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入
方
法 ※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。

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。

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）※チケット発売初日は、電話予約のみ
ぴあ Pコード チケットぴあ☎0570-02-9999

ココミュかるショップ（杉並区役所1階） 「すぎなみ子育て応援券」を使って、親
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
て利用できます（限度額あり）。応援券対象公演でも、「チケ
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

子育て応援券

3

巨匠・小林研一郎が新春に奏でる名曲の調べ。
仲道郁代のモーツァルトも聴き逃せない！
出小林研一郎（桂冠名誉指揮者）、仲道郁代（ピアノ）*、
日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲Ｊ.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ、モーツァルト：
ピアノ協奏曲第20番*、ドヴォルジャーク：交響曲第
9番《新世界より》
チケット発売場所▶公  ぴあ315-934

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　

第4回
伝統×独創　注目の天才ヴァイオリニスト山根一仁
を迎え、国際的活躍もめざましい飯森範親が贈る、
ブラームスの新たな響き。
出飯森範親（指揮）、山根一仁（ヴァイオリン）、日本
フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲ブラームス：ヴァイオリン協奏曲、交響曲第2番
チケット発売場所▶公  ぴあ315-927

11/11土 15:00（開場14:30）

第3回
日本ジャズ界の重鎮・山下洋輔が登場。藤岡幸夫
の指揮で聴く20世紀の名曲選。
出藤岡幸夫（指揮）、山下洋輔（ピアノ）、日本フィル
ハーモニー交響楽団（管弦楽）　
曲ショスタコーヴィチ：タヒチ・トロット（2人でお茶
を）、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、ショ
スタコーヴィチ：交響曲第5番
チケット発売場所▶公  ぴあ315-920

9/15金 19:00（開場18:30）

第2回
迫力あるドラマが織りなすオーケストラの醍醐味
出西本智実（指揮）、菊池洋子（ピアノ）、日本フィル
ハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲ショパン：ピアノ協奏曲第1番、モーツァルト：
歌劇《後宮からの誘拐》序曲、レスピーギ：交響詩
《ローマの祭》
チケット発売場所▶公  ぴあ315-907

7/13木 19:00（開場18:30）

発売日 7/22土

山根一仁
©Hiro Sato

飯森範親
©川崎 領

菊池洋子
©Marco Borggreve

西本智実
©塩澤秀樹

山下洋輔
©Jimmy & Dena Katz

藤岡幸夫
©青柳 聡

仲道郁代
©Kiyotaka Saito

小林研一郎
©浦野俊之

発売日 5/20土

6/19月 13:30（開場13:00）
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）
チケット発売場所▶公  ぴあ314-908
リビングチケットファン アクセスコード051182

6/21水 19:00（開場18:30）
力強くエネルギッシュな中
にも繊細な音色を持ち合
わせた、今後の活躍が期
待されるピアニスト。待望
のソロ・リサイタル。
出金子三勇士（ピアノ） 　
曲ショパン：革命のエチュード、前奏曲「雨
だれ」、幻想即興曲、ピアノソナタ「葬送」、
リスト：ハンガリー狂詩曲第6番、物思い
に沈む人、泉のほとりで、愛の夢第3番、
シューマン＝リスト：献呈、リスト：ラ・カ
ンパネラ　場杉並公会堂大ホール　
￥全席指定／S席4,000円、Ａ席3,000円
★杉並公会堂友の会会員割引あり  
チケット発売場所▶公  ぴあ319-188

7/5水 10:30（開場10:10）
出伊藤亜美（ヴァイオリン）、佐藤隆哉（ピ
アノ）　曲ブーランジェ：行列、ショーソン：
詩曲 作品25、ドビュッシー：12のエチュー
ドより（ピアノソロ）、プーランク：ヴァイオ
リンソナタ ほか　
場杉並公会堂小ホール　
￥自由席／1,000円　
問（一社）クラシックを聴こう協会☎6909-0401
ピティナ☎3944-1583
チケット発売場所▶公  
ピティナHP「ミュージック・ブランチ」申込フォーム

7/9日 ①14：00（開場13:30）
　　　 ②18：00（開場17:30）
￥①全席指定／S席4,500円、A席3,900円
②全席指定／S席3,700円、A席3,200円
場杉並公会堂大ホール
主催 問エイフル企画株式会社
☎6240－1052
★杉並公会堂友の会会員割引あり  
チケット発売場所▶公
ぴあ①457-853②457-855

8/1火 14:00（開場13:30）

出梅田俊明（指揮）、江原陽子（お話とう
た）、宮本益光（演出・台本）、日本フィル
ハーモニー交響楽団（管弦楽） ほか
曲【第1部】オーケストラの魅力を知ろう
ヘンデル：「水上の音楽」よりアラ・ホー
ンパイプ、ベートーヴェン：交響曲第5番
「運命」より第1楽章、ストラヴィンスキー：
バレエ「火の鳥」(1919年版)より魔王カス
チェイの踊り～フィナーレ
【第2部】ビゼー：オペラ「カルメン」（日本
フィル夏休みコンサート2017年版）
【第3部】オーケストラとみんなでうたおう
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エリア1,000
円※チケットはお一人1枚ご用意ください。
★杉並公会堂友の会会員割引あり  
チケット発売場所▶公  ぴあ324-429
4歳未満は入場できません 

9/24日 15:00（開場14:30）
第9回目となった今回は、斎藤雅広を中
心に巨匠・海老彰子、新鋭・實

じつ

川
かわ

風
かおる

が
登場。3大ピアノの魅力を存分にお楽し
みください。
出斎藤雅広（ピアノ）、海老彰子（ピアノ）、
實川 風（ピアノ）
曲ミヨー：スカラムーシュ、スメタナ：わ
が祖国より「モルダウ」 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  
チケット発売場所▶公  ぴあ320-275

10/28土 16:00（開場15:30）
巨匠の感性を引き継ぐ若き逸材、バッハ
の無伴奏で真価を問う。
出セルゲ・ツィンマーマン（ヴァイオリン）
曲 J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナ
タ 第1番BWV1001、第3番BWV1005、
無伴奏ヴァイオリンパルティータ 第2番
BWV1004
場杉並公会堂
大ホール　
￥全席指定／
S席4,000円
A席3,000円
★杉並公会堂
友の会会員割引あり  
チケット発売場所▶公  ぴあ320-316

3大ピアノ★プロジェクト
PIANO三重弾 !　PartⅨ

斎藤雅広斎藤雅広 海老彰子海老彰子
©Akira Muto©Akira Muto

實川風實川風
©ミューズエンターテイメント©ミューズエンターテイメント

発売中

日本フィル
夏休みコンサート2017

江原陽子江原陽子梅田俊明 梅田俊明 ©三浦興一©三浦興一

リビング青春グラフィティ
歌声サロン

12/9土 
15:00（開場14:30）
発売日 6/24土

最前線で活躍するピアノの名手が5年にわたる
新シリーズをスタート！当シリーズでは、「プレ
トーク・イベント」を開催いたします。詳細は後
日発表。
出小山実稚恵（ピアノ）
曲 J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲 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
★杉並公会堂友の会会員は先行予約／
会員割引あり
チケット発売場所▶公  ぴあ320-334

セルゲ・ツィンマーマン
無伴奏ヴァイオリンリサイタル

©Franz Hamm©Franz Hamm

発売中

ミュージック・ブランチ
2017－18　第2回 

発売中

特撰落語会
①三遊亭円楽、三遊亭好楽、林家三平
②柳家喬太郎、柳家三三

②柳家喬太郎②柳家喬太郎 ②柳家三三②柳家三三

①三遊亭円楽①三遊亭円楽 ①三遊亭好楽①三遊亭好楽 ①林家三平①林家三平

発売中

発売中

発売中

小山実稚恵 ©Wataru Niahida

金子三勇士ピアノリサイタル
発売中

©Ayako Yamamoto

発売中 発売中



【特別上映会】映画「光にふれる」（製作
総指揮 ウォン・カーウァイ）上映＋
ホアン・ユィシアン（主演）ミニコンサート  
6/10土開演14:00 （開場13：30） 
場セシオン杉並ホール（梅里1-22-32）
￥前売り／一般500円、学生（高校生以下）
300円、当日／一般700円、学生500円　
チケット発売場所▶コ 杉並区交流協会  
問杉並区交流協会☎5378-8833

7/10月12:10～
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（室内楽）で、
すてきなひとときをお楽しみください。
出日本フィルハーモニー交響楽団メン
バー（編成：ファゴット＋弦楽五重奏）
場杉並区役所1階ロビー　￥無料
定先着100人　問文化・交流課

7/22土17：00（開場16：15）
7/23日13：30（開場12：45）
出大久保 眞（監督・訳詞）、
佐藤宏充（指揮）、 
岩田達宗(演出)
曲「カヴァレリア・ルスティカーナ」「道化師」
場杉並公会堂大ホール
￥ 全席指定／S席6,500円、A席5,500
円、B席4,500円　
チケット発売場所▶杉並区民オペラ 
公  ぴあ322-751
問 NPO法人 杉並区民オペラ
☎3380-1042

杉並区民オペラ第13回公演オペラ
「カヴァレリア・ルスティカーナ」
「道化師」日本語訳詞上演

凡例　場会場　作作者　演演出　出出演　師講師　曲曲目　￥料金　対対象　主主催　定定員　申申し込み　締締切　問問い合わせ　 メールアドレス

5/31水   
15:00（開場14：30）／19:00（開場18：30）

旗揚げから10年。一人語りではなく
BGMなども取り入れて話が展開する、芝
居でも落語でもない独自のスタイル。こ
れまでご好評いただいた演目を月に1日、
9月まで連続でご披露します。6月22日、
7月26日も決定。一見の価値あり！
出今井耕二、小泉武也、細目昌宏、佐田
明、清水由紀、槇由紀子、吉高聡、ほん
だりんこ
場阿佐ヶ谷アートスペース・プロット
（阿佐谷南1-9-10）　
￥一般／2,000円 ★予約の際「コミュか
るを見た」と伝えると500円引き  
問占

しめ

子
こ

の兎
うさぎ

（清水）　☎080-6542-3859
チケット発売場所
▶ shimeko2nd@yahoo.co.jp

6/10土10:30～17:00

中学生野球や阿波おどりなどで区が交流
を重ねる、台湾の魅力をまるごと紹介し
ます。映画上映＋主演の盲目ピアニスト
によるミニコンサート、女優・一青妙さん
の講演、台湾料理や特産品の販売など
楽しい企画満載のフェアです。
場セシオン杉並（梅里1-22-32）
￥入場無料（特別上映会のみ有料）

杉並区の交流自治体である山梨県
忍野村で毎年開催している「富士忍
野グランプリフォトコンテスト」の入賞
作品展です。
忍野村は美しく荘厳な富士山と、富
士の伏流水による湖沼や河川などの
自然の造形と、田畑や茅葺屋根など
に代表される人間の営みが調和した
美しい風景の村です。日本の代表的
な原風景と富士山の美しさは、多く
の人 の々心をとらえ続けています。
忍野村からの四季折 の々富士山の魅
力をぜひご覧ください。

場区役所2階区民ギャラリー　
￥無料
問文化・交流課交流推進担当
☎3312-2111（代表）
写真提供：山梨県忍野村

場杉並公会堂大ホール
指揮アレクサンドル・ラザレフ
（桂冠指揮者兼芸術顧問）
曲ショスタコーヴィチ／交響曲第
5番　※予定　￥無料　
定先着600人／事前申込不要
問文化・交流課
☎3312-2111（代表）

6/9金13:00（開場12：30） 

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。
対区在住・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（搬出入・展示は出展者で）
￥無料　問文化・交流課☎3312-2111（代表）

時間：平日9:00～17:00
（最終日16:00までに搬出終了／土曜は終日立ち会いが必要です）

▲A区分（北西壁面）   

▲B区分（青梅街道側）　

まるごと台湾フェア

世の中に、試着や試食、試乗が
あるように、あまたあるクラシッ
ク音楽やコンサートホールをま
ずは試して欲しいと思っています。
公開リハーサルはそんな楽しみ
方のひとつです。その中で、もし
も自分の「好き」を見つけたら、チ
ケットをお買い求めいただき、今度はじっくりと
コンサートを味わってもらえたらうれしいです。

6/10土10:30 17:00

区役所ロビーサマーコンサート

月いち座布団劇場五月篇
「長命」「文七元結（もっとい）」

発売中

場杉並区役所分庁舎（成田東4-36-13）※予約不要　￥無料　問特定非営利活動法人TFF☎5397-3400

5/29月～6/2金 
初日は12：00～
最終日は～15：00

5/31水・7/26水・8/30水  19:00～21:00

今回の募集は①～③の3枠です。
募集期間

（搬出入含む）
A区分

（北西壁面）
B区分

（青梅街道側）
期間中の
土曜利用

9/4㈪～9/15㈮ 　 ① 不可
9/25㈪～10/6㈮ ② ③ 可

発売中

申込方法 1～4を必ず記入の上、下記送り先まで。
 1希望利用期間（①～③から、第２希望まで明記）　2郵便番号、住所、電話番号
 3氏名（フリガナ／団体の方は団体名必須）　4展示内容（例：油絵20点）
送り先 杉並区役所文化・交流課「区民ギャラリー募集係」宛
  ハガキ  ▶〒166-8570　阿佐谷南1-15-1　　ファクス  ▶5307-0683
〆　切 6/10㈯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。

台湾の味が
いっぱい！

お買い物も
たのしい！

忍野村
写真展

グランプリ　「幻想の夜」 後藤重行

ゴールド賞　「笠雲」天野喜夫

ゴールド賞　「泡雪の朝」山下政明

対区内開催の文化イベント　問文化・交流課（申込書をお送りします）

無 料

杉並区文化芸術活動
助成事業




