮影監督協会／協同組合日本映画・テレビ照明協会／協同組合日本映画・テレビ美術監督協会／協同組合日本映画・テレビ編集協会／日本映画・テレビ録音協会
（五十音順）
審査試写会場及び審査会場提供 : 株式会社東京現像所

日本映画人気投票 作 品 上 映
『アルキメデスの大戦』
（2019/130分 /DCP）
監督・脚本・VFX：山崎貴

『ミュウツーの逆襲

上映後トーク UD

出演：菅田将暉、舘ひろし、柄本佑、浜辺美波

監督：湯山邦彦、榊原幹典

日時：3/8
（日）
15:30～18:10
料金：￥500

当日券￥800

UD

声の出演：松本梨香
（サトシ）
、市村正親
（ミュウツー）
、

小林幸子
（ポイジャー）
、山寺宏一
（ミュウ）
会場：くすのきホール

日時：3/1
（日）
10：30～12：40

ゲスト：渋谷紀世子
（VFXディレクター）
ほか
©2019
「アルキメデスの大戦」製作委員会

EVOLUTION』
（2019/98分 /DCP）

料金：￥500
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
©Pokemon ©2019 ピカチュウプロジェクト

当日券￥800

会場：くすのきホール

上映前に「ガチョラ」と吹奏楽団「ZEST BRASS」
（金管五重奏）が登場！一緒にミニコンサートで盛
り上がろう♪上映マナーを教えてもらったら、お待ちかねの上映スタート！

特別上映会
羅生門（1950/88分 /DCP/ モノクロ）
監督・脚本：黒澤明

天空の城ラピュタ（1986/124分 /DCP）

上映前トーク

出演：三船敏郎、京マチ子、志村喬 ほか

監督・脚本・原作：宮崎 駿

声の出演：田中真弓
（パズー）
、横沢啓子
（シータ）
ほか

日時：2/29（土）10：30～12：30

日時：2/29
（土）
～3/8
（日）

料金：￥500

料金：～￥1,100

当日券￥800

会場：くすのきホール

会場：イオンシネマ シアタス調布

ゲスト：安藤 篤、竹内 公一（日本映画・テレビ美術監督協会）

※上映時間は WEB サイトをご確認ください

井上あずみファミリーコンサート 〜『天空の城ラピュタ』特別上映記念〜
出演：井上あずみ

定員：700人

日時：3/1（日）13:30～14:30
会場：グリーンホール大ホール
申込方法：QRコード

全席自由（申込多数の場合は抽選）

♪君をのせて ♪さんぽ

♪となりのトトロ ほか

協賛：アフラック生命保険株式会社
©1986 Studio Ghibli

©KADOKAWA1950

シアタス調布 シネマセレクション
会場：イオンシネマ シアタス調布
（トリエ京王調布 C 館2階） 料金：～1,100円

※上映時間は WEB サイトをご確認ください
2/21
（金）～28
（木）

2/14
（金）
～20
（木）

Shall we ダンス?（1996/136分 /DCP） いつでも夢を（1963/86分 /BD）

グリーンブック（2018/130分 /DCP）

（2018/94分 /DCP）
若おかみは小学生！

©1995 KADOKAWA 日本テレビ 博報堂DYメディアパートナーズ 日販

©2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.

©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社 / 若おかみは小学生！製作委員会

©日活

自閉症の息子との
きずなを描く

第15回高校生フィルムコンテ
ストin 映画のまち調布
優秀作品上映会

第5回ちょうふ親子映画上映会

やなせたかしシアター
『ハルのふえ／アンパン
マンが生まれた日』

『海洋天堂』
(2010/98分 /BD)

© やなせたかし/ TMS

日時：2/15（土）13:30～16:00

日時：3/7
（土）
上映 ①11:00 ②14:00
ワークショップ 10:00～16:00

料金：￥1,000（事前予約制） 購入方法：QRコード

会場：グリーンホール大・小ホール

会場：シアタス調布
主催：調布市福祉作業所等連絡会 (042-481-3201)、

定員：700人
（当日先着順）

CILちょうふ（042-466-0683）

『さよなら、
退屈なレオニー』

『君との音色』、
『からっぽ』

(2012/48分 +10分 /BD)

©2010, Nice Select Limited. All Rights Reserved.

ケ ベックシ ネ マ セレクション
上映会＆ケベック映画プチ講座

(2018年/96分/BD)
©CORPORATION ACPAV INC. 2018

日時：3/8
（日）
11:00～12:00

日時：3/8
（日）
14:00～16:00

会場：映像シアター

会場：大会議場

定員：100人
（当日先着順）

定員：100人
（当日先着順）

最優秀賞 明治大学付属明治高等学校 映画部「君との音色」
（15分）
優秀賞

成城学園高等学校 メディアアート部 「からっぽ」
（8分）

展示
CINE_WORKS 展
―映画制作の世界―

映画のまち調布賞
受賞者紹介展示
日時 :2/14
（金）
～3/8
（日）

「羅生門」展示
日時 :2/29
（土）
～3/8
（日）
8:30～21:30

日時 :2/14
（金）
～3/8
（日）

8:30～21:30

8:30～21:30

会場：エントランスホール

会場：エントランスホール

会場：エントランスホール
主催：日本映画・テレビ美術
監督協会

映画の中に登場した平山案の新しい戦艦の模型
（120分の1の大和模型）

映画づくりを支える職人たちの仕事は、もはやアートの領域…。
映画「アルキメデスの大戦」に登場した戦艦大和の模型や衣装、図面、
小道具などのほか、山崎貴監督直筆の絵コンテを展示します。

映画のつくり手を顕彰する「映画のまち調布賞」受賞者を紹介するパネ

日本映画として初めて、ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞とアカデミー

ル展です。受賞作品の制作秘話や、好きな映画、尊敬する映画人など徹底

賞名誉賞を受賞し、黒澤明や日本映画が世界で認知・評価されるきっか

解剖します。

けとなった作品「羅生門」。この“門”のセットを、今、日本映画を支えてい
る美術スタッフが、その知識や技術を駆使して、10分の1スケールで再現
します。

映画の図書展
～出張！映画資料室～

撮影体験ワークショップ
ボクらのたづくりスタジオ2020

映画美術の世界へ
日時 :2/29
（土）
～3/8
（日）
10:00～19:00

日時 :2/29
（土）
～3/8
（日）
10:00～19:00

日時 :3/7
（土）
、8
（日）
10:00～17:00

会場：南ギャラリー

会場：北ギャラリー

会場：むらさきホール

3/7（土）13：30〜
ギャラリートーク

主催：日本映画・テレビ美
術監督協会

戦前の調布にあった、映画人たちが大勢暮らしていた旧日活・大映村。

映画の画面に映っている部屋、衣装、小道具など、生身の俳優以外のす

今回その旧日活・大映村をテーマに、関連する作品のポスター、台本等を

べてを準備するのが、
「美術」の仕事です。作品の設定や世界観に合わせ

をご覧いただけます。

映画のワンシーンのような本格セットと撮影体験ワークショップの様子

展示します。監督、脚本家から寄贈された貴重な資料も並ぶ、
「映画のま

て造るため、例えば、品物にあえて傷や汚れをつけて、古さや使いこまれ

※撮影体験ワークショップ参加の募集は締め切りました

ち調布」ならではの展示です。

た感じを出すことがあります。想像力と技術を要する「美術」のクリエイティ
ブな一面を、小道具などの展示や制作現場の映像を通して紹介します。

調布シネフェスの上映チケット
（半券）
を提示すると市内約200店舗で
お得なサービスが受けられます。

詳細はコチラ

チケット購入方法、凡例は2面、この他のイベントは3面をご覧ください。

ホール・ギャラリーイベント情報［2月］

プレイ

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

アートな

休館日 2/17
（月）
・18
（火）
・
22
（土）
・23
（日）

Q

9:00～21:30
（初日13:00から、最終日13:00まで）
問 文化生涯学習課生涯学習情報コーナー 042-441-6155

A

北ギャラリー
2/10（月）～ 第18回調布水彩画会展
2/16（日） 10:00～17:00（初日12:30から、最終日17:00まで）
042-483-7679

2/15（土） ブルガリア講座 バラとヨーグルトの国、ブルガリア
映像シアター

14:00～16:00 ￥1,000
（資料代）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

2/15（土） 調布市協定大学ゼミ展
13:00～16:00
問 文化生涯学習課

の せ ゆ ひ こ

問 能勢由緋子

A

むらさきホール
Q

042-481-7745

A

2/24（月・休） うたごえサロン
14:00～16:00

Q

大会議場

全席自由￥900（参加費）

042-487-7068

北ギャラリー
2/24（日）～ Update展
2/26（水） 10:00～19:00（初日13:00から、最終日18:00まで）

Q
A

問 tsuzuki@komajo.ac.jp

調布市グリーンホール

休館日 2/3
（月）
・10
（月）
・
17
（月）
・25
（火）

2/9（日） 毘沙門天管弦楽団第57回演奏会

大ホール

14:00～16:00 全席自由 ￥1,000
問 三浦 090-9689-8237

2/21（金） 川口尭史&三枝寛人 ジョイントリサイタル 小ホール
19:00～21:00 全席自由 一般￥3,000
問 アンサンブルNIZI
03-3300-9047
takashi.vn.kawaguchi@gmail.com

調布市せんがわ劇場

問 芸術振興事業課
（せんがわ劇場） 03-3300-0611

「アートな調べ」は、
プロの視点でアートを愉しく、わかりやすく紐解くコーナーです。
今回は、せんがわ劇場演劇事業外部アドバイザーの徳永京子さんに“演劇の愉しみ方”に
ついてお話していただきます。

調べ

2/7（金）～ 令和元年度生涯学習サークル合同発表会
2/15（土）
みんなの広場

問 佐藤満

Play

まず、
演劇の魅力を教えてください。
ある演出家が「演劇は、観ている間ずっと考えるようにできている」と言っていました。椅子に
座ったまま一定時間、
おしゃべりや飲食、
スマホを開くことも禁止の状態で過ごすのですから、
目
の前で行われていることの内容や意味を理解しようとするのは、確かに人間の自然な仕組みかも
しれません。
おもしろければ「なぜ自分はこんなにワクワクするんだろう」、つまらなければ「なぜ
この人達はこんなことをやっているのだろう」という思いが湧きます。その考える時間、想像する
時間は、人が賢くなったり楽しく生きていくためにとても大事で、私はそれが演劇の大きな魅力だ
と考えています。
劇場でのマナーや事前準備などは必要ですか？
①携帯電話を電源から切る。
②コンビニの袋などをカサカサさせない。
まずはその２つを守っていただければ。
演劇を楽しむポイントを教えてください。
劇場は基本的に暗くて静かで、眠くなりがちです。
でもそれは、集中しやすい環境でもあります。
「眠くなる」と
「集中できる」は紙一重。多少寝てしまっても気後れせず、経験を積むうちに集中力
のスイッチが入りやすくなります。
また、演劇は観客の目がカメラです。せりふを話している人では
なく、
セット、照明を観ても大丈夫。何が正解という答えもないので、
自分のカメラでつないだ自分
だけのストーリーを気軽に楽しんでください。
これから演劇を鑑賞する人にメッセージをお願いします。
ひとことで
「演劇」
と言っても、
種類はさまざま。
「これが初心者向け」
というものもありません。
１本観
て楽しめなくても、
たまたま相性が悪かった可能性が高いので、
できれば何本か観てみてください。
チ
ラシの好き嫌いで選んだり、
Twitterで検索、
あるいはセンスを信頼できる人にお勧めを聞くなど、
作
品を選ぶ方法はいくつかあります。
部屋を出ずとも国を救ったり、
イケメンと恋したりできる時代に、
チ
ケット代分のおもしろさの保証もないまま、
その場所にその時間に行かないといけない演劇。
逆に言
えば、
当たると大きい。
だから今も残っています。
どうぞお試しください。

©青二才晃

©青二才晃

学生￥2,000

©青二才晃

徳永京子 プロフィール
演劇ジャーナリスト。雑誌、ウェブ、公演パンフレットを中心にインタビュー、作品解説、朝日新聞首都
圏版に劇評を執筆。せんがわ劇場演劇事業外部アドバイザー。東京芸術劇場企画運営委員。読売演
劇大賞選考委員。ローソンチケット演劇専門サイト『演劇最強論-ing』企画・監修・執筆。

休館日 2/17
（月）

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

第10回せんがわ劇場演劇コンクール オーディエンス賞受賞公演

たづくり休館日のご案内
問 企画課

042-441-6145

世界劇団
『天は蒼く燃えているか』

毎年７月に開催している、
せんがわ劇場演劇コンクールの観客によって選ばれた劇団の新作を上演します。

■2月の休館日
2/17
（月）
・18（火）
・22（土）
・23（日）
定例休館日 17（月）
・18（火）
臨時休館日 22（土）
・23（日）
臨時休館日は、
施設予約をインターネットおよび電話で受け
付けています。
また、
チケットのご予約を電話で承ります。
インターネット HP の入力フォームから必要事項を入力

【世界劇団 プロフィール】
医師と医学生の劇団。
ほんぼう ゆ か こ
代表の本 坊由 華子は2015年に四国劇王と中国劇王を獲得。2017年に松山・広島・北九州の三都市で
ツアーを実施し、2018年には利賀演劇人コンクールにて観客賞2位を受賞、松山・東京・三重で三都市ツアー
を敢行した。
作品創作のみならず、
精神科領域で演劇の可能性を模索中。
所 せんがわ劇場

※施設予約で初めての場合は要事前登録

電話

042-441-6161
（施設予約、9:00～16:00）
042-481-7222
（チケットCHOFU、
9:00～19:00）
■2021年2月の休館日
臨時休館日 13（土）
・14（日）
定例休館日 15（月）
・16（火）

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

全席自由 アートプラス会員・一般

※リハーサル室のみ、3/1(日)から通常どおりご利用いただけます
※工事期間中、搬入口及び搬入口駐車場は使用になれません。
また、作業内容
により大きな音がでる場合がありますのでご了承ください

演劇コンクール市民審査員募集

2/7
（金）※インターネットでは発売中

サンデー演劇ワークショップ
～劇遊びで仲間づくり～参加者募集

第11回せんがわ演劇コンクールのオーディエンス賞を決める
市民審査員を募集します。今回から表彰式後に“アフターディス
カッション”を設けます。観劇後に参加者へ直接感想を伝えてみま
せんか？
所 せんがわ劇場
日 7/4
（土）、5（日）

学校のクラスメートや友達とのコミュニケーション力を高めよう。表現力をアップする劇遊びを
体験して、
4月からの新学年は積極的なキミに変身だ！
所 せんがわ劇場
日 3/29(日)14：00～15:30
さ が わ だいすけ

講 佐川大輔
（せんがわ劇場演劇ディレクターチーム チーフディレクター）

対 本選全ての作品
（5本）
を鑑賞し、審査会と表彰式に参加できる15歳以上の方。

対 小学1年生〜中学3年生

申 郵送

〒182-0002 調布市仙川町1-21-5
FAX 03-3300-0614
インターネット HP の入力フォームから必要事項を入力
申込締切 ～2/29（土）
他 応募方法等の詳細は HP をご覧ください。

対 …対象

当日券￥3,000

世界劇団から次期公演についてコメントが届きました！
はじめまして。愛媛を拠点に活動する医師と医学生の劇団、世界劇団の本坊です。
2019年夏に行われた第10回せんがわ劇場演劇コンクールにてオーディエンス賞を受賞し、2020
年4月にせんがわ劇場にて作品を上演します。
突然ですが、皆さんにとって2020年はどんな年になると思いますか？私は、この一年は日本にとっ
て大きな転換点になるのではないかと感じています。
芥川龍之介の小説に
「アグニの神」
という童話があり
ます。アグニの神とは炎の神様のことで、炎をモチーフにこれから大きく変革していくであろう日本の
姿を描きました。蒼く燃える炎のように力強く前に進みたいものです。
「天は蒼く燃えているか」、
ご期
待ください。
世界劇団 本坊由華子

※受付窓口・仙川ふれあいの家は通常どおり運営します

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

￥2,500

￥2,000 当日券￥2,500
予約ウェブフォーム「シバイエンジン」から申込
窓口 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

調布市せんがわ劇場では、ホールの扉の改修工事を予
定しています。工事期間中、
ホールをご利用いただくことが
できません。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解・ご協力をお
願いします。
日 2/12(水)～3/17(火)

〔凡 例〕 問 …問合せ先

かた ふち た か し

申 インターネット

発売 アートプラス会員・一般

せんがわ劇場ホール
扉改修工事のお知らせ

し な べ や ま と

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）

定 20人
（申込多数の場合は市民優先）
申 窓口

せんがわ劇場
（9:00～19:00）
電話 03-3300-0611
（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：2/5
（火）
10:00～3/1（日）19:00
他 応募方法等の詳細は HP をご覧ください。
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

042-481-7222

チケットCHOFU

（9:00～19:00第4月曜日休み・変則あり）

調布市文化会館たづくり

2/21（金）

※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

調布市グリーンホール

2/8（土） 17:00（16：00開場）

だれでも昼席 14:00 約120分
おとなの夜席 19:30 約90分

たづくりシアター寄席 その八

定員100人の小さなホールならではの臨場感と一体感。
表情、
所作、
息づかい…と笑い！
映像シアター
（たづくり8階） 全席自由（整理番号付）
だれでも昼席（志ん五・志ん吉 二人会）
アートプラス会員 ￥1,350
一般 ￥1,500

CN

H ZETTRIO
「RE-SO-LA Tour2020 先駆けトリオピック Vol.1」

今話題のジャズピアノトリオがついに調布に登場！ユニーク且つ
エイチ ゼ ッ ト
エム
“無重力奏法”
と形容されるテクニカルなピアノのH ZETT Mと、
ニ レ
コ ウ
ベースのH ZETT NIRE、
ドラムスのH ZETT KOUが支えるキレの
あるリズムセクションを武器に、
独自のアンサンブルを響かせます！
大ホール 全席指定 残席僅少
アートプラス会員 ￥4,500

おとなの夜席
（古今亭志ん五 独演会）

ご

こ こん てい し

提携

こ さ ん じ

大ホール 全席指定
アートプラス会員 S席 ￥3,600
A席 ￥3,150
一般 S席 ￥4,000
A席 ￥3,500

※U22割引はチケットCHOFUのみ取扱い
主催

夢空間
撮影：橘蓮二

一般 ￥5,000

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

アートプラス会員 ￥900
一般 ￥1,000
こ こん てい し

4/16（木） 18:30
柳家小三治 春の会
やなぎや

エ イ チ ・ ゼ ッ ト リ オ

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。

「ドラマティック・レイン」
「クリスマス
キャロルの頃には」などのヒット曲か
ら最新の楽曲まで、時間旅行をお楽し
みください。
大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥6,120

きち

演 古今亭志ん五
（昼・夜席）、
古今亭志ん吉（昼席）

一般 ￥6,800

※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
古今亭志ん五

3/22（日） ①12:00（手話通訳付）
調布市民歌舞伎公演

②16:00

共催

え ど

3/25（水） 19:00
気になる三人会
柳家喬太郎・春風亭一之輔・三遊亭萬橘
や な ぎ や き ょ う た ろ う

調布名物！ 調布市民歌舞伎！本格的な歌舞伎をお楽しみ
ください。
くすのきホール（たづくり2階） 全席自由
アートプラス会員 ￥1,800 一般 ￥2,000
演 調布市民歌舞伎
かなでほん ちゅうしんぐら
やましな かんきょ
演目：
「仮名手本忠臣蔵」 九段目 山科閑居 一幕、
げんろくはなみおどり

5/16（土）

古今亭志ん吉

しゅんぷうてい い ち の す け

提携

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

テレビでもお馴染みのかいけつゾロリ！シリーズの中でも人気が
高い2部作
「かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート」
と
「かいけ
つゾロリなぞのスパイと100本のバラ」
をもとにした、
歌あり、
ダンス
ありの笑いっぱなしのファミリーステージです。

さ ん ゆ う て い ま ん き つ

大ホール 全席指定 S席 残席僅少
アートプラス会員 S席 ￥3,330 A席 ￥2,970
一般 S席 ￥3,700 A席 ￥3,300

大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥2,700
一般 ￥3,000

※U22割引はチケットCHOFUのみ取扱い
主催

①12:00 ②14:30 約70分（休憩なし）

夢空間

ひ な はなのにぎわい

「元禄花見踊」 江戸鄙花賑 一幕

2歳以下ひざ上無料
（ただし座席が必要な場合は有料）

発売 アートプラス会員2/12（水） 一般2/14（金）
主催 キョードーファクトリー

撮影：山田雅子

撮影：山田雅子

撮影：山田雅子

柳家喬太郎

春風亭一之輔

三遊亭萬橘

4/4（土） 13:30
来日55周年/生誕100周年記念
アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ

過去の様子
調布市民歌舞伎バックステージツアー
公演前日、舞台装置を組む様子や稽古を公開します。衣装や
小道具も間近で見られるチャンス！本番直前のくすのきホール
の空気を感じてみませんか。
所 くすのきホール
（たづくり2階）
ほか
日 3/21
（土）13:00～14:30
定 20人
（申込先着順、公演チケット不要）
対 小学校1年生以上
（ただし、小学校2年生以下は保護者同伴）
申 電話 042-481-7611
（9:00～19:00）

※当日は動きやすい服装でお越しください

提携

大ホール 全席指定
アートプラス会員 ￥7,020
一般 ￥7,800
￥3,000

※U22割引はチケットCHOFUのみ取扱い

演ジ
 ャック・パウエル
（指揮）
、

アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ
（管弦楽）
♪ジェラシー
♪ラ・クンパルシータ
♪小さな喫茶店 ほか
主催 テイト・コーポレーション

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

あ

提携

や

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
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
※U22割引はチケットＣＨＯＦＵのみ取扱い

発売 アートプラス会員2/5（水） 一般2/7（金）
主催 東京労音府中センター
バックステージツアーの様子

チケットCHOFU
システムメンテナンスのお知らせ
チケットCHOFUシステムメンテナンスを下記のとおり実施
します。
メンテナンス期間中はチケットCHOFUのサービスは
ご利用できません。
ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上
げますとともに、あらかじめご了承くださいますようお願いい
たします。
チケットCHOFUシステムメンテナンス実施日時
2/17（月）9:00～23:59
※作業状況により、
時間が多少前後する場合があります。
※2/17
（月）
はたづくり、
グリーンホール、
せんがわ劇場ともに休館日です

◦ 開場表記がない催しは30分前開場です

ちょうふアートプラス会員更新について
ご自身のカードの有効期限をご確認のうえ、更新手続きをお願いいたします。
市民会員

ご住所が証明できる書類（有効期限内の運転免許証、健康保険証、学生証など）
をお持ちの上、窓口にお越しください。

市外会員

年会費￥1,000を窓口、
インターネット上のクレジット決済でお支払いください。

会員期間
年会費
必要書類
更新方法
更新期間

市民会員
２年
無料
有効期限内の運転免許証、健康保険証、学生証など
窓口のみ
更新月の３ヶ月前

市外会員
１年
￥1,000 ※インターネットの場合、手数料￥94が発生します
特になし
窓口・インターネット
【窓口】３ヶ月前 【インターネット】１ヶ月前

オプションサービス
（DM）について
事業情報紙、
イベントチラシをご自宅に隔月でお届けします。
継続される方は宛名ラベルの期限をご確認の上、
窓口・郵便振替
（8面のプレイガイドを
ご覧のうえ、
通信欄に
「ちょうふアートプラスオプション」
と明記してください。
）
でご購入をお願いいたします。
（窓口以外は、
別途手数料が発生します）
費 ￥1,000
（6回/年）

◦ 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

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。
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 ￥25,000（5公演合計価格から￥2,500お得！）

ベートーヴェンセット
50セット限定

2020 年

6

6/14 21
(日）
－

14

（日）

14:00

(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

6

※3歳から入場可

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：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

公演会場

6

調布市グリーンホール 大ホール

深大寺

チケット発売日
ちょうふアートプラス会員 3/6（金）
一般 3/13
（金）
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
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

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

（土）

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
大ホール
ピアノ・指揮：マルティン・シュタットフェルト

6

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

￥2,000

6

21

（日）

（水）

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

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

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第10番「ハープ」
※15:00から深大寺ご院内僧侶による天台聲明の詠唱あり

6

18

（木）

14:00
くすのきホール

Beethoven

6

ジュニア特別招待枠

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

市内の小中学生に、
国内トップレベルの演奏を聴く機会を提供します。
対 市内在住の小学校4年生～中学校3年生
（公演時）
定 10人
（申込多数の場合は抽選）
申 タイトルに「Ｎ響招待応募」と入れ、
①氏名 ②住所 ③電話番号
④令和２年度の新学年 ⑤同伴者
（有料、１名まで）
の有無を、
butai@chofu-culture-community.org 宛にＥメールでお送りく
ださい。
締 2/25
（火）必着
※ご用意する席はＡ席となります
※抽選結果は、当選者にのみ2/29
（土）
までに返信します
※申し込みには諸条件があります。HPでご確認ください
問 芸術振興事業課 042-481-7611

［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）

19

（金）

15:00
くすのきホール

Ｎ響＆ BCJで聴く
「第九」

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

17

15:30

©M.Miura

Beethoven

レクチャー＆コンサート
ベートーヴェンの交響曲を知る

15:00

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

※市外の方は年会費￥1,000 入会方法は下記プレ
イガイド欄をご覧ください

©Marco Borggreve

©TANKA.

20

18:00

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）

お得なセット券＆割引制度

調布市民は入会金・年会費無料！

6

Beethoven ［出演］解説：西原 稔（桐朋学園大学教授）

ベートーヴェンセット

ちょうふアートプラス会員割引
セット券・各公演全て1割引となります

木嶋真優 ヴァイオリン・リサイタル

￥5,000
［出演］ヴァイオリン：木嶋真優 ほか

（火）

90 分公演
休憩なし
せんがわ劇場 ［料金］全席指定

調布市せんがわ劇場

（土）

くすのきホール［料金］全席指定

16

11:00

調布市文化会館たづくり くすのきホール

20

14:00

オープニング・コンサート夏だ！祭りだ！！

6

午後のバッハ
鈴木秀美無伴奏チェロ・リサイタル

21

（日）

18:15

鈴木優人とBCJ の「運命」

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

［料金］全席指定 ￥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

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

Beethoven

©Marco Borggreve

6/20( 土 )・21（日）
には、グリーンホールやたづくりでキッズコンサート
（有料）
や、無料公演を多数ご用意しています!! お楽しみに !!
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。

ステージ出演
■オープニング・コンサート合唱出演者
■調布国際音楽祭フェスティバル・オーケストラ出演者
■オープンステージ、
ウエルカムコンサート出演者

今年も、音楽祭を一緒に
創ってくださる方を
募集します！

※詳細は、HP 及び３月号以降に掲載します

〔凡 例〕 監 …監督

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

■チケット CHOFU

☎ 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

演 …出演

共催 …財団共催

ちょうふアートプラス

公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団

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

サポート
■ボランティア「チームCIMF」
■サポート事業者

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

