
「コミュかる」は、「コミュニケーション」と「カルチャー」を用いた造語です。

杉並でイタリアチームが、ビーチバレーの事前キャンプ！！
去る５月９日、杉並区とCONI（イタリアオリンピック委員
会）は「ビーチバレーボール事前合宿に関する協定」を締
結しました。2020年７月、イタリアのビーチバレーボー
ルチームが杉並区永福体育館の屋外にあるビーチコート
にて、事前キャンプを行う予定です。イタリアの男子ビー
チバレーボールペアは、2016年のリオオリンピックで銀
メダルを獲得した強豪です。
調印式に出席いただいたCONIの事前合宿統括責任者で
あるアナ・リカルディさんは、東京2020大会でイタリアの
選手が出場する全ての競技において事前キャンプ地を探し、リサーチ・決定する重要な責務を担う方です。
今回は、文化と芸術を愛するイタリア人の一人として、お話をお聞かせいただきました。

杉並区永福体育館の屋外にありま
す。オーストラリアの白砂を使用
し、国際規格を満たしたコートで
す。ビーチバレーの他にもビーチ
サッカーやビーチテニスなどを楽し
むことができます。コートの利用に
ついては、さざんかねっと「スポー
ツ施設」版にてご確認ください。

区では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、杉並をよ
り良い街にしていくために活動していただくボランティアを募集しています。
東京2020大会をきっかけに、「ホームステイ・ホームビジット」「区内イベン
ト」「語学・翻訳」「観光」等のボランティア活動を始めてみませんか？登録
者にお届けするメルマガにて、事前キャンプのお手伝いなど、
オリパラに関連する事業のボランティアも募集していきます。

ボンジョルノ！ スギナミ

-杉並区との調印式はいかがでしたか。
●杉並の多くの方々に温かく迎えていただき、とても
素敵な体験でした。ポーズをつけて写真を撮っていた
だいたり、まるでプリンセスになった気分でした（笑）。
-オリンピック事前キャンプ地の調査・決定の重責
を担うアナさんですが、今日はアナさんやイタリアの方
の日常生活や文化・芸術などについてお聞かせくださ
い。アナさんは、生まれも育ちもローマなのですね。
●はい。ローマは本当に素敵な街です。古代遺跡や
劇場、美しい農村に素敵な海岸、そしておいしい食べ
物があります。ローマに生まれて、本当にラッキーです。
-お忙しい毎日かと思いますが、自由な時間はどの
ように過ごされているのですか。
●猫や馬とすごしています（笑）。私は乗馬が好きなの
で、休みの日にはよく乗馬に行きます。日本の方には
驚かれるのですが、個人で2頭の馬を所有しています。
-馬を2頭も所有されているのですか？日本では想
像できないです。
●1頭は引退して田舎でのんびりしています。イタリア
では特別にお金持ちでなくても、色々なことが楽しめ
るのです。日常の中で乗馬を楽しめる環境が充実して
いることもローマ市民の特権かも知れませんね。
-イタリアで触れたことがある日本の文化には、ど
のようなものがありますか。

●若者たちは日本のアニメや漫
画が大好きです。また、イタリアで
は”hikebana”と書くのですが、日本流の生け花に興
味を持っている大人も多いようです。イタリアは「花の
国」。あちこちに美しい花が咲いていますし、お花屋さ
んも沢山あり、日々の暮らしの中で花を楽しむ文化が
根付いています。日本にはない花を使った独創的な生
け花アートも素敵ですよ、私は見て楽しむだけですが。
-日本の食文化はいかがですか？
●日本の食べ物は、どれもおいしくて大好きです。お
刺身やお鮨、たけのこ料理や天ぷら、あれは何と言っ
たかしら、チキンスティック？……そう、焼き鳥も。
ヘルシーだし、イタリア料理とはまた別の良さがある
と思います。
-今回のご縁で、イタリアに興味を持つ杉並区民の
方々がいらっしゃると思います。これから訪問する方
に、お勧めの場所などを教えてください。
●イタリアにはローマだけではなく、歴史と芸術の粋
が光る、個性豊かな都市が数多くあります。私の母は
北部の街ミラノ、父は南部の街ナポリの出身ですが、
どちらにも素晴らしい建築や美術館などがあります。
イタリア全体が本当に誇りに思える素敵なところです
ので、ぜひいつかいらしてください。お待ちしており
ます。

アナ・リカルディさん CONI（イタリアオリンピック委員会）
事前合宿統括責任者

●

区ではイタリアに関連した
さまざまなイベントを予定しています。

詳細については
今後、コミュかる、
広報すぎなみ及び
区公式ＨＰで
お知らせして
まいります。

調印式の様子調印式の様子

「すぎなみ版ボランティア」 募集しています杉並区永福体育館ビーチコート

※4面に、すぎなみ版ボランティアに関連した
　講座のご案内があります。

撮影協力：株式会社電通撮影協力：株式会社電通

2019年12月7日（土）　
海外文化セミナー　イタリア編
講演や写真・グッズの展示を行います。
　セシオン杉並　　　杉並区交流協会主催場

● 2020年1月下旬　　
区役所ギャラリー展　
イタリア編
　区役所2階　区民ギャラリー
　　文化・交流課
場

主催

すし

6月23日に行われた、事前キャンプ誘致決定記念イベントの様子



 

杉 並 公 会 堂 10時～19時／臨時休館日を除く
※チケット発売初日は、電話予約のみ上荻1-23-15 ■杉並公会堂問 ㈱京王設備

サービス ☎5347-4450 杉並公会堂 検索⬅ 座 ・ 高 円 寺 10時～18時
月曜定休高円寺北2-1-2 ■座・高円寺チケットボックス問 ☎３２２３-７３００ 座・高円寺 検索⬅

チ
ケ
ッ
ト

購
入
方
法 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、親子で楽しもう！
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。

子育て応援券事前申し込み制有料託児
●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

「なみちけ」利用できます
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

※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
されている出演者や曲目が変更になる場合があります

3 2
※杉並公会堂友の会の割引の適用はありません。

日本フィル
杉並公会堂
シリーズ 2019−20

第 4 回

中学生以下の
皆さんは
全員ご招待 劇場劇場 へ いこう！いこう！

2面共通・チケット取扱▶座 

日本と台湾の学生交流と作品創作に
よって、ダンスの新たな可能性に挑む

「座・高円寺ダンスアワードⅡ」。この
プロジェクトに日本から参加する作品
3つを募集します。締切りは8月31日㈯

［消印有効］。詳細は劇場HPをご覧く
ださい。
問 ☎3223-7500（座･高円寺
　ダンスアワードⅡ 担当）

スタート！

ダンスプロジェクト

大学生＆専門学校生
に向けた

得意とするwonder×worksが、音楽劇と
して移民をテーマに描きます。
作 演 八鍬健之介
出 炭谷征之、宮地花衣、古賀豊、
木下智恵、大石恵、橋口誠 ほか
場 座･高円寺1
￥ 全席指定／4,500円

 

※開場は開演の 30分前。
1万人の踊り手と100万人の観客でにぎ
わう東京の夏の風物詩。始まりが待ちき
れない皆さまは、ひと足先に劇場へどう
ぞ。工夫を凝らした陣形による見応えあ
る踊りと、迫力満点の鳴り物をじっくり堪
能できる、劇場ならではのぜいたくな舞
台をお届けします。
出 高円寺阿波おどり連協会所属連 ほか
場 座･高円寺1　￥ 全席自由／1,000円
※3歳以下の膝上観賞は無料
◆全ステージとも当日券のみ販売。
※開演60分前より、1階受付で1人1枚購
入できます。
◆車椅子席のみ要事前予約。
※ご希望の方は8/20㈫までに阿波おどり
振興協会まで、ご連絡ください。
◆障がい者手帳をお持ちの方は、1割引き。
※当日手帳をご提示ください。
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/

10/18金〜27日
劇場創造アカデミーの修了上演として挑
んでいる『戦争戯曲集』。その作者、エド
ワード・ボンドによる男たちの物語を日本
初上演！会社買収を巡る男たちの二重
三重の駆け引きを通して、人間の本質を
描きます。　

作エドワード・ボンド　演 佐藤信
翻訳 堀切克洋  出 植本純米、下総源太朗、
千葉哲也、松田慎也、真那胡敬二、龍昇
場 座･高円寺1　￥ 全席指定／4,300円
※前半割（10/18～22）3,900円
★先行販売のご案内　7/21㈰～28㈰の
ご購入でチケット代を100円引き！
ID:suginami　※劇場窓口・TEL・WEB
にて、ご購入時にIDをお知らせください。

 

10/30水〜11/3日
関東近郊の日系ブラジル人街。その一角
にある古びたアパートには今日も陽気な
歌声が響く。大手企業の工場で働く住人
たちの生活は、景気の波でスイングする。
出会いと別れ、寄り添い、離れ、人生は
ダンスのステップのよう。多彩な作風を

8/2金〜5月 
天井桟敷で1968年に上演された寺山修
司の『星の王子さま』。星の王子さまに憧
れ夜な夜な虚構の世界に浸る老女。見
えない星を見るため、現実から目を背け
る老女の世界を拒み、崩壊に導くヒロイ
ンの少女。舞踏家である点滅が舞踏的
身体表現を取り入れ、新演出で寺山ワー
ルドを描きます。
作 寺山修司　構成 脚色 演 出 点滅
出 近童弐吉、葛たか喜代、伊藤弘子、
唯木いちよ、鈴木千晴、辻井彰太 ほか
場 座･高円寺1
￥ 全席指定／4,500円
ほか  

8/24土・25日
各日とも、第1部 12:00／第2部 14:30

※1部、2部は完全入れ替え制です。

©斎藤泉

 8/2 3 4 5
 ㈮ ㈯ ㈰ ㈪
14:00 ★ ★ ● ★◎
19:00 ● ● ● 

開場は開演の30分前　
★託児あり　◎ポストトーク

発売日 8/17土

座･高円寺　レパートリー
『男たちの中で　In the 
Company of Men』

★託児あり

B機関『星の王子さま』
引用作品／『コメット・イケヤ』

植本純米

松田慎也

下総源太朗

真那胡敬二

千葉哲也

龍昇

開場は開演の30分前 　★託児あり

 10/30 31 11/1 2 3
 ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰
14:00   ★ ★ ●
19:00 ● ● ● ● 

開場は開演の30分前  ★託児あり  ◉前半割（3,900円）

 10/18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 ㈮ ㈯ ㈰ ㈪ （火・祝） ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰
14:00   ◉  ◉ ★ ★  ★ ●
19:00 ◉ ◉  ◉    ●  

初めてみる人も、何度もみている人も、それぞれの
発見がある「劇場へいこう！」。これまでご観劇い
ただいた皆さんの感想を少しだけ紹介します。

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、中学生以下無料
（要事前予約）、おしばいの森割引
（『ピノッキオ』と『フランドン農学校

の豚』2作品セット券です。前売りの
み取扱い）：大人4,000円、ユース
3,000円 子育て応援券   

発売中

★宇梶さんからメッセージ
永遠ノ矢＝トワノアイ。
アイヌの言葉で「矢」の
ことを「アイ」と言いま
す。世界に飛び交う人の
思いを矢にみたて…愛の
キューピットを思い浮か
べてみてください。キュー
ピットの放つ矢は、思いを届けるメール
です。舞台に飛び交う様々な思いを、ご
自分に重ね合わせていただけましたら。
是非ご覧くださいませ。

第63回 
東京高円寺阿波おどり関連企画
座･高円寺阿波おどり

wonder×works『バチーダ』
発売日 9/15日

劇団PATHOS PACK
『永遠ノ矢＝トワノアイ』 

©梁丞佑

©梁丞佑

楽しいことが大好きで誘惑に弱くて、失敗もたくさん！？　元気いっぱいな
木の人形ピノッキオは、たくさんの出会いの中で、少しずつ他人を思いや
る心を身につけ――。（平成30年度児童福祉文化賞推薦作品）

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、髙橋優太、田中真之、黒須育海

みんなでおいしく食べるため、農学校で育てている一頭の豚。けれ
ども、いのちをいただくってどういうこと？　宮沢賢治のふたつの童
話を原作に、歌とダンスと共におくる、とても大切な物語。

原作 宮沢賢治　 上演台本 佃典彦　演 西沢栄治　
出 宮島岳史、塚本淳也、山田宗一郎、小玉雄大、
安川里奈、柴田美波

『トランスレイターズ』2018年

『ピノッキオ』  8/31土〜9/16月 

『フランドン農学校の豚〜注文の多いオマケ付き〜』 9/22日〜29日

自分が子どもの時に見たかった！エ
ネルギーと命にあふれた舞台でした。

キレやテンポが良く、笑いもたくさん。音
楽も楽しく、その中に深い深いメッセージ。

ご存知ですか？ロビーカフェ
公演前、1Fロビーにカフェコーナー
が登場。オーガニック豆をひいた粉で、
1杯ずつハンドプレスでいれるこだわり
のコーヒー。果汁100%ジュースや焼
き菓子もあります。

「劇場へいこう！」の期間中、購入時に合言葉
を言ってくれた方は飲み物全品50円引き！
【合言葉：コミュかるを見た！】

※2Fカフェ＆レストラン アンリファーブルでは割
引になりません。
開演1時間前～開演時刻まで営業（主催・提携
公演の日に出店）。

発売中

発売中

 8/8 9 10 11 12
 ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ （月・振）
14:00   ★ ● ●
19:00 ● ● ● ● 
開場は開演の30分前　
★託児あり

8/8木〜12月●振
ある日、自分と妹に関する受け入れ難い
話を耳にした青年は、兄を訪ねて北海道
へ旅立つ。人 と々の交流の中で、自分と
いう存在の不確かさに気づいた青年は
……。
作 演 出 宇梶剛士　
出 金井良信、平野貴大、オバタアキラ、
仲道和樹、三崎栞 ほか   
場 座･高円寺1
￥ 全席指定／4,500円
ほか  

人生そのものをぎゅっ
と表現した作品だった

皆さんの感想

生き生きとしたお芝居
に心が躍りました！

皆さんの感想

 8/31 9/8 12 15 16
 ㈯ ㈰ ㈭ ㈰ （月・祝）
14:00 ★ ●  ● ●
19:00   ●  

★託児あり

 9/22 23 28 29
 ㈰ （月・祝） ㈯ ㈰
14:00 ● ● ★ ●



作 作者　演 演出　出出演　曲 曲目
場 会場　￥ 料金　主 主催　問 問い合わせ

 

杉 並 公 会 堂 10時～19時／臨時休館日を除く
※チケット発売初日は、電話予約のみ上荻1-23-15 ■杉並公会堂問 ㈱京王設備

サービス ☎5347-4450 杉並公会堂 検索⬅ 座 ・ 高 円 寺 10時～18時
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入
方
法 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、親子で楽しもう！
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。

子育て応援券事前申し込み制有料託児
●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

「なみちけ」利用できます
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

※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
されている出演者や曲目が変更になる場合があります

3 2
※杉並公会堂友の会の割引の適用はありません。

日本フィル
杉並公会堂
シリーズ 2019−20

第 4 回

中学生以下の
皆さんは
全員ご招待 劇場劇場 へ いこう！いこう！

注目のギタリスト朴
パクキュヒ

葵姫が登場！スペインの光と影を感じる名作「アランフェス協奏
曲」は聴き逃せない！後半はアラビアン・ナイトの世界へ！豪華絢

けん

爛
らん

なオーケストレー
ションで描かれる悲哀の音楽絵巻「シェエラザード」は、今やフィギュアスケートの定
番曲の一つとしても知られる人気曲。
出 大井剛史（指揮）、朴葵姫（ギター）、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲 リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、リム
スキー＝コルサコフ：交響組曲《シェエラザード》
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会員割引あり
問 杉並公会堂☎︎5347-4450　チケット取扱▶公 ぴあ137-770  

オーストリア発、完璧なテクニックと抱腹絶倒のステージで、瞬く間に世界中の話
題を独占したブラス界の新たなヒーローたちが杉並初登場！ライブ・パフォーマン
スのあらゆる極みを体感する「完璧なブラスアンサンブル」。
出ムノツィル・ブラス（金管七重奏）、トランペット／トーマス・ガンシュ、ロベルト・
ローター、ローマン・リンドベルガー、トロンボーン／レオンハルト･パウル、ゲアハ
ルト･フュッスル、ゾルタン･キス、テューバ／ヴィルフリート･ブランドシュテッター
曲 F.マーキュリー：ボヘミアン・ラプソディ ほか　場 杉並公会堂大ホール
￥ 全席指定／S席5,500円、A席4,000円
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり  ※完売の際はご容赦ください。
問 杉並公会堂☎︎5347-4450　チケット取扱▶公 ぴあ140-276  

ムノツィル・ブラス
MNOZIL BRASS

7/31水 14：00（開場13：30）

出 永峰大輔（指揮）、江原陽子（お話と
歌）、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》、
ホルスト：組曲《惑星》より ジュピター（木
星）、「さんぽ」（オーケストラの演奏に
のってみんなでうたおう） ほか
場 杉並公会堂大ホール
対象 4歳以上
￥ 全席指定／大人S席4,200円、A席
3,100円、B席2,000円、こども（4歳〜
高校生）S/A席2,000円、B席1,000円
※チケットは1人1枚ご用意ください。
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
問 杉並公会堂☎︎5347-4450　
チケット取扱▶公 ぴあ145-324   

9/21土 15：00（開場14：30）

炎のマエストロ・小林研一郎が日本フィル
とともに語り尽くす、魂のブラームス「交
響曲第1番」。ブルッフの協奏曲を披露す
る、世界で活躍する若き才能、成田達輝
のきらめきにも注目！
出 小林研一郎（指揮）、成田達輝（ヴァイ
オリン）、日本フィルハーモニー交響楽団

（管弦楽）　
曲バッハ：Ｇ線上のアリア、ブルッフ：ヴァ
イオリン協奏曲第1番、ブラームス：交響
曲第1番

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　
問 杉並公会堂☎︎5347-4450　　　
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
チケット取扱▶公 ぴあ137-769   

9/12木 14：00（開場13：30）

出 鈴木直樹（ジャズクラリネット）、
立川寸志（落語）、ザ・プラタナス（演奏）
場 杉並公会堂小ホール
￥ 指定席／3,500円、自由席／3,200
円、学生／1,500円
問スウィングエース☎︎6768-8772
チケット取扱▶公 （自由席のみ）、スウィ
ングエース

9/26木 10：30（開場10：10）

出 宮坂拡志（チェロ）、
小田裕之（ピアノ）
曲 ベートーヴェン：チェロソナタ第3番、
サン＝サーンス：「動物の謝肉祭」より
白鳥 ほか　
場 杉並公会堂小ホール　
￥ 全席自由／1,000円
問アコールヴィブレ☎︎0422-26-6779
チケット取扱▶公・アコールヴィブレ

日本を代表するオーケストラの若手
4人組のチェロ・アンサンブル。広
い音域と深い音色が魅力のチェロを
自在に操る、新たな地平を築くカル
テット。
出クァルテット・エクスプローチェ《辻
本玲（日本フィルハーモニー交響楽
団・ソロ）、市寛也（NHK交響楽団）、
髙木慶太（読売日本交響楽団）、森
山涼介（東京都交響楽団）》
曲ベートーヴェン：「月光」より、ドビュッシー：
月の光、滝廉太郎：荒城の月、マンシーニ：ムー
ン・リバー、J.S.バッハ：シャコンヌ ほか
場 杉並公会堂大ホール　
￥ 全席指定／S席3,000円、A席2,000円
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
問 杉並公会堂☎︎5347-4450　
チケット取扱▶公 ぴあ140-154   

9/13金 19：00（開場18：30）

クァルテット・エクスプローチェ
～響炎する4本のチェロ～“月に寄せる歌”

日本フィル
杉並公会堂シリーズ
2019－20　第3回

発売中

永峰大輔 江原陽子

小林研一郎©山本倫子 成田達輝©Marco Borggreve

発売中

大井剛史 ©K.Miura 朴葵姫

11/24日 15：00（開場14：30）

12/6金 19：00（開場18：30）

日本フィル
夏休みコンサート2019 

発売中

宮坂拡志 小田裕之

ミュージック・ブランチ
2019－20　第3回 発売中

鈴木直樹 立川寸志

昭和と音楽とおしゃべりで
ショー！
〜鈴木直樹と立川寸志の如何なものか？！〜
第2回　歌姫と世界中の曲
美空ひばりの時代

発売中

〜辻本玲メッセージ〜
普段は日本フィルとして杉並公
会堂の舞台に立っていますが
今回はクァルテット・エクスプ
ローチェとして登場します。チェ
ロ4本ならではの重厚な響きと
迫力をお聴きください。

発売中

発売中

日本フィル教育・地域活動「音楽の森」事業担当の及川さ
んからメッセージをいただきました。
「2018年10月、杉並区の交流自治体である南相馬市にあ
る原町第一中学校吹奏楽部を中心に演奏指導を行い、市
内のホールで合同演奏を行いました。日本フィルは、毎年
楽器指導を通じた支援を行い、杉並区と南相馬市の音楽
の橋を架け続けています。2019年度も宮城県、岩手県、福島県を中心に「被災地に音楽を」
の活動を行います。被災地にたくさんの笑顔があふれるよう、一緒に応援をお願いします」

ふるさと納税制度を通じた日本フィル被災地支援活動への応援は、ふるさと納税
民間ポータルサイトの「ふるさとチョイス」から寄附できます。区役所窓口での寄
附をご希望の場合は、事前に
文化・交流課までご連絡ください。

日本フィル 被災地支援活動「被災地に音楽を」
～杉並区はこの活動を支援しています～
日本フィル 被災地支援活動「被災地に音楽を」
～杉並区はこの活動を支援しています～

ふるさとチョイス　杉並区

残席僅少残席僅少



BATA ART EXHIBITION 2019 

『まるごと台湾フェア2019』『まるごと台湾フェア2019』

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　共 共催　定 定員　申申し込み　締 締切　問 問い合わせ　 メールアドレス

9/18水
11:30～12:10対象3カ月～14カ月　
14:30～15:10対象15カ月～23カ月

（受付は開演の10分前）
世界で活躍するパ
フォーマーが、現
代音楽家の生演奏
とともに、光、色、
形、様々な素 材
を駆使して2歳未
満の赤ちゃんの
五感に優しく働き
かけるフィジカル
アート。赤ちゃん
と大人が一緒に
身体と想像力を
動かしながらファンタジーの世界へ旅に
出かけましょう。
出 to R mansion、イーガル（現代音楽家）、
Coppelia Circus
￥ 全席自由　一般／1,500円　

 親子ペア／1,500円　
場 座・高円寺　阿波おどりホール
申 問 to R mansion（野崎）
☎080-3410-8000

to-r-m@kta.biglobe.ne.jp
お名前、連絡先、開演時間、お子様の月
齢、大人の人数をお知らせください。　
子育て応援券

8/31土
13：30～16：00（開場13:00）
事前キャンプが決まったイタリアビー
チバレーボールチームの皆様や、東京
2020大会を観戦に来る交流自治体等の
皆様を「おもてなし」するためのスキルを
学べる講座を開催します。
場 区役所中棟６階第4会議室
内容 異文化理解の基本的な考え方、非
言語によるコミュニケーションスキル ほか
対 区内在住・在勤・在学の方
定 100名（先着順）　
￥ 無料
申 電話・FAX・Eメールのいずれかで、氏名

（ふりがな）、電話番号、講座名を記入して、
地域課すぎなみ地域大学担当まで
問 杉並区地域課すぎなみ地域大学担当
☎3312－2381　Fax3312－2387

tiikidaigaku-t@city.suginami.lg.jp

9/24火 12：10～12：50
毎年4回開催している日本フィルによる
小さなコンサートです。爽やかな秋の昼
下がり、お楽しみください。
座席100席　立ち見できます

（編成：ファゴット+弦楽五重奏）
場 杉並区役所1階ロビー
問 文化・交流課
☎3312-2111（代表）

場 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
9/18水  19:00

「第九」合唱団　団員募集
12/8㈰に、杉並公会堂でベートーヴェン

「交響曲第九番」公演を開催します。
練習日 水曜日10：00〜12：45または
18：30〜20：45のいずれかで月3回
主な練習場所 杉並区内施設（高井戸地
域区民センター、久我山会館等）
会費 月3,000円　＊コンサート出演時
は、別途参加費が必要です。
申 問 杉並オラトリオ合唱団　
☎ 090-1805-6164　Fax3398-3517  

sugiora@gmail.com (事務局：須﨑)

8/17土18:00（開場17：30）　8/18日14:30（開場14：00）
一般公募で集まった区民
がプロの音楽家・指導者
の指導の下、1年かけて
創り上げる、区民参加型
のオリジナルミュージカル。
場 セシオン杉並ホール（梅
里1-22-32）　￥ 全席指定／S席4,000円　A席3,000円
問 杉並区民オペラ内ミュージカル・プール事務局☎3380-1042
http://sugiope.org　 info@sugiope.org
チケット取扱▶ぴあ492-224  、杉並区民オペラ内ミュージカル・プール事務局

多世代交流型ミュージカル  ミュージカル・プール第3回公演
フォラジェリーと聖なる城 発売中

区役所ロビーコンサート
芸術の秋コンサート

「小さな子どもと大人の
ための想像の童話」
ワークショップ編　For Baby

発売日 8/1木

©行貝チエ

無  料

和文化をテーマに、地元で活動するアーティストや近隣小学校の児童たちがアート作品を仕立て、
街中に展示するストリートアート展です。とりどりの楽しいイベントから、その一部をご紹介します。

9/7土10：30～17：00
中学生の野球交流や東京高円寺阿波お
どり台湾公演などで杉並区が交流を重
ねる台湾の魅力を紹介します。台湾映
画上映会、台湾の魅力を伝える講演会
や展示、また、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！
※料理や特産品は売り切れ次第終了。
場 セシオン杉並（梅里1-22-32）
※車でのお越しはご遠慮ください。
￥ 入場無料　映画は有料（要予約）

問 杉並区交流協会　〒166-0004　阿佐谷南1-14-2　みなみ阿佐ヶ谷ビル5階　☎5378-8833（平日8:30〜17:00）　FAX5378-8844　

★「スタードーム・天の川」
8/3土～7水　
阿佐ヶ谷中学校校庭

（阿佐谷南1-17-3）
19:00～20:45

（初日19:20～）（雨天中止）
アーティストと小学生た
ちが竹や和紙等で作った、
大小400近いドームが夜の
街にきらめきます。

★「ASABI no WA」
8/3土～9金　９：００～１７：００
※４日は休み　
区役所2階区民ギャラリー

阿佐ヶ谷美術専門学校・絵
画表現コース2年生の共同制
作。学生たちが創造する「和」
や「日本文化」を表現します。

会場：産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）　展示場
ワークショップにより参加費（材料費）や持ち物が異なりますのでご注意ください。

★「棟方志功の板
はん

画
が

を体験しよう！」　
8/8木　①14:00～15:45 ②16:00～17:45　定員各回12名（事前申込制）
杉並にゆかりのある世界的な版画家・棟方志功の独特な技法を気軽に体験し、ハガ

キサイズの作品を仕上げるワークショップです。
講師 石井頼子氏（棟方志功研究者）　￥ 1,500円

★「草のバッタ」
8/9金 ①11:00～12:00 ②14:00～15:00　定員各回10名（事前申込制）
シュロの葉をていねいに編んで、かっこいいバッタをつくります。
講師 藤本逸子（手づくり工房結 主宰）　￥ 300円

詳細は 阿佐谷BATA 検索
他の展示会場や各申込制のワークショップの詳細については、ホームページでご確認ください。
https://www.bataart.tokyo/

すぎなみ版ボランティア
「TEAM NAMISUKE」
おもてなしスキルアップ講座

無  料

映画　「星空」上映+原作本の朗読
台湾を代表する絵本作家ジミー・リャオの描く少年少女
の切なくもファンタスチックな世界を映画化。孤独を抱
えた少女と少年は、星空を求めて祖父の暮らしていた
山小屋を目指す。
監督 トム・リン『百日告別』　出 シュー・チャオ『ミラクル7
号』、リン・フイミン、レネ・リウ　￥ 全席自由／前売り500
円　当日700円（高校生以下前売り300円　当日500円）
チケット取扱▶コ 、杉並区交流協会ホームページでネット予約また
はFAXで予約（8/31まで）  info@suginami-kouryu.org　

バタ・アート・エクシビション
8/3土～11日 杉並区役所及び

阿佐ヶ谷駅南側エリアの10会場

ワークショップ

問 NPO法人TFF　☎5397-3400　
共催 杉並区文化・交流課

特別上映会　 開演14：00（開場13：30予定）　終演16：30（予定）
台湾公演の様子

展 示 全１０会場 全９種類

阿佐谷パールセンター商店街をはじめとする8商店街では、

8/3土～8/7水に夏の風物詩「阿佐谷七夕まつり」を

開催しています。


