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─8回目の今年は、6人のピアニストが出演する超豪華版だそ
うですね。
　3台のピアノを6人で弾く六重弾（ろくじゅうびき）もあったり、
いつも以上ににぎやかになります。
　杉並公会堂の素晴らしいところは、3台のピアノが揃っているだ
けでなく、レベルが均質なこと。どのピアノも弾きこまれており、練
られた音で鳴っています。こうしたピアノで演奏できるのは、本当
に幸せなことです。
─3台のピアノを使う演奏ならではの聴きどころは？
　3人のピアニストで、１×１×1＝３になるんですね。決して労力
が１／３になるわけではなく、一人で演奏するより大変です。楽し
い演奏会の影で、いつもふうふう言いながらリハーサルをしていま
すよ（笑）。作り込んだ本気のエンタテインメントなんです。これか
らのクラシック音楽の世界に対して、いつも刺激ある企画を作り上
げられたらいいなと思っています。
─練り上げられたプロフェッショナルな演奏があってこそのエン
タテインメントなんですね。
　日本のクラシック音楽の世界では皆がそれぞれ、聴衆の「裾野」
を広げたいと言い続けています。その結果、見渡す限り平野が広
がり、プロもアマチュアも同じ裾野に立つような状況になってしまっ
たと感じます。でも本来は「山」があってこその「裾野」ですよね。で
すからこれからは原点に返って「山」を再構築し、実力のある演奏
家の人たちと、山の上で真剣に遊ぶ姿をお見せしたいのです。10
年前にこのプロジェクトを始めた時には、本格的なクラシックに誘
う、映画で言えば予告編のような存在でありたいと考えていました。
今はその役割も変わってきています。「山」を作ることで、楽しさは
そのままに、さらに質の高いゴージャスなエンタテインメントにして
いきたいですね。
─来年のデビュー 40周年に向け、ご自身の活動もますます充
実していきそうですね。
　11月には僕自身のアルバムを予定しています。昨今はYou 
Tubeなどで手軽に音楽を聴けるようになりましたが、あれは情報
発信の一つ。CDはアーティストにとって一つの芸術です。だから
売れる、売れないにかかわらず、アーティストは作るべきだと思う
んです。私自身納得のいく作品を残したいし、何よりピアニストと
して生きている限り永く弾き続けたい。そういう意味で40周年は
長い道のりの一つ
の通過点ですね。

「3大ピアノ★プロジェクト」は、日本フィルと並ぶ杉並公会堂の二大看板公演です。
今回、斎藤さんの全面協力により製作されたCD『華麗なるピアノ3重弾！』は、まさに
このホールならではの作品だと言えます。杉並公会堂が長く愛されてきたのは、
アーティストや聴衆の皆さんがこうしてホールに魂を吹き込んでくださっている
からに他なりません。これからも地域に根ざしたホールとして、魅力的な
プログラムを発信していきたいと考えております。

東京藝術大学出身。18歳で第
46回日本音楽コンクールに優勝、
NHK交響楽団との共演でデビューし
「藝大のホロヴィッツ」と呼ばれる。歌曲
の伴奏でもわが国最高の名手の評価を
不動のものとしている。またNHK教
育テレビ「趣味悠々」をはじめとす
るテレビ、ラジオ番組でも人
気を博している。

Profile
プロフィール

世界の3大ピアノで奏でる
極上のエンタテインメントへようこそ！

　ピアノの名器、スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュ
タインを駆使した人気プログラム「3大ピアノ★プロジェクト～
PIANO三重弾」。今回開館10周年を記念して関連CDが製作
され、ガラコンサートが行われます。その魅力をプロデューサ
ーでもあるピアニストの斎藤雅広さんに伺いました。

他のホールにない魅力を発信していきます 杉並公会堂　館長  菊地一浩

10周年を記念してCD『華麗なるピアノ3重弾！』を10名様にプレゼント！詳しくは3面をご覧ください。

杉並公会堂

開館10周年

斎藤雅広さん
ピアニスト　

の通過点ですね。



①「絵本の旅＠カフェ」
　毎週土曜日10:30～12:00
　「本読み案内人」さんに自分の
好きな絵本を読んでもらえるよ。
■￥１回500円（おやつ付） ■対象3歳以上

②「みんなの作業場」
　毎週日曜日10:30～12:30
みんなと遊びながらいろんなこと
にチャレンジしよう。
■￥4回2,000円　■対象小・中学生

■■定 20名程度
■■問劇場のHPまたは☎3223-7500、FAX 03-3223-7501

５月２１日から、子どものためのプログラム
「遊ぼうよ！」が始まります。

５/21土スタート　

５/22日スタート　

2

E※E ・F「劇場へいこう！」の開場は、開演の30分前

今年から新作『ピノッキオ』が登場。何度でも見てもらえるように、
今年も中学生以下のみなさんはご招待します。
家族そろってご覧ください！

☎３２２３－７３００■座・高円寺チケットボックス問 10時～18時／月曜定休座・高円寺 高円寺北2-1-2

close
up あしたの劇場「世界をみよう！」

夏の劇場10

作『ピ が 何度 も も にに、に、によようよううにうにええるよるるようようららえらええるえるててもらももらら見見て見て見てもてもででも見もも見も見何度度で度で度でもでも。。何度何何度何度度登登場。場場。何場 何がが登が登登場登場オオ』がオ』』がががッッキオキキオ』オピノノッノッッキ作『『ピピピノピノ新新作作作『ピ作『ピからら新ら新ら新作新作年年かかからから今今年今年今年か年今今今今

あしたの劇場「劇場へいこう！」
秋の劇場15

チケット
発売場所 座

なみちけ 託児

6/23木～7/3日
夏の劇場09
つかこうへい×扉座 第2弾
『郵便屋さんちょっと 2016・扉座版』
つかこうへい作品『郵便屋さんちょっ
と』を、つかこうへいに憧れて劇作家
を志したという横内謙介が、つかスタ
イルを徹底的に踏襲しつつ、現代風に
潤色した、笑って泣ける扉座版不条理
人情劇としてお届けします。
■作つかこうへい  ■上演台本■演 横内謙介
■出岡森諦、有馬自由、山中崇史 ほか
■場座・高円寺1　■￥全席指定／一般
4,500円 ほか※ミナクルステージ
（6/23）　全席指定／一般3,000円

前回公演『いとしの儚』より前回公演『いとしの儚』より

チケット
発売場所 座

春の劇場06　日本劇作家協会プログラム
劇団桃唄309『風が吹いた、帰ろう』

5/25水～29日

ハンセン病患者の国立療養
所があった香川県のとある
小島を舞台にした物語。
■作■演長谷基弘　■出佐藤達、
山西真帆、國津篤志、富山聡子、高木充子、
竹田まどか、五十嵐ミナ、石坂純、元尾裕介、
西山水木（ゲスト） ほか　■場座・高円寺1　
■￥全席指定／一般4,000円 ほか

託児なみちけ

『移動』（2010年　座・高円寺1）『移動』（2010年　座・高円寺1）
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チケット
発売場所 座

夏の劇場07　　　
いわてアートサポートセンター　
『残花－1945 さくら隊 園井恵子－』

6/1水～5日
託児なみちけ

広島の原爆によって亡く
なった岩手出身の元タカラ
ジェンヌ園井恵子とさくら隊
の物語を舞台化。東北出身
の演劇人たちと共に、東北発
の演劇として上演します。
■原案上田次郎　■作■演詩森ろば（風琴工房）　
■出林田麻里、坂元貞美、福本伸一（ラッパ屋）、ザンヨウコ、
酒巻誉洋、庄崎真知子（劇団銅鑼）、大石憲、
熊坂理恵子、万里紗 ほか　
■場座・高円寺1
■￥全席指定／一般4,000円 ほか
　

坂元貞美坂元貞美 林田麻里林田麻里 福本伸一福本伸一

開場は開演
の30分前
★託児あり

チケット
発売場所 座

1969年に寺山修司の天井桟敷によって初演された『犬神』
を、「呪術音楽劇」として上演します。
■作寺山修司　■演■音楽 J･A･シーザー  ■脚色髙田恵篤　
■出万有引力俳優陣 ほか　

なみちけ 託児

6/10金～19日
夏の劇場08 
演劇実験室◉万有引力 呪術音楽劇
『犬神』－月と不死、魂の古代形式譚－
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チケット
発売場所 座

なみちけ

8/22月
座・高円寺大衆演劇公演
『三代目座長　橘大五郎　
座長襲名五周年記念公演』

発売日
6/11㊏

おまたせいたしました。座・高円寺大衆演
劇公演、第3弾！三代目座長 橘大五郎の
座長襲名５周年を記念して、芝居ありショ
ーありの華やかな舞台をお届けします。
■出総座長 橘菊太郎、座長 橘大五郎、
副座長 橘良二、花形 橘裕太郎 ほか
■場座・高円寺2　■￥全席指定／3,500円

12：00/17：00
開場は開演の30分前
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19:00
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チケット
発売場所 座

なみちけ 託児

8/20土・21日
夏の劇場13　日本劇作家協会プログラム
下鴨車窓『旅行者』

発売日
6/1㊌

住みなれた土地を離れ、異邦人と
して故郷を目指す旅にでる三姉
妹の物語。京都を拠点に活動する
劇団の公演です。
■作■演 田辺剛　■出今井美佐穂、
大沢めぐみ、笠井幽夏子、
たかはしまな、邁、松原佑次、三遊亭はらしょう、
大熊ねこ、F.ジャパン　■場座・高円寺1　
■￥全席自由／一般2,500円
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開場は開演の30分前★託児あり
チケット
発売場所 座

なみちけ
託児

7/22金～31日
夏の劇場11　日本劇作家協会プログラム
カムカムミニキーナ
『野狂～おのしのこのし～』

発売日
6/3㊎

現世と地獄を往来し、閻魔大王の側近だっ
たという「野狂」ことスーパー貴族、小野篁
を軸に、現代から未来まで、小野の血脈を
辿る物語。大河絵巻に怪談、SF、喜劇でもあ
り悲劇でもあるカムカムミニキーナならで
はの世界をご覧ください。
■作■演 松村武　■出八嶋智人、松村武、
藤田記子、瀬戸さおり、福田転
球、久保酎吉、吉田晋一 ほか
■場座・高円寺1　
■￥全席指定／一般5,000円

やきょう たかむら

©宮木和佳子©宮木和佳子

開場は開演の30分前
★託児あり　◉ミナクルステージ　
◆終演後スペシャルイベントあり
■学生限定無料公演（劇団でのみ取扱）
　■問劇団扉座☎322１-0530
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「世界をみよう！」の上演期間中、1階ロビーで本の楽市を開催します。

■場 Aは、阿波おどりホール、B～Fは、座・高円寺1　
■￥ A～D  全席自由席／大人（18歳以上）2,500円／子ども（小学生以上）1,500円／未就学児500円／
「世界をみよう！」パスポート9,000円（期間中、大人でも子どもでも6ステージ見ることができます。劇場チケット
ボックス窓口のみ取扱い）

年齢も言葉の違いも気にせず、みんなが楽しめる小さな演劇フェスティバル。今年はデンマークとフランス、
台湾＆日本の作品を上演します。 A※A～D「世界をみよう！」の開場は、開演の直前になる予定です

座・高円寺 検索
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7/15金～18月●祝  　
C『はじまりのはじまり』

輝く星と青い空。昼の光と夜の闇。私
たちの地球。段ボール箱がひとつ
…。『さよならマフィンさん』でおなじ
みの、クラウスさんのやさしい魔法
に包まれた、遠くて近い宇宙の旅。は
じめてのカンゲキにおすすめです。
■出ディ・ルー・ヘスト／デンマーク

9/3土～21水
ジェペットじいさんが作った木の人形。ピノッキオと名づ
けたとたんに動きだし、いたずら放題。走って、逃げて、泣
いて、泳いで……。『旅とあいつとお姫さま』で多くの観客
を魅了したテレーサとルカのコンビを迎えて描く、座・高円
寺レパートリーの新作です。
■原作カルロ・コッローディ　
■脚本■演テレーサ・ルドヴィコ

■台本監修佐藤信　■美術ルカ・ルッツァ　
■出髙田恵篤、KONTA、辻田暁、森ようこ、
高橋優太、田中真之、黒須育海

E　　　　　『ピノッキオ』座・高円寺
レパートリー

9/29木～10/3月

ふたごのお星さまが天の泉で遊んでいると、おおがらす
の星とさそりの星がやってきて……。宮沢賢治の「ふた
ごの星」を原作に、絵本作家tupera tuperaさんと
ミュージシャンのKONTAさんと一緒に作る、美しい天
空を舞台にした詩的で幻想的な音楽劇です。
■原作宮沢賢治　■脚本■演佐藤信　
■美術tupera tupera　■音楽KONTA　
■出久保恒雄、重盛次郎、田中美央、服部容子

F　　　　　『ふたごの星』座・高円寺
レパートリー

平成25年度児童福祉文化賞推薦作品

■場座・高円寺1　■￥全席自由／大人（18歳以上）3,000円／ユース（16歳以上）
2,000円　星めぐりセット券（『ピノッキオ』と『ふたごの星』2作品をご覧いた
だけます）大人4,000円／ユース3,000円（前売のみ・劇場チケットボックス窓
口のみ取扱い）／※中学生以下は無料です（事前に電話でご予約ください）

チケット
発売場所 座

子育て応援券
チケット発売場所

9/3土～10/3月 　

※7/18（月・祝）11：00は貸切公演です

7/9土～11月
A『牧神の午後 version1』

上演時間：約25分／
せりふはありません

上演時間：約40分／せりふはありません

お買い物の時にレジでもらう
ビニール袋。風にのって、ふわ
ふわ、くるくる踊っているみた
い。私たちも風と一緒に空の
上で遊べたら？　世界中で
上演されている作品です。
■出カンパニー・ノン・
ノヴァ／フランス

photo by Jean-Luc Beaujaultphoto by Jean-Luc Beaujault

photo by Kai Büchnerphoto by Kai Büchner

7/9土～18月●祝  　

7/9土・10日　各日13：00～

座・高円寺
レパートリーB　　　　　『お月さまのキッス』

（座・高円寺＆国立台湾戯曲学院／日本・台湾）

10歳から10年間、台湾
の伝統芸能を学んできた
3人の若者と、日本の演
出家がタッグを組んだ！
息をのむような洗練され
た技が見どころです。
■構成■演生田萬　
■出国立台湾戯曲学院上演時間：約40分／

せりふはありません

7/16土～18月●祝  　
D『ピスト＆ラブ』

のっぽのアントワーヌと小柄で
がっしりとしたトマ。一緒にいる
とうんざりするけど、いないと寂
しい！　たくさん笑って元気に
なれる、ユーモアたっぷりのパ

フォーマンスです。
■出シルク・イナシュ
ヴェ／フランス11:00
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上演時間：約50分／
せりふはありません ※その他の日程は、学校招待公演です

photo by Jason Arneyphoto by Jason Arney

photo by Robert Dayphoto by Robert Day

発売中

発売中

発売中

発売中

開場は開演の30分前
★託児あり◎ポストトークあり◆終演後バックステージツアーあり（要予約）

ウィンドミルオフィス・劇団桃唄309☎080-9676-3553

■場座・高円寺1
■￥全席指定／一般4,200円 ほか　
　

なみちけ
座
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開場は開演の30分前
★託児あり◎ポストトークあり

子育て応援券なみちけ
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開場は開演の30分前　★託児あり
◎ポストトークあり

★

※9/4（日）、9/10（土）、
9/15（木）、9/19（月・祝）は、休演日
※その他の日程は、学校招待公演です

テレーサ・ルドヴィコテレーサ・ルドヴィコ

子育て応援券



■出出演  ■曲 曲目  ■演 演出  ■場会場  ■￥料金  ■問問合せ※開演後の入場については、制限する場合があります　※特に記載のない限り、未就学児の入場はできません　※都合により予定されている出演者及び曲目が変更になる場合があります3

杉並公会堂 上荻1-23-15 ☎5347-4450■杉並公会堂問 ㈱京王設備
サービス（ （ ※チケット発売初日は、電話予約のみ

10時～19時／臨時休館日を除く

子育て応援券 託児

0～5歳の乳幼児が入場可能な
応援券対象公演のチケット購
入に、家族も含めて利用できま
す（限度額あり）。応援券対象公
演でも、「チケットぴあ」・Webな

どでの利用や、郵送での受け付けはできません。劇場窓
口等で精算してください。

■座・高円寺での託児は
　座・高円寺チケットボックス
　☎3223-7300へ
■杉並公会堂での託児は
　イベント託児マザーズ
　☎0120-788-222へ

座座・高円寺チケットボックス▶☎3223-7300（10時～18時／月曜休）
公杉並公会堂▶☎5347-4450（10時～19時／臨時休館日を除く）

ココミュかるショップ（杉並区役所1階）

ぴあ Pコード チケットぴあ☎0570-02-9999

「すぎなみ子育て応援券」を
使って、親子で楽しもう！

お得で便利な座・高円寺発行ス
テージ引換回数券です。座・高
円寺で購入・利用することができ
ます。演目、公演時間、託児など
は座・高円寺チケットボックス☎
3223-7300へ。※電話・窓口とも
に月曜日定休　

「なみちけ」
 利用できますなみちけ事前申し込み制

有料チ
ケ
ッ
ト

購
入
方
法

※チケット発売初日は、電話予約のみ

イイープラス

※杉並公会堂友の会の割引の適用はありません。※「すぎなみ子育て応援券」の利用はできません。
ぴあの表示のあるものは、電子チケットぴあでも購入できます。枠内のPコードを利用してください。

close
up

杉並公会堂 検索⬅杉並公会堂開館10周年記念公演日本フィル杉並公会堂シリーズ2016

ベートーヴェン交響曲ツィクルス
■主催日本フィル杉並公会堂シリーズ実行委員会

ドイツ・ロマン派音楽の最高の体現者＝ゲルハル
ト・オピッツを迎えたピアノ協奏曲第4番、古典様式
の美しいフォルムに包まれ、楽器間の闊達なアンサ
ンブルが愉しい第4交響曲。小林研一郎のタクトで
第4二題をお聴きいただく注目の公演。
■出小林研一郎（桂冠名誉指揮者）、ゲルハルト・オ
ピッツ（ピアノ）*　■曲ベートーヴェン：ピアノ協奏
曲第4番 ト長調*、交響曲第4番 変ロ長調

第5回 15：00
開場14：1511/12土 チケット発売場所

公 ぴあ280-895

チケット発売場所公 ぴあ285-162

発売日
5/28㊏

発売日
6/25㊏

■場杉並公会堂大ホール　■￥全席指定／Ｓ席5,300円、Ａ席4,200円、
Ｂ席3,100円★杉並公会堂友の会会員は先行予約／会員割引あり 開演の30分前より音楽評論家による解説

《ベートーヴェン・ナビ》がございます。

託児

15：00開場14：3011/26土
渡辺香津美渡辺香津美

■出梅田俊明（指揮）、江原陽子（お話とうた）、スターダ
ンサーズ・バレエ団（バレエ）　
■曲プロコフィエフ／バレエ《シンデレラ》（日本フィル
夏休みコンサート版）ほか　■場杉並公会堂大ホール
■￥全席指定／大人S席4,200円、A席3,100円、B席
2,000円、子供（4歳～高校生）Ｓ/Ａエリア2,000円、
Ｂ席1,000円　

7/28木 14:00開場13:30
日本フィル 夏休みコンサート2016

海援隊トーク＆ライヴ2016
6/11土 15：00開場14：30

チケット発売場所
公 ぴあ280-483

1971年の結成以来、オリジナリティあふれる活動で国民的
支持を獲得。フォークソングの王道を歩む海援隊が登場。
■出武田鉄矢、千葉和臣、サポートギター／米川泰正（中牟田俊
男は病気療養のため出演者変更となりました。）
■曲母に捧げるバラード、贈る言葉、思えば遠くへ来たもんだ ほか
■場杉並公会堂大ホール　
■￥全席指定／5,000円★杉並公会堂友の会会員割引あり　

3大ピアノ★プロジェクト　
PIANO三重弾！PartⅧ
〈特別ガラ・コンサート〉

6/18土 15：00開場14：30
チケット発売場所
公 ぴあ280-484

スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタイン―。世界3大
ピアノが一堂に会するオリジナル企画。3大ピアノCD発売記念公演。
■出斎藤雅広、近藤嘉宏、松本和将、宮谷理香、須藤千晴、冨永
愛子（全てピアノ）　■曲「スーパー・モーツァルト」（六重弾）、ホ
ルスト：「惑星」より《ジュピター》 ほか　■場杉並公会堂大ホール 
■￥全席指定／S席4,500円　A席3,500円　B席2,500円
★杉並公会堂友の会会員割引あり　

発売中

発売中

祝10周年　特撰落語会
7/17日 開場は開演の30分前

チケット発売場所 公
ぴあ①②449-559③449-562

①②豪華！特撰東西落語名人会　①11:30～ ②15:00～
■出三遊亭円楽、桂ざこば、桂南光、三遊亭白鳥
③特撰花形落語会 19:00～（開場は各30分前）
■出柳家喬太郎、柳家三三

■場杉並公会堂大ホール　
■￥全席指定①②Ｓ席4,500円　Ａ席3,900円　③Ｓ席3,700
円、Ａ席3,200円★杉並公会堂友の会会員割引あり　
■主催エイフル企画㈱☎6240-1052

三遊亭円楽三遊亭円楽 桂ざこば桂ざこば 桂南光桂南光 三遊亭白鳥三遊亭白鳥 柳家喬太郎柳家喬太郎 柳家三三柳家三三

発売中

チケット発売場所公 ぴあ290-899 子育て応援券 託児

■出蔵野蘭子（ソプラノ）、水谷稚佳子（ピアノ）
■曲吉田進：「花鳥諷詠　高浜虚子の俳句による」、ブラーム
ス：「49のドイツ民謡集」より《下の谷底では》、アジアの民謡
より ほか　■場杉並公会堂小ホール　
■￥自由席／1,000円　■■問ピティナ☎3944-1583

ミュージック・ブランチ
2016-17　第2回 

7/7木 10：30
開場10：10

公
アコールヴィブレ☎6909-0401
チケット発売場所 発売中

楽しい！朗らか！伸び伸び！そして歌って健康！世代を超え
た名曲を大声で歌いましょう。
■出杉山公章（ピアノ）　■場杉並公会堂小ホール
■￥全席自由／前売り1,500円、当日2,000円
■主催サンケイリビング新聞社
■問リビングチケットファン☎0570-06-9977（音声自動応答）

リビング歌声サロン6月会
6/20月 13：30開場13：00

発売中

チケット発売場所 公
リビングチケットファン 051182アクセス

コード

ぴあ 279-875
ジャン＝ギアン・ケラス　
無伴奏チェロ・リサイタル

6/22水 18：30開場18：00
チケット発売場所
公 ぴあ280-485

ロザリオ・ジュリアーニ・カルテット
10/5水 19：00開場18：30

チケット発売場所
公

発売日
5/21㊏

イタリア・ジャズ界を牽引するアル
ト・サックスNo.1プレイヤーが登
場。共演に俊英ピアニスト／R.タ
レンツィと日本のトップ奏者が脇
を固める豪華セッションが実現。
■出ロザリオ・ジュリアーニ（as）、ロ
ベルト・タレンツィ（ｐ）、金澤英明
（ｂ）、江藤良人（ｄｓ）　
■場杉並公会堂小ホール　■￥全席指定／3,800円　
★杉並公会堂友の会会員は先行予約／会員割引あり　
■主催FIVE  STARS  RECORDS　■後援イタリア大使館

発売中

渡辺香津美
ギター・ルネッサンス
スペシャルゲスト　村治奏一＆戸田恵子

渡辺香津美は17歳でデビューし、大きな注目を浴びま
した。ジャズをメインに活躍しつつ、近年はアコースティ
ックギターに原点回帰したプロジェクト《ギター・ルネッ
サンス》を展開。ゲストに村治奏一、戸田恵子といった豪
華な顔ぶれを迎えます。
■出渡辺香津美（ギター）、村治奏一（ギター）、
戸田恵子（ヴォーカル）　■場杉並公会堂大ホール
■￥全席指定／S席5,000円、A席4,000円　 
★杉並公会堂友の会会員は先行予約／
会員割引あり ©Satoshi Oono、©Satoshi Oono、

村治奏一村治奏一

©Marco Borggreve©Marco Borggreve
ジャン＝ギアン・ケラス　ジャン＝ギアン・ケラス　

戸田恵子戸田恵子

日本フィルのソロ奏者／木野雅之と菊地知也、そして小林亜矢乃を迎
えた三重協奏曲と、ロマン派音楽の幕開けを告げる「英雄」の組合せ
■出小林研一郎（桂冠名誉指揮者）、木野雅之（日本フィル・ソロ・コン
サートマスター）、菊地知也（日本フィル・ソロ・チェロ）、小林亜矢乃
（ピアノ） ■曲ベートーヴェン：ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための三
重協奏曲、交響曲第3番「英雄」

第2回 19：00
開場18：157/13水 チケット発売場所

公 ぴあ280-892

©明石一矢©明石一矢
木野雅之木野雅之

©H.Uchida©H.Uchida
小林亜矢乃小林亜矢乃菊地知也菊地知也

託児
発売中

©浦野俊之©浦野俊之
小林研一郎小林研一郎

ゲルハルト・オピッツゲルハルト・オピッツ

発売中

■曲J.S.バッハ：無伴奏チェ
ロ組曲第1・4番／第3・5番
／第2・6番（途中、約15分
の休憩が2回ございます。） 
■場杉並公会堂大ホール　
■￥全席指定／S席4,500円、
A席3,500円★杉並公会堂
友の会会員は会員割引あり
　

〈ウルトラマンシリーズ放送開始50年〉
ウルトラマンの日 in 杉並公会堂

7/9土・10日 チケット発売場所

★7月9日土 １７：００　
THE ROCK 2016
★7月10日日 
①１3：0０　②１６：３０　
THE LEGENDS 1966
『ウルトラマン』の放送開
始50年を記念し歴代ウルト
ラマンシリーズゆかりのゲ
ストが杉並公会堂にやって
きます。
■￥全席指定／7,800円
★他に小ホール公演あり。詳
細は下記まで。

7月10日公演のチケットのみ杉並区民の皆さま向けに限定販
売します。杉並公会堂窓口のみ、お一人様2枚まで。
■主催TBS　■問TBSイベントダイヤル☎0570-060-060（7/10
まで、9:30－18:30）　HP m-78.jp/50th/suginami/

★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり　

●記入項目
（1）「コミュかる」のご意見・ご感想
（2）郵便番号・住所
（3）氏名（フリガナ）（4）電話番号

●締め切り　平成28年6月10日（金曜日）必着
●宛て先　〒166-8570
　杉並区阿佐谷南1-15-1 
　杉並区役所 文化・交流課ＣＤプレゼント係

※発表は、賞品の発送をもって
　代えさせていただきます。
※応募者の個人情報は、
　賞品の発送にのみ利用します。
※ご意見・ご感想に回答はいたしません。

プレゼント
開館10周年記念 杉並公会堂の開館10周年を記念して、

杉並公会堂が製作した『華麗なるピアノ３重弾！』のＣＤを10名様にプレゼントします。
ハガキに、記入項目のとおりお書きいただき、ご応募ください。　※1人1枚まで

公

発売日
5/28㊏
～３１㊋窓口販売のみ

©円谷プロ©円谷プロ



4 ▽メールアドレス　HPホームページ ■問杉並区区民生活部  文化・交流課  ☎3312-2111（代表） fax:5307-0683｠〒166-8570｠阿佐谷南1-15-1｠杉並区役所（西棟７階）

●9月号の原稿締切日…7月15日㈮
●メール受付：comucul-t@city.suginami.lg.jp ※メールの件名＝「コミュかる9月号掲載希望：（団体名）」
●窓口受付…平日9：00～17：00　西棟7階文化・交流課

コミュかる9月号 掲載記事募集中
杉並区内で行われるイベント情報の掲載をご希望の方は、
文化・交流課にご連絡ください。申込書をお送りします。

視聴方法①　ネットで見る　※短編（15分）のみ
YouTubeで「杉並ゆかりの文化人」と検索。または区ホームページ
「すぎなみ動画」をご覧ください。
視聴方法②　DVDで見る　※短編に加え、長編（約45分）を含む
区立図書館、文化・交流課（区役所7階）で貸し出しています。

ユニークなキャラクター達が登場するオムニバス形式
のパントマイム公演です。新進気鋭の若手マイミスト
2名を加え、ギター奏者とともに作りあげるパントマイムの世界をお楽しみください。
■出山本さくら、きだたまき、村上瞳（パントマイム）、つげ友之介（ギター）　
■場ザムザ阿佐谷（阿佐谷北2-12-21）
■￥全席自由／ 3,500円（当日4,000円）　■問 090-6190-6899（山本）

演奏会、展覧会、朗読会など多彩な楽しみができるアートイベントです。
①演奏会「ハミング・カミング・サマーナイト」8月1日㈪18時
■￥一般4,000円、子供2,000円（当日券は各＋500円）　
■出佐瀬寿一（ボーカル・キーボード） ほか
②「けやきの下で5つのおはなし」
展覧会　7月16日㈯～ 31日㈰11時～ 19時（最終日は17時まで）
彫刻作家・木村藤一の作品を展示します。　■￥無料
朗読会　7月17日㈰15時、18日（月・祝）16時、24日㈰15時
■￥一般500円、小学生以下無料　■出長井理佳（朗読）、花岡英一（パーカッション）
③「まちのほんだな（本が育てる街・高円寺 協力）」7月16日㈯～ 31日㈰
本棚を通じて本の交換を行います。　※詳細はお問い合わせください。
■場 GALLERY工（こう）＋with（梅里1-8-8-101） ほか
■問 GALLERY工＋with☎3313-5065　HP ga-kou.com

　飲食店のちょっとした
壁、店舗の空きスペース
など、ギャラリーとして
活用可能なスペースを
ホームページhttp://sugi
namiart.tokyoで紹介し
ています。

杉並区文化芸術活動助成事業

区主催・後援 その他のイベント ※主催者への問い合わせが留守番電話の
　場合は、メッセージを入れてください

チケットの購入方法は
３面下部参照

区役所
中棟2階 アートが好きな皆さんの作品発表の場として、個展・グループ展にご利用ください。

①7月19日㈫～29日㈮
②9月5日㈪～16日㈮

●A区分（北西壁面）　
●B区分（青梅街道側）

利用期間（平日のみ）

区民ギャラリーを利用してみませんか？ すぎなみ戦略的アートプロジェクト
「まちなかギャラリー」を

活用してみませんか？■対象区在住・在勤・在学の方を中心に構成している非営利団体または個人　■￥無料　■問文化・交流課☎3312-2111（代表）

〆切 6月10日㈮必着。
申込多数の場合は抽選。結果は6月下旬までに連絡します。

城西病院
ホスピタリティコンサート

6/17金 ・7/15金 19：00開場18：30
 無 料

■場城西病院ロビー（上荻2-42-11　四面道交差点際）
■￥無料（当日先着70名）
■主催■問城西病院☎3390-4166（担当：平木）
★第127回　6月17日金 
～シューベルト晩年のファンタジー～
■出金井玲子（ピアノ） ■曲シューベルト：ピアノソナタ
第21番 変ロ長調 D960　ほか
★第128回　7月15日金 
～ビロードの感触～
■出後藤悠仁（ヴィオラ）、清水将仁（ピアノ）
■曲ブラームス：ヴィオラソナタ第1番 ヘ短調 op.120-1 
ほか

チケット発売場所
阿佐谷ジャズストリート実行委員会　

コ

阿佐谷ジャズストリート特別企画　
山下洋輔トーク＆ソロ　
―青春・JAZZそして阿佐谷・高円寺

7/13水19：00開場18：30

発売中

ジャズ批評の松坂妃呂子氏をゲストに迎え、世界的ピ
アニスト山下洋輔のソロライブをお届けします。

■場座・高円寺2
■￥全席指定／3,000円（当
日3,500円）
■問阿佐谷ジャズストリート
実行委員会　
チケット専用080-4117-5075
HP asagayajazzst.com

7/11月 12：10～区役所ロビーサマーコンサート
■場杉並区役所1階ロビー　■出日本フィルハーモニー交響楽団（室内楽）　■問文化・交流課

杉並にゆかりのある文化人・芸術家の活動の軌跡を、区の貴重な文化財産として記録・保
存し、後世に伝えるためのアーカイブ映像作品「未来へ伝えるメッセージ～杉並ゆかりの
文化人、表現の軌跡～」。今年3月に新たに追加された、Vol.6荘村清志（クラシックギター
奏者）、Vol.7大地丙太郎（アニメ監督）、Vol.8渡辺美佐子（女優）の3作品をはじめ、美術、
工芸、舞踊、文学など、各方面で活躍する文化人のこれまでの活動の軌跡をご覧ください。

©Jimmy&Dena Katz©Jimmy&Dena Katz

区と友好提携を結んでいる日本フィルハーモニー交響楽団の演奏で、すてきなひとときをお楽しみください。

申込記入内容
①希望利用期間・区分（ＡまたはＢ）
　（第2希望まで明記してください）
②郵便番号　住所　電話番号　
③氏名（フリガナ／団体の方は団体名）
④展示内容（例：油絵20点）
⑤展示目的（例：日頃の成果の披露）

送り先
杉並区役所文化・交流課
「区民ギャラリー募集係」宛

▶〒166-8570
　阿佐谷南1-15-1

▶5307-0683

ハガキ

ファクス

YouTubeで「杉並ゆかりの文化人」と検索。または区ホーム
ページ「すぎなみ動画」をご覧ください。※短編（15分）のみ

区立図書館、文化・交流課（区役所7階）で貸し出しています。
※短編に加え、長編（約45分）を含む

視聴方法①ネットで見る

視聴方法②DVDで見る

■問文化・交流課

第29回 荻窪音楽祭
フレッシュジュニア・コンサート
選考審査会参加者募集

くさらくご第5回

真打の古今亭志ん彌師匠の指導を1年間受けた一般
の方がプロと共に高座に上がる落語会を開催しま
す。演じる側も聴く側も楽しめる「くさらくご」。
お気軽にお越しください。
■出古今亭志ん彌、塚本一郎、中嶋ベン、實裕あか
ね ほか　■場アトリエだるま座（荻窪5-10-22）
■￥全席自由／一般2,000円・高校生以下1,500円
■問だるま企画☎3392-9779　

5/27金～6/5日  平日19：00 土曜14：00・19：00 日曜14：00（開場は開演の30分前）

山本さくらパントマイム 第46回公演
「脳内散歩」
7/6水 15：00・19：30

（開場は開演の30分前）

音楽と本とアートでつながろう。
「あのまちクンと、このまちさん」

チケット発売場所
だるま企画

チケット発売場所
GALLERY工＋with

キャリル・チャーチルの世界
イギリスの劇作家キャリル・チャーチルの戯
曲「ホット・ファッジ」、「カモメ」の2本立て
公演です。翻訳は2本ともRising Tiptoe主
宰・宇吹萌（第3回宇野重吉演劇賞優秀賞受
賞）による新訳で、「カモメ」は
本公演が日本での初上演です。
■翻訳宇吹萌　■演出田邊淳一
■出佐藤友佳子、守屋美沙央、
山田健介 ほか

6/29水～7/3日  

チケット発売場所
Rising Tiptoe（ライジング・ティップトー）

発売日
5/30㊊

©Rising Tiptoe©Rising Tiptoe第17回公演「皿の裏」より第17回公演「皿の裏」より
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開場は開演の30分前

発売中

発売日
5/25㊌

©長井理佳
彫刻制作＝木村藤一
©長井理佳

彫刻制作＝木村藤一

杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉

くさらく

close
up

 無 料

杉並公会堂をフランチャイズホールとする日本フィルハーモ
ニー交響楽団の楽員と室内楽を演奏する、荻窪音楽祭フ
レッシュジュニア・コンサートへの参加者を募集します。
【募集部門】ピアノ・弦楽器・管楽器
【参加資格】都内在住・在学の小学生から高校生（2016年
4月現在）
【選考審査料】3,000円
【応募方法】申込書に必要事項を記入の上、〒167-0051杉
並区荻窪5-18-11サニーシティ荻窪203第29回荻窪音楽
祭「フレッシュジュニア・コンサート」係へ
※申込書は荻窪音楽祭ホームページ（HP ongakusai.com）
からダウンロードしてください。
【応募締切】6月30日㈭必着
【選考審査会】7月27日㈬13：00　杉並公会堂
【コンサート】11月13日㈰　杉並公会堂大ホール
【その他】※応募多数の場合は書類審査があります。　
※本番までに日本フィル楽員とのリハーサルがあります。
■問荻窪音楽祭事務局☎5347-0244
■主催「クラシック音楽を楽しむ街・荻窪」の会

発売中

■場明石スタジオ（高円寺南4-10-6）　■￥全席自由／ 3,300円
■問 080-9262-7761（Rising Tiptoe・福山）

古今亭志ん彌古今亭志ん彌古今亭志ん彌

YouTubeで配信中！（Vol.1～8）杉並ゆかりの文化人・アーカイブ映像集

杉並区　区民ギャラリー詳細は 検索


