


公演に関する最新情報についてはそれぞれの主催者にお問い合わせください。また、ご来場の際は、マスクを着用し各施設の感染防止対策にご協力をお願いします。

劇場では現在、新型コロナウイルス感染防止対策を実施中で
す。体調（発熱、咳）に不安を感じる方、2週間以
内に感染者との接触が確認されている方はご来館
をお控えください。詳細はこちらをご覧ください。

ご来館の
皆さまに
お願い

5/16日〜23日

「加害者家族」をとりまく状況、加害者本
人だけでなくその家族や周りの人の踏ん
だり蹴ったりな姿を描くブラックコメディ
です。
作 演 楢原 拓（chari-T）
出 阿比留丈智、みずき、哲 ほか
￥ 全席自由／3,900円（プレビュー公演
は3,000円） ほか　

 

6/13日〜20日
東日本大震災の翌年に上演された、震災
から生き残った家族の1年後を描いた物

語。あの時から10年、あれから日本はど
う変わったのか。公演を通してこれから
の私たちに問いかけます。
作 演 大西弘記
出 清水直子、甲津拓平、𦚰田康弘、
北澤小枝子、槌谷絵図芽、町屋圭祐、
ミヤタユーヤ、谷芙柚、宇鉄菊三、
吉本穂果、橘麦、藤原啓児
￥ 前売・当日／4,200円、ハンバーグ割引

（◆の部）前売・当日／3,800円 ほか　
 

6/23水〜27日
ある男の子が学芸会で女の子の役を演じ

たいと言い始めて…。ゲイであることをカ
ミングアウトしている劇団フライングステー
ジが子どもたちに向けて作った演劇。学
校を舞台にLGBTQについて考えます。
作 演 関根信一
出 石坂 純、石関 準、井手麻渡、
木内コギト、岸本啓孝、木村佐都美、
小林将司、清水泰子、関根信一、中嶌 聡、
芳賀隆宏　
￥ 一般／3,500円、学生／2,500円、小
中高生／1,500円、子ども／1,000円、ペ
アチケット／6,500円　

 

座・高円寺
プログラム説明会

開催
3/31水 19:00〜

座・高円寺芸術監督 佐藤信を始め、
2021年度に座・高円寺１で上演する主
催・提携公演の作り手たちが、作品に
ついて語ります。
場 座・高円寺１
出 楢原拓（劇団チャリT企画）、
大西弘記（TOKYOハンバーグ）、
関根信一（劇団フライングステージ）、
清水寛二（銕仙会）、松村武（カムカム
ミニキーナ）、中村ノブアキ（JACROW）、
坂手洋二（燐光群）、河田園子（劇団昴）
工藤丈輝（東京戯園館）、結城一糸（糸
あやつり人形 一糸座）  ほか
申 座・高円寺ＨＰより
問 ☎︎3223-7500

2面共通・チケット取扱▶座 

公 演 情 報

劇団チャリT企画
『うちのばあちゃん、アクセル
とブレーキ踏み間違えた』

『それは秘密です。』(2020年）『それは秘密です。』(2020年）Photo by 鈴木淳Photo by 鈴木淳 『人間と、『人間と、
人間と似たものと』人間と似たものと』

(2019年） (2019年） 
Photo by ありせさくらPhoto by ありせさくら

国立台北芸術大学との共同プロジェクトとして、昨
年から始まった座・高円寺ダンスアワードⅡ。
コロナ禍の中、ダンスの力を信じて、今できること
を重ね続けてきた学生たちの中から3作品と、
過去にダンスアワードに参加して、今、プロとして
活動しているダンサーの作品、3作品を上演します。

場 座・高円寺1
アーティスティック・ディレクター 竹屋啓子（ダンス01）
アソシエイト・アーティスト 田村一行（大駱駝艦）
￥ 全席自由／1,000円

 

座・高円寺
ダンスアワードⅡ
4/4日 16：00

発売日 6/12土

チ ケ ッ ト 発 売 情 報 

「劇団扉座」扉座ロウソク芝居Ⅱ「解体青茶婆」 6/30水〜7/11日

あしたの劇場「世界をみよう！」 7/16金〜8/1日

発売日 5/9日
詳細は劇場チケットボックスかWEBサイトでご確認ください

◎プレビュー公演　
開場は開演の30分前　
★託児あり

『アイタクテとナリタクテ』(2019年） 『アイタクテとナリタクテ』(2019年） 

Ａ：「アイタクテとナリタクテ」
Ｂ：「お茶と同情」
各回の上演前に15分ほどの
短編『PINK ピンク』を上演します。　
開場は開演の30分前　★託児あり
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発売日 4/3土

劇団フライングステージ　
子どもと大人のフライングステージ

『アイタクテとナリタクテ／
お茶と同情』

発売日 5/15土

春の座・高円寺では毎年、子どもたちに向
けて「みんなのリトル高円寺」を開催してい
ます。いつもお芝居をしている劇場が遊びの
広場に変身、子どもたちの想像力で変化す
る架空の町で、みなさんのご来場をお待ちし
ています。これまで森、海、島、と色々なテー
マで開催してきたリトル高円寺。今年は「世
界はひとりのイマジンだった！？」をテーマ
に魔人の身体の中を冒険します！
新型コロナウイルスへの感
染対策として消毒隊が会場
内を巡回し、密にならないよ
う人数制限を設けながら開
催しますので、ゴールデン
ウィークはぜひ、ご家族やお
友だちと劇場に遊びに来てく
ださい！
春に開催を予定していた『高
円寺びっくり大道芸』は皆様に楽しんでもら
える時期に向けて準備を進めています。開
催日時の発表までもう少しお待ちください。

4/23金〜5/5水  11：00〜16：00
※4/23㈮はプレオープン15：00～17：00　
※4/26㈪、27㈫、28㈬、30㈮はお休みです。　
場 座・高円寺1　
￥ 無料 リトル高円寺2019　photo by 梁丞佑

4月24日㈯、25日㈰の開催を予定していましたが、延期いたします。
場 高円寺商店街内特設会場 ほかphoto by 安達智美
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A：飯塚シオン、
梅永あん
B：宇野めぐむ、
小林風生子
開場は開演の30分前　
★託児あり
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TOKYOハンバーグ
『愛、あるいは哀、それは相。』

発売日 4/20火

2019年度の様子2019年度の様子



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

公演に関する最新情報についてはそれぞれの主催者にお問い合わせください。また、ご来場の際は、マスクを着用し各施設の感染防止対策にご協力をお願いします。

6/17木 ①11：30 ②15：00③19：00
（開場は各30分前）

出 ①②三遊亭円楽、桂文珍、
林家たい平　③柳家喬

きょう

太
た

郎
ろう

、柳家三
さん

三
ざ

場 杉並公会堂　大ホール  
￥ 全席指定（各回）／①②S席4,500円、A
席3,900円、③S席3,800円、A席3,300円
★杉並公会堂友の会会員は先行販売・
会員割引あり
問 エイフル企画☎6240－1052
チケット取扱▶公 エイフル企画  
ぴあ505-163  

7/18日
①13：00 ②16：30（開場は各30分前）
出 柳家さん喬

きょう

、柳家喬
きょう

太
た

郎
ろう

、
柳家㐂

き
三
さぶ

郎
ろう

、柳家さん花
か

 ほか
場 杉並公会堂　大ホール
￥ 全席指定（各回）／4,000円
★杉並公会堂友の会会員は先行販売・
会員割引あり
問 エイフル企画
☎6240-1052
チケット取扱▶
公 エイフル企画  

5/18火10：30（開場10：10）

出 藏田雅之（テノール）、黒川浩（ピアノ）
曲 シューマン：詩人の恋、弘田龍太郎：
浜千鳥、滝廉太郎：荒城の月、越谷達之
助：初恋 ほか　場 杉並公会堂小ホール
￥ 全席指定／1,200円
問アコールヴィヴレ☎0422-26-6779
チケット取扱▶公 アコールヴィヴレ 

場 杉並公会堂　大ホール　
￥ 全席指定（各回）／一般3,000円、学
生1,500円（学生：25才以下／席数限
定／東京混声合唱団のみ取扱い）
問 東京混声
合唱団
☎3200-9755　
チケット取扱▶公 東京混声合唱団  
★Vol.1  松下耕の世界
4/16金 19:15（18:30）
出 松下耕（指揮）、鈴木慎崇（ピアノ）、
東京混声合唱団（合唱）　
曲 谷川俊太郎（作詞）、松下耕（作曲）：
混声合唱とピアノのための「やわらかい
いのち」 ほか
★Vol.2  相澤直人の世界
5/27木 19:15（18:30）
出 相澤直人（指揮）、鈴木慎崇（ピア
ノ）、東京混声合唱団（合唱）　
曲 谷川俊太郎（作詞）、相澤直人（作
曲）：歌っていいですか〈初演〉 ほか

出 小林研一郎（指揮）、實
じつ

川
かわ

風
かおる

（ピアノ）、
日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲グリーグ：ピアノ協奏曲、
スメタナ：連作交響詩《わが祖国》よりヴィシェフ
ラド、ヴルタヴァ（モルダウ）、ブラニーク
場 杉並公会堂　大ホール　
￥ 全席指定／S席5,300円、A席4,200円
★杉並公会堂友の会会員は先行販売・会員割引あり
問 杉並公会堂☎5347-4450　
チケット取扱▶公 ぴあ193-566  

小林研一郎 小林研一郎 ©山本倫子©山本倫子

ミュージック・ブランチ
2021　第1回

発売中

藏田雅之藏田雅之 黒川浩黒川浩

特撰落語会

柳家さん喬一門会
①柳家㐂三郎襲名公演　
②小んぶ改メさん花真打昇進記念

柳家三三柳家三三柳家喬太郎柳家喬太郎

林家たい平林家たい平桂文珍桂文珍三遊亭円楽三遊亭円楽

 ふるさとチョイス　杉並区 検索

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～

昨年6月にオンライン座談会を行った宮古高校吹奏楽部の皆さんと、盛岡にて対面を果たす
ことができました。今回は対話とミニコンサートというプログラムです。直接話をする機会に、
部員からは「自分の言葉でプロの音楽家と対話ができたことが驚き。直接近くで話ができた
ことが嬉しかった」「今のうちに様々なことに触れて考え方を広げて欲しいとおっしゃっていて、
今しかできない多くのことを経験したいと思った」という前向きな声が聞かれました。ミニコ
ンサートでは、今回のために楽員が編曲したスペシャルメドレーを演奏しました。
今月で震災から10年という節目を迎えました。日本フィルの被災地支援活動は300回を超え
ましたが、これからも未来に繋がるような活動を続けたいと考えています。
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。

『日本フィル杉並公会堂シリーズ』を
再開いたします。当公演もお客様・出演者・スタッ
フの安全のため、感染症予防対策を踏まえて実
施します。杉並公会堂の感染症予防へのご協力
をお願いいたします。研ぎ澄まされた響きに北欧
への憧憬を新たにするグリーグの名曲、小林研
一郎の“真骨頂”《わが祖国》（抜粋）をお楽しみく
ださい。

5/9日
14：00（開場13：00）

實川風 實川風 ©Yosuke Sato©Yosuke Sato

奏で消耗したパーツの交換や修理、調整、製作とバイオリンの全てが詰まった工房は、
いつも木とニスの香りに包まれています。

欧州の名工の柔らかな物腰に感銘を受けて、“人にも楽器にも優しく”をコンセプトに屋号を
掲げて30年。区技能功労者を受賞してもなお、楽器に手を入れる緊張感を「切り立った断崖
を歩くよう」と表現します。楽器には、奏者の愛情と歴史の重みが詰まっているからです。そ
れでも、顧客の緊張を和らげようと、接客中は笑顔を絶やしません。
肩肘張らない気さくな人柄、愛読書は数学関係というのもうなずける論理的な思
考から、多くの奏者が信頼を寄せる理由が分かった気がしました。

（杉並区松庵３-39-３　☎3334-7179）

今号から不定期に、杉並で輝く人・もの・場所などを紹介する
コーナーを始めます。ご期待ください！

杉並区広報番組すぎなみスタイル
（YouTube杉並区公式チャンネル）

▲

3/28日①11：00 ②15：00※完全入替制（約60分）
大好評12回目を迎える今回は、今だからこそお聴きいただきたい音楽との、
とっておきの出会いをお届けします。
出 永峰大輔（指揮）、江原陽子（司会）、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：バレエ≪眠りの森の美女≫よりワルツ ほか
場 杉並公会堂　大ホール　￥ 全席指定／2,500円（入場は4歳以上可、膝上鑑賞
不可）★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
問日本フィルサービスセンター☎5378-5911（平日11時～15時）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、例年とはプログラムを変更して実施します。
詳しくは日本フィルホームページをご確認ください ※このコンサートに託児サービス
はありません ※子育て応援券利用不可
チケット取扱▶公 日本フィルサービスセンター☎5378-5911（平日11時～15時） ぴあ193-845 

江原陽子江原陽子

エデュケーション・フェスティバル 
in 杉並 2021

東京混声合唱団
コンサート・シリーズ 

「合唱の輪」

発売中

●4月5日㈪・6日㈫
●5月11日㈫

日本フィルへのご寄付・サポーターのお申込はこちらをご覧ください。

いつも杉並公会堂をご利用いただきありがとうございます。大ホール・
小ホール・グランサロン・スタジオをご利用の際に杉並公会堂のHPを必
ずご参照の上、仮予約・お問い合わせのお電話をいただければ幸いです。
新型コロナウイルスの影響により抽選会日程やご利用方法などについて、
従来と異なる点が多岐にわたりございます。杉並公会堂の感
染症予防に関するお願いにご協力をお願い申し上げます。
杉並公会堂HP　https://www.suginamikoukaidou.com/

杉並公会堂のご利用に関して 2021年
4月～5月の
杉並公会堂
休館日の
お知らせ

発売日 4/17土

発売日 
3/22月

発売日 4/10土

演

柳家喬太郎柳家喬太郎柳家さん喬柳家さん喬

発売日 4/3土

発売中

永峰大輔永峰大輔

日本フィル 
春休みオーケストラ探検

コンサート

日本フィル 
春休みオーケストラ探検

コンサート



詳細は 杉並戦略的アートプロジェクト

詳細は
杉並区　区民ギャラリー

区役所中棟2階 今回の募集はありません。

4/21水・5/19水 19:00～20:30※事前予約制 
場 杉並区役所　￥ 無料　予約 問 NPO 法人TFF☎︎5397-3400 

3/22月～4/9金 8:30～17:00
土・日・祝を除く

杉並区交流自治体の北海道名寄市を走
る日本最北端の鉄道「宗谷線」。かつて
豪雪地帯で活躍し、全国で唯一名寄市
に保存展示される排雪列車「キマロキ」。
２つの鉄道の展示をぜひご覧ください。
場 区役所２階区民ギャラリー
問 文化・交流課☎︎3312-2111（代表）
協力：名寄市北国博物館　

4/17土～5/1土 8:30～17:00
4/24土と日・祝日除く
杉並区の各交流自治体で使われている、
デザインマンホール蓋の集合展示を行

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

います。各交流自治体自慢の観光スポッ
トやキャラクター、その地域に伝わる
伝説まで、さまざまなデザインがマン
ホール蓋に描かれています。デザイン
マンホール蓋を通じて、各交流自治体
の魅力を見つけてみてください。
場 杉並区役所1階ロビー・2階区民ギャ
ラリー　
問 文化・交流課☎︎3312-2111（代表）

令和3年度（年4回）
5/10月・7/5月・
9/30木・12/6月 12:10～12:50
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メン
バー
￥ 無料　
問 文化・交流課☎︎3312-2111（代表）
変更になる場合がありますので、事前に
杉並区HPなどでご確認ください。

春部門最優秀賞
「千本桜咲きそろう頃」 糸賀 一典

杉並区　文化・芸術活動への支援 検索

無  料

区役所ロビーコンサート
細田工務店は、
音楽を楽しむひとときを応援します

NPO法人TFFが杉並区と協働して展開する「すぎなみ戦略的
アートプロジェクト」では、アーティスト、ギャラリスト、アート
ファンなどが集まって交流をはかる場を定期的に開いています。
地域のアート活動やイベント企画に興味がある方など、お気軽
にご参加ください。

北海道の四季を感じる
「宗谷線フォトコンテスト
入賞作品展」 and 
SL排雪列車「キマロキ」展

無 料

交流自治体のマンホール蓋展
無 料

区では、新型コロナウイルス感染症の影響により、劇場・
ホールなどの文化・芸術を発信する場や演劇・コンサー
トなどの表現活動が失われないよう、双方を支える「すな
みアート応援事業」を昨年度に続き実施し、区民の皆さ
まが安心して文化・芸術を楽しむことのできる環境を整え
ていきます。
募集要項等は3月21日に区公式HPにアップします。各支
援の内容は昨年度と異なりますので、申請前に必ずご確認ください。

問い合わせ先　文化・交流課
A ☎︎3312-2111（内3785）　B ☎︎3312-2111（内3783・3784）

A 劇場やホール等の運営者向け（場への支援）
名称 杉並区文化・芸術発信の場継続給付金

概要
新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けている
文化・芸術発信の場を守るため、国の持続化給付金や一時支援
金を受けた施設に対し、給付金を上乗せして支給します。

対象者
杉並区内で文化施設を運営しており、中小企業庁の実施する持
続化給付金や一時支援金を受けた個人または法人　
例：劇場・ホール・ギャラリー・ライブハウス

助成額と
予定件数

1施設当たり　個人：10万円　法人：20万円
100施設程度（定数に達し次第終了予定）

申請方法 郵送

申請書類 区公式ホームページより入手してください。

受付期間 令和3年4月1日～令和3年7月30日（予定）

支払時期 申請後、２～３週間後

B 文化・芸術活動事業者向け（活動への支援）
名称 杉並区新しい芸術鑑賞様式助成金

概要

3密を防ぐ等の新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施する
質の高い文化・芸術活動事業に対して、事業に係る経費の一部
を助成します。※昨年度から内容が大幅に変更となっています
のでご注意ください。

対象者
直近２年以内（平成31年４月１日～令和３年３月31日）に杉並区内
で主体的に事業を２回以上実施した実績を有する区内在住個人
または区内団体

対象期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日

助成額と
予定件数

1事業当たり　
40万円または助成対象経費の2/3を上限とします。
50件程度（第1期・第2期それぞれ25件程度）

申請方法 メールまたは郵送

申請書類 区公式ホームページより入手してください。

受付期間 令和3年4月1日～4月28日（第１期）
※第2期は7月ごろ公表予定

支払時期 事業報告後、約１カ月後

だ日本に劇場などなかった昔、能や狂言の母体とされる
猿楽は人の集まりやすい寺社の境内で行われていまし

た。改まった客席などはなく芝生に座って見物するのが常でし
た。つまり「芝居」とは芝に居る＝見物席を意味する言葉でした。
芝生そのものを指したり、芝生に座ることを意味する芝居という
言葉は以前からあったようですが、見物する場所の意味で定着
したのは、室町時代のころだと考えられます。貴人が座る桟敷
を特等席とするなら、芝居は庶民の席でした。これが江戸時
代になるころには演劇もまた芝居と呼ばれるようになり、歌舞伎
芝居、人形芝居という言葉も生まれました。
世界に目を移すと、古代ギリシアにはすでに巨大な野外劇場
がありました。舞台が一段高くなっていた日本のスタイルに対し、
こちらはすり鉢型で観客が演劇を見下ろす形。演目もさること
ながら、芝生に座って楽しむイメージとはかなり違いますね。

ま
【⓲芝居しばい】
コミュかる単語

帳

令和３年度版「すぎなみアート応援事業」を実施します！

文化・芸術発信の場継続給付金
新しい芸術鑑賞様式助成金

女々しき力プロジェクト 序章『さるすべり～コロナノコロ』

作 渡辺えり　 共同演出／出演 渡辺えり、木野花
演奏 会田桃子（バイオリン）、川本悠自（ベース）

2020年8月
収録

★オフィス3○○のYouTubeチャンネル
　https://www.youtube.com/watch?v=Nb6NiSY1ODM

　昨年8月、座・高円寺で渡
辺えり×木野花による二人芝居

『さるすべり～コロナノコロ』が上演されました。同世代の女性演劇人として活
動してきた2人は、これが初共演。コロナ禍でも劇場でできることをとの熱い思
いから実現した舞台は、女性劇作家が結集する「女々しき力プロジェクト」序章
として、新たな企画のスタートとなりました。
　作品は全編、オフィス3○○のYouTubeチャンネルで公開されています。まだ
演劇に触れたことのない方も、ぜひこの機会にご覧になりませんか。


