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◀◀◀◀公演情報は3面をご覧ください

児童合唱の草分け、杉並児童合唱団
は今年で創立50周年を迎えます。団員
は3歳から大学生まで190名。ピアノが
イントロを奏でた瞬間、百数十名の子ど
もたちが声をそろえ、歌い、踊り、走り、
跳ねる。誰の指示でもありません。歌へ
の歓びが身体じゅうからあふれだし、大
きな渦になっていきます。9月21日には山
田和樹指揮による日本フィル杉並公会
堂シリーズにも出演が決定。節目の年
を迎え、未来へ向けますます輝きを増す
“杉児”パワーに圧倒されました。

はるか

児童合唱の魅力は、何と言っても子どもたちの可愛ら
しさ。加えてこの年代にしか出せない声があります。自
然とわき出る声が一丸となって輝くエネルギーは生命
力そのもの。だから私たちも、子どもたちを2倍、３倍の
力で引っ張っていかなければなりません。特別な発声
練習をしなくても、皆で歌ったり踊ったりするうちに、リ
ズム感や集中力が養われ、下地ができていきます。大
切なのはまず音楽を好きになること。歌うことが大好き
で、おにいさん、おねえさんが大好きで、ここに来るの
が楽しいと思えること。厳しいレッスン中でも絶えない
笑顔は、心から楽しんで歌っている証です。

撮影　杉並公会堂グランサロン

の年
増す

1964（昭和39）年、桃井第三小学校合唱クラブを母体
として結成。同年よりNHKにレギュラー出演。児童合唱
団には未知の分野であった「合唱ミュージカル」などに力
を注ぐほか、世界の名曲、民謡を児童合唱曲にアレンジし
て親しみやすく伝えている。舞台、テレビ出演、CMソング、
映画主題歌など活動は多岐にわたっている。●主な参加
曲「ピンポンパン体操」（第14回日本レコード大賞童謡
賞）、「日立の樹（この木なんの木）」（「銀河鉄道999」、
「さんぽ」（「となりのトトロ」）、「ふるさとは今もかわらず」
（新沼謙治）

「サラスポンダ」で回りながら踊って
歌うのが特に好きです。
尾島心結さん（小1）

「ドミニクの歌」が好き。歌う時には、
どならないように気をつけています。
植村隼斗くん（小1）

志水　隆さん　創設者／指揮者全国児童合唱指揮者の会「杉並会議」会長

津嶋麻子さん　国立音楽大学声楽科卒業。1982年より専属ピアニスト・指揮者を務める

み　ゆ

演奏会を観に行き、キラキラした舞台に
吸い込まれて入団しました。自分が楽し
まないと子どもたちも楽しくないので、大
きな声で笑顔を忘れずに歌います。
辻 良美さん（高3）

合唱は、歌う側も聴いている側も元気にしてく
れます。レッスンを積み重ねるうちにおねえさん
から「上手だね」と声をかけられるのがうれしい。
池田陽香さん（中2・右）

はる 　か

に
し
大

れしい。



座座・高円寺 2ぴあ Pコード チケットぴあ公杉並公会堂 イイープラスココミュかるショップチケット販売場所

陪審員としてあ
る事件の判決が
委ねられた十二
人の男達。誰もが
有罪と信じて疑
わなかったが、事
態は思わぬ方向
へ…。仙台からき
た力強い芝居を
お楽しみに。
■作レジナルド・ローズ　■翻訳宮島春彦　■演伊藤み弥　
■音楽猪狩太志　■出樋渡宏嗣、渡部ギュウ／藤原貢、戸石みつ
る、西塔亜利夫、大渕浩、松崎太郎、山田裕、野々下孝、原西
忠佑、飯沼由和、横山真、わたなべひでお　
■場座・高円寺1　
■￥全席自由／一般3,600円ほか　
■問SENDAI座☆プロジェクト　
☎090-3006-1004　info@sendaiza.jp  

座
8/1金～3日
夏の劇場11
SENDAI座☆プロジェクト2014　
『十二人の怒れる男』 

託児
なみちけ

発売中

2011年夏仙台公演　Photo by 大沼英樹 

開場は開演の30分前　
★託児あり
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宮古島市からやっ
てきた小学生から
高校生の劇団員が
オリジナル創作劇
に挑みます。現代に
生きる子どもたちが
昔の宮古島へタイ
ムスリップ。昔の
人々と交流しなが

ら、島の歴史や文化を学んでいき…。
■作いずみ凛　■演杉本孝司　
■出宮古島市こども劇団員　
■場座・高円寺1　■￥全席自由／1,000円　
■問マティダ市民劇場　☎0980-72-9622

座
 7/26土・27日

発売中

託児
なみちけ

夏の劇場10 宮古島市こども劇団　
『はしり星にのって
～あの空となり　海となり～』
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開場は開演の
30分前　
♥託児あり、
終演後に
ポストトークあり

女でありながら男の領主になりすました、
女武将・井伊直
虎とその一族の
波乱の歴史絵
巻。戦国ロマン
劇。時代考証に
囚われないダイ
ナミックでハイ
テンポな新感覚
の時代劇をお届
けします。
■作■演横内謙介　
■出有森也実、岡森諦、岩本達郎、上原健太、伴美奈子、犬飼淳治、
高橋麻理、鈴木利典、鈴木里沙　ほか
■場座・高円寺1　
■￥全席指定／4,500円　
ほか(ミナクルステージ
のみ3,000円)
■問劇団扉座
☎3221-0530

座
10/23木～11/3月●祝
秋の劇場16　劇団扉座　
『おんな武将・NAOTORA（仮）』 託児

なみちけ

発売日 9/14㊐

座
11/7金～16日
秋の劇場18 　日本劇作家協会プログラム 　

カムカムミニキーナ『G海峡』 託児
なみちけ

発売日 9/20㊏
古代史、古事記をテーマ
に作品を上演してきたカ
ムカムミニキーナ。今作
はベーリング海峡を渡っ
たネイティブアメリカンと
縄文人を、「縄」を介して
繋ぐ物語です。
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開場は開演の30分前　★託児あり

■作■演■出松村武　■出八嶋智人、藤田記子、吉田晋一、未来、
田原靖子、米田弥央　ほか　
■場座・高円寺1　
■￥全席指定／5,000円　ほか
■問Ｇ海峡公演事務局
☎070-5556-1055

秋の劇場14 
あしたの劇場「劇場へいこう！」  
9/1月～10/5日  

発売中

座なみちけ

■￥全席自由／今年も中学生以下の皆さんは無料です。
（事前に電話でご予約ください）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
（『ふたごの星』と『旅とあいつとお姫さま』2作品をご覧
いただけます）大人4,000円／
ユース3,000円（劇場チケット
ボックス窓口、前売りのみ取り
扱い）  ■場座・高円寺1

E座・高円寺レパートリー『ふたごの星』9/1月～17水
天の川の西の岸に、ちゅんせ
童子とぽうせ童子というふた
ごのお星さまが住んでいて…。
宮沢賢治の「ふたごの星」を原
作に、絵本作家tupera tu-
pera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。
（平成25年度児童福祉文化賞推薦作品）
■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、滝香織

F座・高円寺レパートリー『旅とあいつとお姫さま』
9/24水～10/5日
夢に見たお姫さまを探しに旅に出た若者と、
一緒についてくる不思議な旅仲間。やがてお
城にたどり着き、お姫さまに出会います。とこ
ろがそのお姫さまは…。見た時の自分の心を
映し出してくれる不思議な舞台。今年はどん
な物語を見せてくれるでしょうか？
（平成23年度児童福祉文化賞受賞）
■作ノルウェーの昔話「旅の仲間」、アンデルセン作「旅の道づれ」 
■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
■出服部吉次、髙田恵篤、KONTA、楠原竜也、辻田暁 、若松力
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Photo by久塚真央 Photo by久塚真央

Photo by 宮木和佳子※前回公演より

開場は開演の30分前
※その他、学校招待公演あり
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開場は開演の30分前　
★託児あり　◎ミナクルステージ(23日19:00)
◆終演後、スペシャルイベントあり

横内謙介 有森也実

座 ・ 高 円 寺

close
up

■ 座・高円寺チケットボックス☎3223-7300問

若者のための
じっくりものづくり塾 vol.4
若者のための
じっくりものづくり塾 vol.4

舞台衣装デザイナーと一緒に
半年間かけて衣装を作ります。
アンデルセン作『雪の女王』を
題材に、デザインから、型紙作
り、縫製まで全て自分たちで
考え、登場人物の衣装を仕上
げます。出来上がった衣装は、劇場内に展示します。新しいことに挑戦したい人
や、ものづくりが好きな人、一緒にチャレンジしませんか？

開講日　9/6～2/28の毎週土曜日。（※ただし、12/27と1/3除く）
※3月は作品の展示会です。
時間　14：00～16：30

■場座・高円寺　作業場　■￥1日500円　■対12歳～18歳（中高生）
■定5名程度　※経験は問いませんが、全日程参加できる方を優先します。
また、申込人数が多い場合は抽選になります。
■申郵送またはFAXで①名前（フリガナ）②住所③電話番号④ＦＡＸ（お持ちの方
のみ）⑤メールアドレス（お持ちの方のみ）⑥学校名⑦学年⑧全日程参加できる
／参加できない日程を記載の上、7月31日㈭までにご送付ください。　　
［宛先］〒166-0002　杉並区高円寺北2-1-2　座・高円寺　「ものづくり塾」係
Fax 3223-7501  
■問座・高円寺 ☎3223-7500 （石井）

夏の劇場13　第58回東京高円寺阿波おどり関連企画

9月～2015年3月
（全24回）
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「くすっと笑えるアート」
をコンセプトに作品を作
る新進気鋭の劇団。日本
舞踊やバレエなどを取り
入れた身体性豊かなパ
フォーマンスで、別役実
の世界を描きます。
■作別役実　■演堀川炎　

■出尾崎宇内、百花亜希、岩田裕耳、大塚秀記、小野哲平、
小寺悠介　ほか　■場座・高円寺1
■￥全席自由／3,500円　ほか
(13日～15日14時の回まで3,000円)
■問世田谷シルク ☎070-6576-5982　
info@setagaya-silk.com

座
10/13月●祝～19日
秋の劇場15　日本劇作家協会プログラム
世田谷シルク『赤い鳥の居る風景』

発売日 8/16㊏

託児
なみちけ

『ジルゼの事情』に続く
OFFICE SHIKA プロデ
ュース 第2弾。2006年に
上演された伝説の密室ホ
ラー劇『山犬』のリメイク
上演。
■原作■音楽入交星士　
■脚本■演丸尾丸一郎　
■出鳥肌実、森下くるみ、オ
レノグラフィティ、山岸門
人、ISOPP、丸尾丸一郎
■場座・高円寺1　
■￥全席指定／4,900円　
■問オフィス鹿　
☎6804-0064
office@shika564.com

イ ぴあ437-406 座
8/7木～17日

8/23土・24日　各日第1部／開演12：00　第2部／開演14：30
※1部、2部は完全入れ替え制です。　※開場は開演の15分前（予定）

夏の劇場12 日本劇作家協会プログラム 
OFFICE SHIKA PRODUCE
『山犬』  

託児
なみちけ

発売中

Photo by 江森康之
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開場は開演の30分前　★託児あり

■出高円寺阿波おどり連協会所属連　■場座・高円寺1
■￥全席自由／当日券500円　（未就学児は無料です）
※全ステージとも、当日券のみの販売です。
（前売り・事前予約はありません）
※開演の60分前から、会場にて受付を開始します。
※購入はお1人1枚までです。
※車いす用の観賞スペースがございます。（事前にお申込みください）
※障害者手帳をお持ちの方は1割引になります。
■問NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会
☎3312-2728　http：//www.koenji-awaodori.com/

半世紀以上の歴史を持ち、東京の夏の終わりの風物詩となった高円寺阿
波おどり。座・高円寺では、本番前の時間に、劇場で阿波おどりを開催しま
す。間近で迫力あふれる踊りと鳴り物が味わえる、劇場ならではの舞台で
す。イスに座って楽しめる、阿波おどり初心者にもおすすめのステージです。

『座・高円寺阿波おどり』

高円寺北2-1-2

Ⓒ高円寺阿波おどりⒸ高円寺阿波おどり

主催・提携公演

募集中

●
休
演



日本を代表するピアニスト・小山実稚恵のプロ
デュース・シリーズ第5弾は、ピアノソナタの最
高峰・ショパンの第3番と、歌心に満ち溢れた
室内楽の名作、シューベルトの「鱒」を望み得
る最高のメンバーでお楽しみください。
■出小山実稚恵（ピアノ）、矢部達哉（ヴァイオリ
ン）、川本嘉子（ヴィオラ）、上森祥平（チェロ）、
渡邉玲雄（コントラバス）
■曲ショパン／ノクターン 第7番 嬰ハ短調 作品27-1、
ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 作品58、シューベルト
／ピアノ五重奏曲 イ長調 作品114  D.667「鱒」 

■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

託児子育て応援券
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）。また、託児サービスに利用できる公演もあります。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
んので、窓口で精算してください。　■問杉並区役所 子育て支援課 ☎3312-2111㈹

「すぎなみ子育て応援券」を使って、親子で楽しもう！
（事前申し込み制・有料）
予約・問い合わせは、
各事業者へ。

託児サービスあり なみちけ
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」利用可能

公 ぴあ221-742

発売中

杉並公会堂が誇る世界3大ピアノ／スタインウェイ、ベーゼ
ンドルファー、ベヒシュタインが一堂に会するコンサート。斎
藤雅広を中心に小川典子と高橋多佳子の国際派を迎え、華
麗なる3大ピアノの世界へ誘います。
■出斎藤雅広、小川典子、高橋多佳子（以上ピアノ）　
■曲ホルスト／組曲「惑星」より《木星》、ムソルグスキー／組曲
「展覧会の絵」より《ババヤーガの小屋》～《キエフの大門》 ほか
■場杉並公会堂大ホール　
■￥全席指定／S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円
★杉並公会堂友の会会員は10％割引
■主催■問杉並公会堂（㈱京王設備サービス）　
☎5347-4450（10時～19時、臨時休館日を除く）

10/5日 15：00（開場14：30）
3大ピアノ★プロジェクト
PIANO三重弾！PartⅥ

公 ぴあ221-744

発売中
11/29土 15：00（開場14：30）
ドレスデン国立歌劇場　
室内管弦楽団

公

発売中

世界屈指のヴィブラフォン奏者がベテラン・メンバーと聴か
せる最高峰のジャズ
■出ジョー・ロック（ヴィブラフォン）、ジョー・ラ・バーベラ（ド
ラムス）、ジム・リドル（ピアノ）、ロリン・コーエン（ベース）　
■曲シャレード、ムーン・リバー、星に願いを、サマータイム  ほか
■場杉並公会堂小ホール　
■￥全席自由／前売り3,500円、当日4,000円　
■主催ファイブスターズレコード
■問杉並公会堂（㈱京王設備サービス）　
☎5347-4450（10時～19時、臨時休館日を除く）

10/10金 19：00（開場18：30）
ジョー・ロック・カルテット

公 イ ぴあ232-822（8月）232-823（9月）

発売中

■出 杉山公章（歌とピアノ）　ほか　
■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

リビングチケットファン 051182
8/26火・9/17水14：00（開場13：30）
リビング歌声サロン 8月会・9月会

アクセス
コード

ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団

森 麻季©Yuji Hori

ヘルムート・ブラニーヘルムート・ブラニー

音楽界の至宝・名門ドレスデン国立歌劇場の
メンバーで構成される極上のアンサンブル。
注目のディーヴァ・森麻季を迎える豪華な
ステージをお見逃しなく。
■出ヘルムート・ブラニー（指揮）、
森麻季（ソプラノ）、
ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団（管弦楽）　
■曲マスカーニ／アヴェ・マリア、モーツァルト
／ヴァイオリンとヴィオラのための協奏
交響曲　変ホ長調 K.364 ほか　
■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
★杉並公会堂友の会会員は10％割引　
■主催■問杉並公会堂（㈱京王設備サービス）　
☎5347-4450
（10時～19時、臨時休館日を除く）

ぴあ221-747

※チケット発売初日は、
　電話予約のみ杉並公会堂上荻1-23-15 主催のイベント

ミュージック・ブランチ2014-15　第3回
こころで歌うこと、詩人の恋

公
9/16火 10：30（開場10：10）

アコールヴィブレ☎6909-0401

発売中

■出蔵田雅之（テノール）、黒川浩（ピアノ）
■曲 H．ハイネ作詞／シューマン作曲：詩人の恋　作品48（全
曲）、石川啄木作詞／越谷達之助作曲：初恋ほか
■場杉並公会堂小ホール　■￥自由席／1,000円
■主催ピティナ杉並ステーション
■問ピティナ☎3944-1583

サマーフェスタ＠杉並公会堂2014
8/23土 11：00（開場10：30）

無　料

杉並公会堂で研鑽を積む個人やグループがパフォーマンス
を競い合う真夏の祭典。
■場杉並公会堂小ホール　■￥全席自由／無料
■主催■問杉並公会堂（㈱京王設備サービス）　
☎5347-4450（10時～19時、臨時休館日を除く）

託児■問イベント託児マザーズ☎0120-788-222へ託児■■■イベント託児マザーズ☎0120-788-222へ

日本フィル 杉並公会堂シリーズ 2014日本フィル 杉並公会堂シリーズ 2014日close
up ■場杉並公会堂大ホール　

■問杉並公会堂☎5347-4450（10時～19時、臨時休館日を除く）
託児受付締切は公演1週間前ですが、定員になり次第締め切らせていただくことがあります。

■曲シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47、ブラームス／交響曲第1番 ハ短調 作品68
■￥全席指定／S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円★杉並公会堂友の会会員は10％割引
■主催杉並公会堂（㈱京王設備サービス）、（公財）日本フィルハーモニー交響楽団

発売日 友の会会員 9/19㊎ 一般 9/20㊏ 10時から受付（受付初日は電話予約のみ）

c
ピアノの詩人とリート王
ショパンとシューベルト「鱒」
ピアノの詩人とリート王
ショパンとシューベルト「鱒」

尾池亜美の独奏で誘われる北欧の叙情的な世界。ブラームスの交響曲に
咲き誇る歌の数々を藤岡幸夫の精悍なタクトでお聴きください。

出演　藤岡幸夫（指揮）　尾池亜美（ヴァイオリン）
日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）公 ぴあ217-283

11/9日
15：00（開場14：30）

■出山田和樹（日本フィル正指揮者）、出田りあ（マ
リンバ）、山根一仁（ヴァイオリン）、杉並児童合唱
団（合唱）、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦
楽）　■曲チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲、
オハド・ベン＝アリ／マリンバ協奏曲（委嘱作品・
世界初演）、山本直純／組曲「えんそく」
■￥全席指定／S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円★杉並公会堂友の会会員は10％割引
■主催日本フィル杉並公会堂シリーズ実行委員会　

日本フィル正指揮者・山田和樹が贈るコンチェル
トシリーズ。杉並区と日本フィルの友好提携20周
年を華やかに祝います。

《山田和樹コンチェルトシリーズVOL.3》
杉並区・日本フィル 友好提携20周年記念事業 公 ぴあ217-282

9/21日15：00（開場14：30）

出田りあ
©Ｒ．Ａｒａｔａｎｉ

山根一仁
©K.Miura

出田りあ
©Ｒ．Ａｒａｔａｎｉ

山根一仁
©K.Miura

山田和樹
©山口敦
山田和樹
©山口敦

杉並児童合唱団杉並児童合唱団

発売中

発売中第4回

第3回

ます

公 ぴあ233-969

ポップス界を代表するシンガー・八神純子が登場。みずい
ろの雨、パープルタウン、ポーラースターなどのヒット曲を、
抜群の歌唱力で披露します。
■出八神純子（ヴォーカル）ほか   ■場杉並公会堂大ホール
■￥全席指定／5,000円（杉並公会堂友の会は各10％割引）
■主催■問杉並公会堂（㈱京王設備サービス）　☎5347-4450
（10時～19時、臨時休館日を除く）

12/13土15：00（開場14：30）

小山実稚恵
Produce

■場杉並公会堂大ホール
■￥全席指定／S席5,000円、A席4,000円、
B席3,000円
★杉並公会堂友の会会員は10％割引　
■主催■問杉並公会堂（㈱京王設備サービス）　
☎5347-4450
（10時～19時、臨時休館日を除く）

小山実稚恵
©Wataru Nishida
小山実稚恵

©Wataru Nishida

渡邉玲雄渡邉玲雄 川本嘉子川本嘉子 上森祥平上森祥平

矢部達哉
©大窪道治
矢部達哉
©大窪道治

れ    お

■■■
■■■
■■■

発

1
15

公 ぴあ233-969

TSUKEMEN 
LIVE 2014
TSUKEMEN 
LIVE 2014
倍音豊かな生音で繰り広げられるステージ。ヴァイオリ
ン2本とピアノのアコースティック・インストゥルメンタ
ル・ユニット。クラシックでもない、ポピュラーでもない、
新しい音楽の可能性を追求する3人だけのオーケストラ。
■出TAIRIKU（ヴァイオリン）、SUGURU（ピアノ）、
KENTA（ヴァイオリン）
■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は10％割引
■主催■■問杉並公会堂（㈱京王設備サービス）　
☎5347-4450（10時～19時、臨時休館日を除く）
　

発売日 友の会会員 8/8㊎ 一般 8/9㊏ 10時から受付（受付初日は電話予約のみ）

12/23火●祝 15：00（開場14：30）

発売日 友の会会員 7/25㊎ 一般 7/26㊏ 10時から受付（受付初日は電話予約のみ） 公 ぴあ221-745

予告

売日 友の会会員 9/19㊎ 般 9/20㊏ 10時から受付（受付初日は電話予約

告告八神純子コンサートツアー八神純子コンサートツアー

シ
Produce

チケット購入者対象
プレトーク・イベント開催！ 
11/17日

チケット購入者対象
プレトーク・イベント開催！ 
11/17月

2015/3/7土16：30（開場16：00）



■曲混声合唱とピアノのための「ギタンジャリ～歌のささげも
の」（詩／タゴール、訳詩／川名澄、作曲／木下牧子）ほか
■出指揮：下田正幸・塚田真夫、ピアノ：八谷惠子
■場杉並公会堂大ホール
■￥一般1,000円（会場にて当日券を販売）
★杉並区民20組40名様をご招待
申込みはメールにて。先着順。
■問関☎090-8854-2539 　chor.f@jcom.home.ne.jp

コール・フロイント 定期演奏会
9/13土 18：30（開場18：00）

■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 ■問一般社団法人衛生文化協会城
西病院☎3390-4166（平木）
★8月21日木 第105回
ギターとピアノによる
ラテンの世界
■出谷辺昌央（ギター）、
服部慶子（ピアノ）
■曲アルベニス／組曲「イベリ
ア」より、ピアソラ／5つの小品、タンゴ　ほか
★9月20日土 
第106回～日本フィル・管楽器の名手達～
■出杉原由希子（オーボエ）、芳賀史徳（クラリネット）、日橋
辰朗（ホルン）、鈴木一志（ファゴット）、高尾郁江（ピアノ）
■曲モーツァルト
／ピアノと管楽
器のための五重
奏曲 変ホ長調 
K.452、ベート
ーヴェン／ピア
ノと管楽器のた
めの五重奏曲 
変ホ長調 op.16
ほか

城西病院ホスピタリティコンサート
無　料8/21木・9/20土 19：00（開場18：30）

谷辺昌央 服部慶子

杉原由希子 芳賀史徳 日橋辰朗

鈴木一志 高尾郁江

ラテンピアノクラシックの第一人者・宮崎幸夫に
よる２年ぶりの公演。バッハ、ショパンからピア
ソラ、レクオーナまで、多彩な音をお届けします
■場杉並公会堂・小ホール
■￥一般3,000円、学生2,000円
主催／■問日本ピアノ研究会事務局
☎050-3591-4309（平日9：00～17：00）
★杉並区民15組30名様無料ご招待
■申官製ハガキに①宮崎幸夫ピアノリサイタル希望②郵便番
号、住所、電話番号③氏名④年齢を明記の上、〒371-0053 
群馬県前橋市幸塚町74－7日本ピアノ研究会まで（8/5必
着。当選の方には8/18までに発送）

宮崎幸夫 ピアノリサイタル 
2014 in 東京

9/9火 19：00（開場18：30）

宮崎幸夫

●Vol.1　佐野ぬいさん（洋画家）
●Vol.2　橋本堅太郎さん（木彫家）

公コ ぴあ234-155

チ
ケ
ッ
ト

購
入
方
法

4

チケットぴあ
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。
☎0570-02-9999
※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。

詳しくは、各公演主催者に問い合わせを

杉並公会堂主催公演
座・高円寺主催・提携公演

■
■

杉並公会堂チケット受付
座・高円寺チケットボックス

☎5347-4450　
☎3223-7300

・・・・・・
・・

杉並公会堂主催公演、座・高円寺主催・提携公演

●9月号の原稿締切日・・・7月31日㈭　●メール受付：comucul-t@city.suginami.lg.jp
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・交流課にお寄せください。詳しくは、お問い合わせください。
※メールの件名は「コミュかる9月号掲載希望：（団体名）」にしてください。　※窓口提出の場合は、土・日・祝日はお休みです。

コミュかる掲載希望のご案内
■問文化・交流課 ☎3312-2111（代）

チケット販売場所
座座・高円寺 公杉並公会堂
ココミュかるショップ イイープラス
ぴあ Pコードチケットぴあ

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区 主 催 ・ 後 援

かつて井伏鱒二や太宰治、与謝野鉄幹・晶子など文豪が数多く居住
し、今も多くの文化人が暮らすまち、杉並。区ではそんな杉並にゆかり
のある文化人の活動の軌跡を貴重な文化財産として後世に伝えると
ともに、杉並の魅力を広く発信するアーカイブ映像作品を制作し、
DVDとホームページ動画で公開しています。短編作品では文化人の
魅力を幅広く紹介、長編作品（DVDのみ）ではインタビューを中心に
人物に密着し、作品も多数紹介します。また、文化人の区内ゆかりの
場所を杉並マップとして収録しています。

欧州で活躍する若き日本人バレエダンサー達が、東日本大
震災復興支援バレエライブを行います。
■場セシオン杉並　■￥全席自由／3,000円（3歳以上有料）
■問Project LUCT☎090-1700-3759
luct2014@gmail.com
http：//projectluct.wix.com/projectluct#!2014/cvvj

イ

東日本大震災復興バレエライブ
Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ

8/1金18：30・2土13：00・17：00  （開場は開演の30分前）
Project LUCT（プロジェクト・ルクト）HP

発売中

夏恒例となったインドネシア・
バリ島芸能の祭典！　本場バ
リ島の舞踊家・演奏家を含む
国内有数の出演者約100人が
一堂に会す大イベントです。阿
佐ヶ谷神明宮境内の能楽殿を
舞台に、神社の神聖な空気と
神秘的なバリ芸能の魅力を2
日間たっぷりとお楽しみくだ
さい。インドネシアの飲み物や

食べ物の出店もあります。
■場阿佐ヶ谷神明宮 能楽殿
■問パノラマ★アワー☎6454-7128
雨天決行（荒天の場合は中止）

第13回 阿佐ヶ谷バリ舞踊祭
「百花価千金　　　　　　　 」

8/2土・3日 17：00（開場16：00）

無　料

ハイドン・オラトリオ「四季」を
ご一緒に歌いませんか？

須﨑由紀子が率いる両合唱団は合同で来年6
月の演奏会（オケ共演）を目指し団員を募集して
います。ハイドン作品の集大成と言われるオラト
リオ「四季」は季節の移り変わりと、大地に生き
る人々の命の営みへの賛歌です。初心者、経験
者を問わず熱意のある方大歓迎。

★本番：2015年6月28日㈰　杉並公会堂大ホール
■指導常任指揮者　須﨑由紀子　■￥入団費／5,000円、月会費／4,000円　
■申■問合唱団事務局☎Fax3392-66
80、http：//suginamioratorio.
com/index.html
sugiora@gmail.com　　

杉並オラトリオ合唱団
 水曜　18：30～20：45

（月4回）
久我山会館　他

練習日

練習場所

杉並女声合唱団
水曜　10：00～12：45

（月4回）
荻窪地域区民センター　他

「自由選択で作る自分だけのカリキュラム」
女子美術大学短期大学部 1年前期 基礎造形 展

7/4金～8/6水　10：00～17：00※最終日は16：00まで　
会期中の休廊日…日曜日・祝日（※7月20日（日）21日（月・祝）に限り特別開廊）

女子美術大学短期大学部1年前期の自由選択授業で制作
された、18講座の学生作品を展示いたします。将来の夢
へ向けて最初の一歩を踏み出した作品をご覧ください。
■場女子美ガレリアニケ
（女子美術大学杉並キャンパス1号館1階）　■￥無料　
■問女子美ガレリアニケ☎5340-4688

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
DVD貸し出し、動画 配信中です！す！

、
の
に
の

ぜひ、
ご覧くださ

い

発売中

■場杉並公会堂大ホール
■￥指定席／S席2,500円（当日3,000円）、
A席2，000円（当日2，500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（10時～17時）

阿佐谷ジャズストリートが贈る夏のコンサ
ート！米空軍の本格的ビッグバンドがおな
じみのグレン・ミラーやデュ―ク・エリント
ンのスタンダードジャズをお届けします。

未
杉
D

close
up

8/29金 19：00（開場18：30）

米空軍太平洋音楽隊・アジア
「パシフィックショーケース」

★DVDは区立図書館、文化・交流課（区役所西棟10階）にて貸出中！

★動画配信は区公式HP→杉並ゆかりの文化人の
　バナーをクリック！

区役所本庁舎2階廊下のオープンスペース「区民ギャラリー」の利用募集です。
区民の皆さんの発表の場としてご活用ください。

区役所2階 区民ギャラリーを利用してみませんか？
【募集期間】●9月8日㈪～9月19日㈮ 　
　　　　　●10月14日㈫～10月24日㈮
【募集区分】●A＝北西面（中棟北西側） ●B＝南面（青梅街道側）

発売中

杉並オラトリオ合唱団
杉並女声合唱団
団員募集

■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　■￥無料　■申ハガキまたはファクスに
希望する期間と区分（第2希望まで記入）、連絡先の住所と電話番号、氏名（フリガナ、団体の方は団体名も）、展
示の目的と内容を具体的に記入の上、8月6日（必着）までに文化・交流課へ。※申込多数の場合は抽選。結果は
8月中旬以降に連絡します。 〒166-8570　杉並区阿佐谷南1-15-1　FAX 5307-0683
※利用条件など詳細は、お問い合わせください。

（ひゃっか
あたいせんきん）

関連イベント有（詳細はウェブで）。


