
Interview小松原庸子さん

フラメンコ50 年
大地に魂の足音が響く！　

と

平成25年度より、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
めの映像作品を制作しています。パソコンで視聴できる短編作品
のほか、区立各図書館、文化・交流課ではDVDを貸し出し中です。

※詳細は4面をご覧ください
フラメンコ・神秘と情熱～小松原庸子　45周年記念公演　掉美を飾る～開催決定！
11月1日㈰　17時開演　杉並公会堂大ホール　全席4,000円　■問杉並文化村☎5397-5503

杉並区の
文化・芸術
情報紙

奇数月21日発行

「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。 「コミュかる」は広報すぎなみ奇数月21日号に折り込まれます。また区立施設窓口、駅広報スタンドなどでご覧いただけます。

C o m m u n i c a t i o n  &  C u l t u r e

［発行］
杉並区区民生活部文化・交流課　
〒166-8570　杉並区阿佐谷南1-15-1
☎03-3312-2111㈹　 
http://www.city.suginami.tokyo.jp/

Yoko o
   Komatsubara  Komatsubara
YYYY －アーカイブ映像集でも語っておられますが、1959年

にスペインのトップダンサーの日本公演を観てフラメンコの
虜になってしまったそうですね。
●それまで習っていたバレエと違い、フラメンコは「私は
ここにいる！」と地に存在を証明するかのような踊り。生
きていることそのものに感じられました。カスタネットを
打ちながら、長いスカートの裾を波打たせ流れるように
踊る姿は、まるで音楽を聴いているみたいでしたね。
－その後スペインに単身渡るわけですが、文化の違い
を感じることはありませんでしたか。
●物怖じしない性格もあるのか、国境を意識することは
ありませんでした。私は邦楽一家に生まれ、隅田川のほと
りで育ちましたが、フラメンコ揺籃（ようらん）の地トゥリ
アーナも川のほとりにあってどこか似ているんです。えも
言われぬ妖気が土や水から伝わってくるようで、川と芸の
間には密接な関係を感じますね。ただ劇場に出演し始め
た頃は、悲しい思いもしましたよ。フラメンコって、踊り手
がギターや歌い手に合図を出さなければいけないんです
が、最初はためらいがあるのでタイミングが合わなくて。
－音楽に合わせて踊るのではなく、踊り手が音楽を
引っ張っていくのですね。
●喜び、悲しみ、孤独。その曲で歌い手が訴えかけている
ものを感じ取って表現していくんです。自分が良い表現
をすれば、歌い手もいい歌を歌う。それを聴いてギター
からも今まで聴いたこともないメロディが生まれてきた
りする。踊りが上手でも伝わらない人はいます。反対に
それほど上手でないけれど何かを表現したい！という
思いを感じる場合もあります。テクニックが95％とす
れば、芸術家であるかないかの真価を問われるのは残
りの5％なんです。
－スペインで出会った恩師エンリケ先生の「踊りは
心だ」という言葉に通じますね。
●どうしてここにいるのか、何が良くて何が悪いの
か。それを自分の身体で感じないと伝えられません
よ。恋をすれば喜んだり悲しんだり、悔しいと思った
りするでしょう。いい音楽を聴いたり、いいお芝居を
観てステキだなぁと思うことを伝えてもいいし、誰か
が抱えるつらさを訴えてもいいでしょう。大切なの
は自分で感じたものを表現していくこと。私自身、フ
ラメンコの魂と自分の魂を合体させて自分の表現
を作っていきたいとの思いがあります。踊りが上達
すると同時に、人間的にも成長していかないとね。
どんな芸術でも同じだと思います。

　「杉並ゆかりの文化人」アーカイブ映像集に登場
するスペイン舞踊家の小松原庸子さんは、日本に
おけるフラメンコの第一人者。稽古場を兼ねた高円
寺の自宅で、ユーモアを交え情熱的にフラメンコの
魅力を語ってくださいました。

profile

日本を代表するスペイン舞
踊家。

フラメンコに魅せられスペ
インで

単身修行。高円寺で結成し
た小松原

庸子スペイン舞踊団が今年
45周年

を迎える。8月日比谷野音公
演、

11月「フラメンコ・神秘と情
熱」公演

（杉並公会堂）を開催。詳細
は

http://www.komatu

bara.com/
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開場は開演の30分前
★託児あり

託児

夏の劇場08 パスカルズ ×
少年王者舘ダンス『永遠の休憩』
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夏の劇場06 舞台芸術集団 地下空港
『タガタリススムの、的、な。』

6/4木～7日 チケット
発売場所

前売り完売
当日券若干あり座

巨大企業の精密工場で起こる謎の殺人
事件。疑いをかけられた一人の日雇い
労働者の青年は逃走をはかるが…。ヤ
マトタケルの神話をベースに描くクライ
ムサスペンス逃走劇！ 
■作■演伊藤靖朗　■出原嶋元久、田代絵麻、
野田孝之輔、鎹さやか、
野々目良子 ほか　
■場座・高円寺1
■￥全席指定／4,500円

なみちけ
託児

『ダキニ城の虜』
photo by 林裕介
『ダキニ城の虜』
photo by 林裕介

夏の劇場07 日本劇作家協会プログラム
文月堂『ちょぼくれ花咲男』

6/10水～14日 チケット発売場所 座
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江戸の芸人たちを中心に描く
痛快娯楽時代劇。様々な身分
の人達が行き交う江戸の町
で巻き起こる事件とその顛末
を、歌あり踊りありで賑々しく
描きます。 
■作■演三谷智子　■出前田こうしん、中野英樹、
荒川大三郎、日高啓介（FUKAIPRODUCE
羽衣）、四條久美子(ペテカン) ほか　
■場座・高円寺1　■￥全席指定／3,500円

Photo by 相川博昭

開場は開演の30分前　
★託児あり

チケット発売場所
座 ぴあ442-828

ぴあ442-863

発売中

発売中

発売中

夏の劇場09 日本劇作家協会プログラム
とくお組『コロッセオ・ミュージカル‘80』

6/24水～28日 チケット発売場所 座

「見たことないけ
ど、あるかもしれ
ない世界」をコ
メディにしてお届けするとくお組。今回の舞台は古代ローマ時代
の円形競技場コロッセオ。過激なエンターテインメントショーの
裏に潜む、人間ドラマをミュージカル調で描きます。 
■作■演徳尾浩司　■出篠崎友、堀田尋史、鈴木理学、
柴田洋佑 ほか
■場座・高円寺1
■￥全席指定／4,000円 ほか

発売日
5/30㊏

なみちけ
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の30分前　
★託児あり　◆終演後ポストトークあり

託児 なみちけ

開場は開演の30分前★託児あり

開場は開演の30分前★託児あり
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開場は開演の30分前★託児あり

休
演

※学校招待
公演を含む　

「世界をみよう！」は言葉を気にせず楽しめる小さな舞台のフェスティバル。「劇場へ
いこう！」は、座・高円寺レパートリー作品を上演します。家族やお友達と一緒にいろ
んな物語の世界を体験しに来てください！

■￥全席自由／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ステージみることができ
ます。劇場チケットボックス窓口のみ取扱い。パスポートを購入された方、先着50名に座・高円
寺オリジナルマスキングテープをプレゼントします）※すぎなみ子育て応援券がお使いになれ
ます（劇場チケットボックス窓口のみ取扱い）  ■場座・高円寺1 ほか

今年も中学生以下の皆さんは全員招待します。
何度でも観に来てください！
■￥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（『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（前売りのみ・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）※すぎなみ子育て応援券
がお使いになれます（劇場チケットボックス窓口のみ取扱い）　■場座・高円寺1

“おおがらす”や“さそり”など、たくさんの星座が登場す
る、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。

E 座・高円寺レパートリー『ふたごの星』
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開場は開演の30分前
※その他の日程は学校招待公演です
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平成25年度児童福祉文化賞推薦作品平成25年度児童福祉文化賞推薦作品

夢に出てきたお姫さまを探して旅に出た若
者と、どこまでも一緒についてくる不思議な
“あいつ”。やがて二人はお姫さまのお城に
たどり着きますが…。若者と旅仲間と一緒
に旅をしながら、物語の世界に飛び込んで
みてください。
■原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

F 座・高円寺レパートリー『旅とあいつとお姫さま』
平成23年度児童福祉文化賞受賞平成23年度児童福祉文化賞受賞

■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、山本称子（9/6出演）／服部容子（9/12出演）
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開場は開演の30分前★託児あり◆終演後ポストトークあり

※開場は開演の直前になる予定です
※14日～16日、22日～23日は休演です※19日㈰B（11：00）は貸切公演です

☎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

春の座・高円寺レパートリー、『リア』はたった3人の俳優によるシンプルな舞台。物語のエ
ッセンスを絞り出すことで、老王リアの心の内面を濃厚に力強く描きます。今年で3年目、フ
ァイナル公演となる『リア』。老王を演じる渡辺美佐子の魂揺さぶる演技は見逃せません！
■作 Ｗ・シェイクスピア（小田島雄志訳『リア王』より）
■構成 ■演出 佐藤信　■構成協力生田萬　
■出渡辺美佐子、植本潤、田中壮太郎　■場座・高円寺1　
■￥全席指定／昼公演4,000円／▼夜公演3,500円／
昼ペア割7,600円

5/22金～31日 

春の劇場05　座・高円寺レパートリー

『リア』ファイナル公演 なみちけ

アコースティック・オー
ケストラバンド パスカ
ルズと、名古屋で活動す
る劇団、少年王者舘によ
る、生演奏とダンスパフォーマンスのコラボレーション。楽器
と肉体を使って奏でられる音楽が舞台空間を震わせます。 
■構成■演天野天街  ■出パスカルズ、少年王者舘
（夕沈、中村榮美子、池田遼、井村昂 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

Photo by サカイユウゴ

Photo by 宮内勝Photo by 宮内勝
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7/30木～8/9日 チケット
発売場所

発売日
6/7㊐

発売日
7/4㊏

座
イープラス

夏の劇場12 日本劇作家協会プログラム
OFFICE  SHIKA PRODUCE
『竹林の人々』
『ジルゼの事情』、『山犬』に続くプロデュース公演第三弾。劇作
家丸尾丸一郎が初めて書いた短編小説を土台に描かれる、青
年の成長物語をお届けします。
■作■演■出丸尾丸一郎　■出鳥越裕貴、小澤亮太、橘輝、坂本けこ美、
有田杏子、美津乃あわ、オクイシュージ
■場座・高円寺1
■￥全席指定／4,900円 ほか

なみちけ

8/14金～23日 チケット
発売場所

発売日
6/19㊎座

夏の劇場13 
流山児★事務所『マクベス』
舞台をアジアの架空の戦場に設定し、古典を現代の人間ド
ラマに再構築した同劇団の代表作。アクションあり生演奏
ありのエンターテインメント溢れる舞台です！
■作 W・シェイクスピア　■■演流山児祥　■構成西沢栄治　
■音楽■演奏坂本弘道　■出若杉宏二、
伊藤弘子、伊達暁、栗原茂 ほか
■場座・高円寺1
■￥全席指定／4,000円 ほか

なみちけ

7/1水～5日 チケット
発売場所 座

夏の劇場10　
メメントC＋「太平洋食堂を上演する会」
『太平洋食堂』The pacific refreshment room

託児 なみちけ

日露戦争開戦の年にオープンした
太平洋食堂を舞台に、戦争という
時代の渦に巻き込まれる熊野の
人々の群像劇です。
■作嶽本あゆ美　■演藤井ごう
■出間宮啓行、吉村直・清原達之
（青年劇場）、明樹由佳、佐々木梅
冶（劇団民藝）、栗原英雄（㈱ク
オーレ） ほか　■場座・高円寺1
■￥全席指定／4,300円 ほか
※公演期間中、開演30分前
と終演後に劇場ロビーで、
熊野物産展を開催！！

発売中

士

秋の劇場15
あしたの劇場「劇場へいこう！」

夏の劇場11
あしたの劇場「世界をみよう！」

9/3木～10/4日 

9/3木～18金 

女の子が迷い込んだのは、ピンポ
ン玉が生きている不思議な世界。
たくさんのカラフルなピンポン玉
を使ってファンタジックに描く「立
体絵本」のようなパフォーマンス。
★おすすめ：4歳より　上演時間
／約60分　※セリフはありません　■場座・高円寺1

A 『ピン・ポン』座・高円寺レパートリー／日本
7/11土～13月 

舞台の上には大きなまるがひ
とつ。いっしょにいられるかな。
なかよく遊べるかな。ユーモア
あふれる作品は「はじめてのカ
ンゲキ」におすすめです。
★おすすめ：3歳より　上演時間／約40分　
※セリフはほとんどありません　■場座・高円寺1

C『おおきなまる』カンパニー・ラ・ベルリュ／ベルギー
7/18土～20月 ● 

ジュリアンが操るのは、フラフー
プ。たくさんの円が生き物のよう
に次々と新しい形と動きを生み
出します。息をのむような、驚き
がいっぱいのパフォーマンス！
★おすすめ：8歳より　
上演時間／約65分  ※セリフはありません  ■場座・高円寺1

D『イオピド―ひょっとして逆かも？』
7/24金～26日 

ある日、クローゼットで飛行機を見
つけた男の子は、空の旅へとでかけ
ます。オリヴァー・ジェファーズの絵
本をもとにつくられた、心温まるシ
アター・リフレクションの新作です。
★おすすめ：4歳より　上演時間／
約40分　※セリフはありません　■場阿波おどりホール

B 『家へ帰ろう』
7/17金～21火 

シアター・リフレクション／デンマーク＋
シアター・ブラナー／アイルランド

9/24木～10/4日 

チケット
発売場所

座

子育て応援券 なみちけ

座・高円寺「あしたの劇場」大特集！

座

発売日
5/23㊏

うちうち

チケット発売場所

7/11土～26日 
子育て応援券 なみちけ

祝

シルヴァン・ジュリアン
／フランス

平成24年度児童福祉文化賞推薦作品平成24年度児童福祉文化賞推薦作品

Photo by 青木司Photo by 青木司

Photo by　Grégory EdeleinPhoto by　Grégory Edelein

Photo by 久塚真央Photo by 久塚真央

Photo by 久塚真央Photo by 久塚真央
Photo by Valérie BurtonPhoto by Valérie Burton

開場は開演の
30分前

★託児あり
◆終演後

ポストトークあり
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～定評ある西本智実のチャイコフスキーとプロコフィエフ～
日本フィルミュージック・パートナーの西本智実が登場。情熱がほとばしる交響曲第
4番、語りに音無美紀子を迎えるプロコフィエフも聴き逃せません。
■出西本智実（指揮／日本フィルミュージック・パートナー）、音無美紀子（語り）*、
日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）　■■曲プロコフィエフ：組曲「キージェ中
尉」作品60（語り付き）*、チャイコフスキー：交響曲第4番 ヘ短調 作品36 
■￥全席指定／5,300円（均一料金）★杉並公会堂友の会会員割引あり
■主催杉並公会堂、（公財）日本フィルハーモニー交響楽団

第2回 15：00
開場14：307/5日 チケット発売場所

公 ぴあ249-661

日本フィル夏休みコンサート2015日本フィル夏休みコンサート2015
14：00
開場13：307/28火

■出三ツ橋敬子（指揮）、江原陽子（お話と歌）、スターダンサーズ・
バレエ団（第2部出演）ほか
■曲　　　ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》より第1楽章、ビゼー：組曲
《カルメン》より「闘牛士の行進」、ブラームス：ハンガリー舞曲第5番、ホル
スト：組曲《惑星》より「ジュピター」、　　　チャイコフスキー：バレエ《くる
み割り人形》（日本フィル夏休みコンサート版）、　　　「みんなでうたおう」
さんぽ／ようかい体操第一／アナと雪の女王より／勇気100％

日本フィル杉並公会堂シリーズ2015-16日本フィル杉並公会堂シリーズ2015-16

■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

ミュージック・ブランチ
2015-16　第2回 
音と言葉の魔法～モーリス・ラヴェル

7/17金 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

■場杉並公会堂大ホール　 ■■問杉並公会堂　

第1部

第3部

斎藤雅広

チケット発売場所
公 ぴあ256-031 託児子育て応援券 発売中

発売中

■主催日本フィル杉並公会堂シリーズ実行委員会

首席客演指揮者ピエタリ・インキネンがヴァイオリンの弾き振りも披露。
■出ピエタリ・インキネン（日本フィル首席客演指揮者、ヴァイオリン*）、
扇谷泰朋（ヴァイオリン）*、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
■■曲シベリウス：歴史的情景第2番 作品66、J.S.バッハ：
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043*、
チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 作品64

第4回 19：00
開場18：3011/13金 チケット発売場所

公 ぴあ249-663

山田和樹が聴く機会の少ない名曲に光を当てる希少プログラム。偉才ピアニスト＝
ベンヤミン・ヌスを迎えるラプソディ・イン・ブルーも必聴。
■出山田和樹（指揮）、ベンヤミン・ヌス（ピアノ）*、日本フィルハーモニー交響楽団
（管弦楽）　■曲三善晃：交響詩「連祷富士」、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブ
ルー*、グローフェ：組曲「グランド・キャニオン」　
■￥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割引あり
■主催日本フィル杉並公会堂シリーズ実行委員会
　

第3回 15：00
開場14：309/12土 チケット発売場所

公 ぴあ249-662 発売中

■場杉並公会堂大ホール　■￥大人：Ｓ席4,200円、Ａ席3,100円、Ｂ席2,000円、子ども：Ｓ/Ａエリア
2,000円、Ｂ席1,000円※子ども：4歳～高校生（4歳未満は入場できません）
★杉並公会堂友の会会員割引あり　

発売日
5/23㊏

■￥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発売／会員割引あり
■主催日本フィル杉並公会堂シリーズ実行委員会

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）。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（代表）

■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

リビング歌声サロン 5月会・6月会

5/27水 
6/22月 

チケット発売場所 公
ぴあ 5月会245-424  6月会245-425
リビングチケットファン 051182アクセス

コード

発売中
13：30
開場13：00

愉しい！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（弾き語り）　■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）

■出井上雅人（バリトン）、菊地裕介（ピアノ）
■曲ラヴェル：博物誌、夜のガスパール、ドゥルシネア姫に思
いを寄せるドン・キホーテ、ビゼー：「カルメン」より闘牛
士の歌　■場杉並公会堂小ホール　
■￥自由席1,000円（6回セットの販売は終了しました）
■主催ピティナ杉並ステーション　
■問ピティナ☎3944-1583

©Akira Muto©Akira Muto

イ・ムジチ合奏団
10/2金 19：00開場18：30

チケット発売場所
公 ぴあ253-413 発売中

ドレスデン聖十字架教会合唱団
with 森 麻季

11/30月 19：00開場18：30

チケット発売場所
公 ぴあ253-416

イタリアの名アンサンブル“イ・ムジチ合奏団”が来演。
ヴィヴァルディの《四季》をメインに、前半は中南米生ま
れの傑作選。お聴き逃しなく。
■出イ・ムジチ合奏団（弦楽）
■曲ピアソラ：ル・グラン・タンゴ（アルゼンチン）、セルバンテ
ス：5つのキューバの舞曲（キューバ）、（キスマーク、高級な
夜の女、笑い、もう泣かないで、3つの衝撃）、ヴィヴァル
ディ：ヴァイオリン協奏曲集 「四季」 ほか
※当初発表の内容が一部変更となりました  
■場杉並公会堂大ホール ■￥Ｓ席8,300円、Ａ席7,300円、Ｂ席
6,300円★杉並公会堂友の会会員割引あり
■主催■■問杉並公会堂　　

創立800年を迎えるドレスデンの至宝。青少年の清らかなア
ンサンブルと美しいソプラノを聴かせる森麻季の東京唯一の
コラボレーションをたっぷりとお楽しみください。
■出ドレスデン聖十字架教会合唱団（合唱）、森麻季（ソプラノ）
■曲モーツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス、フランク：天使
の糧（パニス・アンジェリクス）*、ヘンデル：「メサイア」より
第44番《ハレルヤ》　 ほか

託児
託児

託児

第2部

れんとう ふ じ

ベンヤミン・ヌスベンヤミン・ヌス

今回は日米プログラム。アメリカの誇る大峡
谷である「グランド・キャニオン」と、日本の
誇る最高峰「富士」を題材にした楽曲をセレ
クトしました。両曲とも最近では演奏機会が
稀なため必聴です。ジャズを取り入れた名曲
「ラプソディー・イン・ブルー」と共にお楽し
み下さい。ベンヤミン・ヌスはこの曲の魅力
を十二分に披露してくれる逸材です。　    

山田和樹 ©山口敦山田和樹 ©山口敦

発売日
6/6㊏

3大ピアノ★プロジェクト　
PIANO三重弾！PartⅦ

12/13日 15：00開場14：30

チケット発売場所
公 ぴあ253-421

スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタイン―　杉
並公会堂が誇る世界3大ピアノが一堂に会する豪華公演。今回
はシリーズ初の《クリスマスコンサート》。ラヴェルの《ボレロ》
ほか、3大ピアノの醍醐味をじっくりとお楽しみ頂きます。
■出斎藤雅広、加羽沢美濃、金子三勇士
■曲クリスマス・メドレー、ラヴェル：ボレロ ほか
■場杉並公会堂大ホール ■￥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は先行予約／会員割引あり
■主催■■問杉並公会堂　　

発売日
6/20㊏

井上雅人

菊地裕介

加羽沢美濃

金子三勇士

■場杉並公会堂大ホール　
■￥Ｓ席6,300円、Ａ席5,300円、
Ｂ席4,200円★杉並公会堂友の会
会員は先行予約／会員割引あり
■主催■■問杉並公会堂　　

ドレスデン聖十字架教会合唱団
©Mattias Krueger

ドレスデン聖十字架教会合唱団
©Mattias Krueger

森麻季　©Yuji Hori森麻季　©Yuji Hori

ピエタリ・インキネン　©三好英輔ピエタリ・インキネン　©三好英輔

扇谷泰朋（日本フィル・ソロ・コンサートマスター）   ©逢坂 聡扇谷泰朋（日本フィル・ソロ・コンサートマスター）   ©逢坂 聡
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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。
●7月号の原稿締切日…5月29日㈮　　●9月号の原稿締切日…7月15日㈬　※土・日・祝日はお休みです。窓口提出は平日にお願いします。
●メール受付：comucul-t@city.suginami.lg.jp ※メールの件名＝「コミュかる7（または9）月号掲載希望：（団体名）」

締め切りが変更になりました！
コミュかる掲載希望のご案内
■問文化・交流課 ☎3312-2111（代）

▽メールアドレス　HPホームページ

城西病院
ホスピタリティコンサート

6/26金 ・7/24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）
■主催■問城西病院（平木）☎3390－4166
★第115回　6月26日金 
～ヴァイオリンソナタの系譜～
■出平井幸子（ヴァイオリン）、金井玲子（ピアノ）
■曲モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第28番 ホ短調 
K.304、ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第9番 イ長調 
op.47「クロイツェル」、ブラームス：ヴァイオリンソナタ第
2番 イ長調 op.100

ハイドン「四季」 
10周年祝祭　杉並オラトリオ合唱団ほか

6/28日 14：00開場13：30

合唱団創立10周年記念演奏会として、ハイドンの大作オ
ラトリオ「四季」を演奏します。日本語字幕あり。
■出ホルスト・フローン（客演指揮）、須﨑由紀子（ハンナ）、ホ
アン・カルロス（ルーカス）、小松英典（シモン）、須﨑木の実
（ソプラノ）　■曲ハイドン：オラトリオ「四季」
■場杉並公会堂大ホール　
■￥指定席／5,000円、自由席／4,000円
※車椅子席あり、要問い合わせ
■問杉並オラトリオ合唱団☎5346-7066

■出 日本フィルハーモニー交響楽団ファゴット&弦楽四重奏
■曲調整中　■場杉並区役所1階ロビー　■問文化・交流課

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、素
敵なひとときをお楽しみください。

7/6月7/6月 開演12：10開演12：10

区民ギャラリーの募集について　今号での利用枠の募集はありません。次号（7月21日発行）をご覧ください。■■問 文化・交流課

7/29水 
第２８回荻窪音楽祭  フレッシュジュニア・コンサート  参加者募集

©Koshu EDNO©Koshu EDNO

【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・中学生・高校生（2015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28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】7月3日㈮必着
【選考審査会】7月29日㈬13：00　杉並公会堂スタジオＡ　
【コンサート】11月8日㈰　杉並公会堂小ホール
※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。　

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
「フレッシュジュニア・コンサート」へクラシック音楽好きの小学生・中学生・高校生の参加者を募集します。

ppppppp

★第116回　7月24日金 
～真夏の夜に聴く
ロマンティックな調べ～
■出藤波結花（ピアノ）
■曲ショパン：別れの曲、
英雄ポロネーズ、リスト：
オーベルマンの谷、ため息 ほか

6/27土 14：00開場13：30 発売中

阿佐谷ジャズストリート応援コンサート　
豊田チカwith水橋GON孝トリオ

チケット発売場所
コ

日本ジャズヴォーカル大賞に輝く豊田
チカ（阿佐谷在住）がジャズの名曲の
数々をハートフルに歌い上げます。
■出豊田チカ（vo）、水橋GON孝（b）、
関根敏行（p）、佐々木豊（ds）
■場久遠キリスト教会
（阿佐谷北2-25-8）
■￥前売り2,500円（当日3,000円）
■問☎080-4117-5075　チケット専用
受付時間10：00～17：00
■主催阿佐谷ジャズストリート実行委員会

豊田チカ豊田チカ

平井幸子平井幸子 金井玲子金井玲子

藤波結花 藤波結花 

　■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

コミュかる単語帳

【10フラメンコ】

ペイン南部アンダルシア地方に伝わる芸能フラ
メンコ。19世紀初頭、ヒターノ（女性形はヒター

ナ）と呼ばれる放浪民族が自分たちの音楽に、アラブ、
北アフリカ、そしてスペインの要素を融合して作り上げ
たと考えられています。ヒターノはインドから中近東を経
てヨーロッパに渡り、住み着くようになりました。歌（カン
テ）、ギター（トケ）、踊り（バイレ）が三位一体となっての
深い感情表現。さらにはパルマと呼ばれる手拍子や観
客の「オーレ！」といった掛け声によって、場全体が熱く
燃え上がっていく様が魅力です。

ス

6/21日 14：00開場13：30 当日販売

■出武藤英明（指揮）、渡辺玲子（ヴァイオリン独奏） ほか
■曲スメタナ：交響詩「わが祖国」より ヴィシェフラッド、ブ
ルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 op.26、ブラー
ムス：交響曲第2番 ニ長調 op.73
■場杉並公会堂大ホール
■￥＜当日券＞自由席／500円、高校生以下／無料（小学
生は保護者同伴、中高生は生徒手帳を持参してご来場く
ださい）※未就学児同伴＝親子室利用可（先着2組4名）。
■問八雲オーケストラ▽yakumoinfo@gmail.com

八雲オーケストラ 
第15回定期演奏会

チケット発売場所
公 ぴあ258-383 発売中

■問文化・交流課

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

区役所ロビー七夕コンサート区役所ロビー七夕コンサート

紬糸を自然の草木で染め、布を
織る佐々木さん。身近な鳥や
草花を題材に、絵絣の技
法で織りあげる独自の
紬織で、人間国宝に認
定されました。

「糸の旅をつづけて」
佐々木苑子　（染織家）

踊り手として、演出家とし
て、日本のフラメンコの歴
史を常にリード。高円寺
の舞踊団から創られる
作品は世界的に高く評
価されています。

自らの少年時代を描いた「高
円寺純情商店街」で直木賞
を受賞したねじめさん。阿
佐谷で民芸店を営みなが
ら、創作や詩の朗読を行っ
ています。

「生きる証と喜びを」
小松原庸子  （舞踊家）

「言葉を生きて」
ねじめ正一   （詩人・小説家）

区立各図書館、文化・交流課（区役所西
棟7階）で貸し出し中です 

視聴方法① パソコンで見る 

視聴方法② ＤＶＤで見る

Vol.1「青を探して」佐野ぬいさん（洋画家）
Vol.2「心を彫る」橋本堅太郎さん（木彫家）
もご覧ください 

区ホームページ
から右のバナー
をクリックして
ください 

杉並ゆかりの文化人・表現の軌跡
アーカイブ映像集Vol.3～5が出来上がりました

close
up

Vol.3 Vol.4 Vol.5

残したい、珠玉の言葉。～未来へ伝えるメッセージ

さん さん さん


