チケットのお求め方法

発売初日は 10:00 から電話とインターネットで受付し、
窓口販売は翌日からとなります。

電話予約 三鷹市芸術文化センター

September 2018

Tel: 0422-47-5122

（受付時間 10:00–19:00 ）

公益財団法人
三鷹市スポーツと文化財団

窓口販売 販売場所：芸術文化センター / 三鷹市公会堂（さんさん館）/ 美術ギャラリー
受付時間 10:00–19:00

情報誌［マークルプラス］

休館日 月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）

、
＊美術ギャラリー臨時休館日 10/16（火）〜20（土）
11/6（火）、27（火）
＊美術ギャラリーは展覧会開催中のため、9/19（水）
、26（水）
、10/10（水）は開館いたしますが、
チケット販売・施設利用申込の窓口業務は休止させていただきます。

MARCL 143
音楽・演劇・美術・文芸・スポーツ・生涯学習

インターネット予約（要事前登録） https://mitaka-art.jp/ticket
ご予約後、
チケット代金の郵便振込ができます
口座番号〈ゆうちょ銀行〉00190-5-569156

Pick up

ジャン＝ギアン・ケラス（チェロ）& フレンズ P9
加入者名 三鷹市芸術文化センター

ジョルディ・サヴァール & エスペリオン XXI P9

＊備え付けの「払込取扱票」をご利用の上、通信欄に
〈予約番号〉
をご記入ください。＊振込手数料はお客様のご負担になります。
＊普通郵便の場合 82 円、簡易書留ご希望の場合 392 円を加算してお振り込みください。＊お振り込み後、
10日程度でチケットをお届けします。

年会費 2,000 円
会員特典：チケットの優先予約・割引（ 1 公演 2 枚まで）、ポイントの還元（ご利用額の 5% ）、情報誌の送付、
チケットの無料送付（口座会員のみ）、スポーツ教室無料体験チケットの送付（年 1回）、レストランの割引

Music

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア P12
朴 葵姫（ギター）P13

MARCL〈マークル〉会員募集中 !!

など

Theater

CINEMA SPECIAL 世界の名優 P1

財団主催のチケットまたは半券で、三鷹駅周辺等のパートナーショップの特典が受けられます!

春風亭昇太 / 春風亭小朝 P4

http://mitaka-sportsandculture.or.jp/zaidan/info/partnershop.html

春風亭一之輔 / 柳家さん喬 P5
林家たい平 / 寄席井心亭 P6

講座申込システム https://www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/

劇団 iaku P7

スポーツ教室や市民大学、生涯学習講座などをインターネットからお申し込みできます。

Literature

公演事業では、特に表示のない場合、未就学児のご入場をお断りしています。
このマークがついている公演には託児サービスがあります。 料金：500 円 定員：10人
対象：1 歳〜未就学児 お申し込み：各公演の 2 週間前までに芸術文化センターへ（先着順）

企画展示 太宰治の戯曲
「冬の花火」と「春の枯葉」P14

太宰治作品朗読会 P14
企画展 三鷹と有三

̶ステンドグラスの洋館から̶ P15

山本有三記念館 スケッチコンテスト P15

三鷹駅からの
バスのご案内

秋の朗読会 / おはなし会 P16
アフタヌーン・ミニコンサート P16

三鷹市芸術文化センター【三鷹駅から1.2km 】
JR 三鷹駅南口2 番乗り場から3 つ目

みたか井心亭 茶道体験教室 P17

「八幡前・芸術文化センター」下車すぐ。
または 6・7番乗り場から「八幡前」下車 1分
または JR 三鷹駅南口から徒歩約 15 分

Sports

三鷹市公会堂【三鷹駅から 2.3km 】
JR 三鷹駅南口7 番乗り場〈鷹 54 〉または
3 番乗り場〈鷹 66 〉から「三鷹市役所前」下車すぐ。
【三鷹駅から 2.6km 】

12 22

JR 三鷹駅南口 7 番乗り場〈鷹 54 〉
または 3 番乗り場〈鷹 66 〉から「三鷹市役所前」
または「三鷹農協前」下車徒歩約 5 分

月

＊JR 三鷹駅南口 6 番乗り場から、
みたかシティバス（北野ルート）もご利用いただけます。

発行

公益財団法人 三鷹市スポーツと文化財団

クリスマスファミリーコンサート 2018

『小学生からのクラシック』

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ

〒181-0012 三鷹市上連雀 6-12-14 三鷹市芸術文化センター内 http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

ワンコインスポーツ教室 P18

2018.9.11
designed by Kentaro Kato, Fumiki Tomioka

日（土）15:00 開演

三鷹市芸術文化センター 風のホール
Music P11

Lifelong Learning

子育てを楽しむ P19
早わかり論語 P19

FC 東京の魅力を知ろう!

P19

「三鷹」に残る玉川上水・分水路の
「歴史の面影」
とその魅力 P20
人に好かれる話し方 P20
みたかのアウトラインを歩く P20

10 月13 日（土）
チケット発売日

会員 9月20日（木）
一般 9月21日（金）

グレタ・ガルボ Greta Garbo

1905 年 9月18日、スウェーデン生まれ。演劇学校で学び、その後、渡米。1926 年サイレント

映画『イバニエスの激流』でハリウッドデビュー。サイレント映画の黄金期を代表する女優で
あるとともに、
トーキーの時代になってからも、その人気はいささかも衰えることはなかった。
1990 年 4 月15日永眠。享年 84 歳。

『アンナ・クリスティ』Anna Christie（ 1930年 / アメリカ/89 分 /DVD ）
提供 ／ アイ・ヴィー・シー

監督：クラレンス・ブラウン
出演：グレタ・ガルボ、チャールズ・ビックフォード、ジョージ・F・マリオン、マリー・ドレスラー

ふと思い出される、あの眼差し、あの囁き、そして、あの後ろ姿。

幼い頃に母親を亡くし親戚に預けられたアンナは、辛い環境の中で体を壊し、父親のもとに戻る。
港に揺れる小さな石炭船に一人で住む父親にとって、娘の帰郷は何よりの喜びであったが、
ある晩、嵐のため難破した船から救出した男に、アンナは……。サイレント映画の代名詞である
ガルボが初めて挑んだトーキー映画であり、公開時には「 Garbo talks!（ガルボが話す ! ）
」と、
大々的に宣伝された。

『グランド・ホテル』Grand Hotel（ 1932年 / アメリカ/112 分 /DVD ）

マレーネ・ディートリッヒ ケイリー・グラント キャサリン・ヘプバーン
ローレンス・オリヴィエ グレタ・ガルボ ゲイリー・クーパー

世界中を魅了し続けたあの名優に、今、スクリーンで、逢える。

アンナ・クリスティ

提供：アイ・ヴィー・シー

9月 22日（土）
夜の部 チケット発売中
＊昼の部完売

【お客様へ】上映に際しましては、試写を行うなど最善を尽くしておりますが、
製作年数が古いため、映像・音声が悪い場合がございます。
ご了承のうえ、ご覧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

11月17日（土）

ローレンス・オリヴィエ Laurence Olivier

チケット発売日

1907 年 5 月22日、イギリス生まれ。舞台俳優として実績を積み、ブロードウェイ出演などを経て、
1930 年『 The Temporary Widow 』で映画デビュー。1948 年『ハムレット』でアカデミー

1848 年に書かれた、エミリー・ブロンテの不朽の名作『嵐が丘』の映画化。寒風吹きすさぶ荒野に
建つ “嵐が丘”と呼ばれる館の当主は、孤児ヒースクリフ
（ローレンス・オリヴィエ）を引き取り、我が子
同然に育て始める。当主の跡取り息子ヒンドリーはヒースクリフに辛く当たるが、娘のキャシーは彼に
好意を持ち、やがてお互いに想いを寄せ合う仲に。
しかし運命の歯車は、少しずつ狂い始め……。

監督：アレクサンダー・コルダ
出演：ローレンス・オリヴィエ、ヴィヴィアン・リー、アラン・モーブレイ、
サラ・オールグッド、グラディス・クーパー

11:00–12:44
13:15–15:15

16:00–17:44
18:15–20:15

2

1901年 5 月7日、アメリカ生まれ。数本の西部劇映画にエキストラとして出演した後、1926 年
『夢想の楽園』にて本 格 的 映 画デビュー。1930 年『モロッコ』で、その名声を確立し、
1942 年には『ヨーク軍曹』で、1953 年には『真昼の決闘』で、アカデミー主演男優賞を 2 度
受賞した。1961 年 5 月13日永眠。享年 60 歳。

監督：フランク・キャプラ
出演：ゲイリー・クーパー、バーバラ・スタンウィック、エドワード・アーノルド、
ウォルター・ブレナン、ジーン・ロックハート
「君の書く記事にはパンチが無い」と上司に言われ、新聞社をクビになった女性記者。憤慨した
彼女は最後の仕事として、ジョン・ドーという架空の人物をでっち上げ「この嫌悪すべき世界に抗議
するため、
クリスマス・イヴの夜に自殺する」
という“パンチの効いた” 嘘のコラムを書き上げ、会社を
去る。
ところが、そのコラムが大反響を呼び、全米を巻き込む一大現象にまで発展してしまい……。

監督：ジョセフ・フォン・スタンバーグ
出演：ゲイリー・クーパー、マレーネ・ディートリッヒ、アドルフ・マンジュー、
ウルリッヒ・ハウプト
外国人部隊に属するトム・ブラウン（ゲイリー・クーパー）は、駐在していたモロッコの酒場で、
歌手のエイミー・ジョリー（マレーネ・ディートリッヒ）に惹かれ、やがて二人は恋に落ちる。
しかし
それまでにも、様々な女性と浮名を流してきたブラウンは、上官に睨まれ、戦場の最前線に
送られることに……。クーパーとディートリッヒが魅せる、息を呑むほどのラストシーンに心奪われる、
珠玉の名作。
群衆
モロッコ

122 分
91分

11:00–13:02
13:40–15:11

『世界の名優』アンコール上映会 決定 !

12 月15 日（土）イングリッド・バーグマン『誰が為に鐘は鳴る』

夜の部

120 分

16:00–17:29
18:05–19:57

ゲイリー・クーパー Gary Cooper

昼の部

104 分

夜の部

嵐が丘
美女ありき

昼の部

提供 ／ アイ・ヴィー・シー

アメリカ独立戦争やナポレオン戦争で活躍したイギリス海軍の英雄・ネルソン提督と、ナポリの
英国大使ハミルトンの夫人エマによって、実際に繰り広げられた “ 許されざる愛 ” の行方を、
壮大なスケールで描いた一大絵巻。美しく情熱的なエマを溌剌と演じたヴィヴィアン・リーと、
圧倒的な存在感で魅せたオリヴィエの二人は、この映画の前年、本作さながらの愛の軌跡の
果てに結婚し、当時大きな話題となった。

13:05–14:57

『モロッコ』Morocco（ 1930年 / アメリカ/91分 /DVD ）
提供 ／ アイ・ヴィー・シー

『美女ありき』That Hamilton Woman（ 1941年 /イギリス/120 分 /DVD ）

提供 ／ アイ・ヴィー・シー

提供 ／ アイ・ヴィー・シー

監督：ウィリアム・ワイラー
出演：ローレンス・オリヴィエ、マール・オベロン、デヴィッド・ニーヴン、
ドナルド・クリスプ

11:00–12:29

『群衆』Meet John Doe（ 1941年 / アメリカ/122 分 /DVD ）

主演男優賞を受賞するなど映画でも名声を博すとともに、舞台においてもシェイクスピア
俳優として一世を風靡した。1989 年 7 月11日永眠。享年 82 歳。

『嵐が丘』Wuthering Heights（ 1939年 / アメリカ/104 分 /DVD ）

会員 10月 11日（木）
一般 10月12日（金）

89 分
112 分

16:00–18:02
18:40–20:11

詳細は次のページへ！

芸術文化センタ ー星のホ ール

1

グランド・ホテル

映画

各回 会員 900 円 / 一般 1,000 円 / 学生 800 円

協力：株式会社ムービーマネジメントカンパニー

夜の部

全席指定

舞台は、ベルリンの最高級ホテル「グランド・ホテル」。今宵、客として訪れたのは、人気に陰り
の出てきたバレリーナ（グレタ・ガルボ）、倒産寸前の会社社長、病気で余命いくばくも無い男、
男爵を名乗りつつもどこか怪しげな紳士、さらには……。華やかなホテルの片隅で、それぞれの
虚実が絡み合う複雑な人間模様を、手際の良い演出で描きあげ、アカデミー賞最優秀作品賞を
受賞した傑作である。
昼の部

各回 2 本立て / 昼夜入替制 /1本目と2 本目の間に、約 30 分間の休憩あり
全公演 昼の部 11:00 / 夜の部 16:00 上映開始 ＊未就学児は入場できません。

監督：エドマンド・グールディング
出演：グレタ・ガルボ、ジョーン・クロフォード、ジョン・バリモア、
ウォーレス・ビアリー、ライオネル・バリモア

提供 ／ アイ・ヴィー・シー

永遠に消えることなく記憶に刻まれ続ける、忘れえぬ、憧れ。

アンコール
上映会

『誰が為に鐘は鳴る』

上映作品は、イングリッド・バーグマン主演の名作『誰が為に鐘は鳴る』です。

12月16 日（日）14:00 開演
チケット発売日
全席指定

4 枚 まで

予約 1 回

会員 10月7日
（日）/ 一般 10月12日
（金）
＊未就学児は入場できません。

会員 3,150 円 / 一般 3,500 円
学生 2,000 円 / 高校生以下 1,000 円

落語

映画

5月から上映を開始し、多くのお客様に洋画の名作をお楽しみいただいてまいりました
「世界の名優」連続上映会。ご好評にお応えして、アンコール上映会を開催いたします !

「笑点」の司会はもちろんのこと、
ドラマに舞台にと、
次々と活躍の場を広げていらっしゃる昇太師匠ですが、
その魅力の本丸は、やはり落語会での高座の上でこそ !
爆笑の渦の昇太落語を、たっぷりと、お楽しみください。

演目﹃
火
焔太
鼓
﹄ほか

イングリッド・バーグマン

れ！
爆笑の渦で、年忘
あるのみ！
昇太の道は、昇太

『誰が為に鐘は鳴る』
For Whom the Bell Tolls （ 1943 年 / アメリカ /170 分 / カラー/DVD ）
芸術文化センタ ー星のホ ール

昼の部 13:00–15:50/ 夜の部 17:00–19:50
会員 11月15日
（木）/ 一般 11月16日
（金）
1本立て / 昼夜入替制 全席指定
各回 会員 450 円 / 一般 500 円 / 学生 400 円
チケット発売日

初め！
新しい年の、笑い
風亭小朝
福を呼びます、春

新春初笑い寄席

＊未就学児は入場できません。
協力：株式会社ムービーマネジメントカンパニー

イングリッド・バーグマン Ingrid Bergman
1915 年 8 月29日、スウェーデン生まれ。17 歳の時、ストックホルムの
王立ドラマ劇場の役者オーディションに合格。同劇場付属の演劇学校へ
入学し、数本の舞台や映画に出演した後、ハリウッドに進出。1942 年
『カサブランカ』、
1943 年『誰が為に鐘は鳴る』で名声を確立し、1944 年
『ガス燈』、1956 年『追想』でアカデミー主演女優賞を受賞したほか、

©2003UniversalStudios. ALLRIGHTSRESERVED

1974 年『オリエント急行殺人事件』で助演女優賞も受賞している。
1982 年 8月29日永眠。享年 67歳。

三鷹の落語の初笑いは、やっぱりこの人 ! 春風亭小朝師匠の登場です。
澱みの無い滑らかな語り口で、たっぷり笑わせ、時にしっとり泣かせます。
小朝の落語で心晴れやかに、
新しい年の福という福を、呼びこんでください !

1 19 日（土）14:00 開演

2019 年 月
チケット発売日
全席指定

会員 10月14日
（日）/ 一般 10月17日
（水）
＊未就学児は入場できません。

会員 3,150 円 / 一般 3,500 円 / 学生 2,000 円 / 高校生以下 1,000 円

『誰が為に鐘は鳴る』For Whom the Bell Tolls
監督：サム・ウッド 原作：アーネスト・ヘミングウェイ『誰がために鐘は鳴る』For Whom the Bell Tolls
出演：イングリッド・バーグマン、ゲイリー・クーパー、エイキム・タミロフ、カティーナ・パクシヌー、ジョゼフ・カレイア
スペイン内戦を舞台に、生きることの意義や、人と人が結びついて
いくことの重さや儚さを描いた、文豪アーネスト・ヘミングウェイの
長編小説『誰がために鐘は鳴る』の映画化。イングリッド・バーグ
マンはこの映画に出演することを熱望し、直接ヘミングウェイに

会って「髪を短く切ることも厭わない」と告げたという。かくいう
ヘミングウェイもバーグマンの出演を望み、後に「この小説の
マリアそのものであるイングリッド・バーグマンへ」と書かれた
原作本を贈ったという。

予約 1 回あたりの購入枚数制限について
このマークの公演は発売初日に限り、1回の電話（またはインターネット）での購入可
能枚数に制限がございます。制限枚数以上をご希望の場合は、再度電話をいただく
（インターネットでは初期画面から操作を行う）必要がございますのでご了承ください。

4

公会堂 光のホ ール

12月15 日（土）

3

写真：キッチンミノル

語り鮮やか
江戸へいざなう、
亭一之輔
華の落語は、春風

星のホールの新春初笑いは、待ってました ! この笑顔 !
2019 年も、林家たい平さんに飾っていただきます !

11月 22日（木）19:00 開演 /11月 23 日（金・祝）14:00 開演

明るく、人情味に溢れた、たい平さんの落語で大笑いして、
新しい年をご陽気に、笑顔満開でスタートしてください !

チケット発売日

会員 9月24日
（月・休）/ 一般 9月28日
（金）

全席指定

＊未就学児は入場できません。

＊22日と23日は、
別の演目です。

1 27日（日）14:00 開演

2019 年 月

会員 2,700 円 / 一般 3,000 円 / 学生 2,000 円 / 高校生以下 1,000 円

チケット発売日

落語

合計 2 枚 まで

会員 9月30日
（日）/ 一般 10 月3日
（水）

全席指定

出演 春風亭一之輔、
【22日のみ】柳家小菊（粋曲）
、
【23日のみ】ホームラン
（漫才）ほか

お1人様

芸術文化センタ ー星のホ ール

春風亭一之輔師匠の独演会を、再び星のホールで開催いたします。
口跡鮮やかに澱みなく、軸のぶれない力強い語りで、まさに今、
押しも押されもせぬ人気と実力の、一之輔落語をご堪能ください。

落語

気に！
年の始めは、ご陽
顔満開！
たい平落語で、笑
新春初笑い寄席

＊未就学児は入場できません。

会員 2,700 円 / 一般 3,000 円 / 学生 2,000 円 / 高校生以下 1,000 円

同一のお客様が「 22日」
「 23日」合わせて 2 枚まで のご購入は可能ですが、
3 枚以上は購入できませんのでご了承ください。

予約 1 回

4 枚 まで

＊発売初日に限り購入枚数制限があります。詳しくは、P4をご覧ください。

撮影：山田雅子

口上あり

座布団100 枚のお座敷で聴く、
生声での落語が魅力の寄席井心亭。
ご贔屓の方も、初めてという方も、ぜひ足をお運びくださいませ。
ひい
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き

落語

数えて二百八十三夜・睦月

じゃく

柳家さん喬師匠の七番弟子 “ 柳家さん若” さんが、この 9月に
こ へい た
となりました。
“ 柳家小平太” にて、晴れて真打に昇進されること
こうじょう
その昇進を記念いたしまして、お披露目の “口上”も含めた
『柳家さん喬一門会』を、開催いたします。
柳家さん喬師匠はもちろん、総領弟子の柳家喬太郎さんも
出演されての華やかな一門会で、今年一年を、
笑顔で締めくくっていただければと思います。

12月 22 日（土）昼の部 14:00/ 夜の部 18:00 開演
チケット発売日
全席指定

会員 9月29日
（土）/ 一般 10 月3日
（ 水）

みたか 井心 亭

芸術文化センタ ー星のホ ール
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さん若改め
柳家小平太真打昇進披露

1 23 日（水）19:00 開演

2019 年 月
チケット発売日
予約 1 回

4 枚 まで

＊発売初日に限り購入枚数制限があります。詳しくは、P4をご覧ください。

撮影：山田雅子

会場

会員 11月6日（火）/ 一般 11月7日（水）

みたか井心亭 三鷹市下連雀 2-10-48

全席座布団自由

＊JR 三鷹駅南口より徒歩 15 分

各回 会員 1,800 円 / 一般 2,000 円 / 学生 1,000 円

＊未就学児は入場できません。

＊寄席井心亭では電話とインターネット（パソコン・携帯）での
発売枚数の割合を 50% ずつとさせていただきます。
（会員発売日は各 45 枚ずつとなります）

＊未就学児は入場できません。

各回 会員 2,700 円 / 一般 3,000 円
＊昼の部と夜の部は、
学生 2,000 円 / 高校生以下 1,000 円 別の演目です。
お1人様 各回 2 枚 まで

同一のお客様が「昼の部」
「夜の部」各回 2 枚まで のご購入は可能ですが、
各回 3 枚以上は購入できませんのでご了承ください。

利益の発生するチケットの
転売を禁止いたします

インターネットオークションや金券ショップ等における、利益の発生する
チケットの転売は、いかなる理由においても固くお断りいたします。

予告

次号『MARCL+ 144』

（ 11月9日発行）

にて発売予定の
主な落語公演

● 柳家喬太郎みたか勉強会
● 柳家花緑独演会
● 柳家権太楼独演会
● 瀧川鯉昇独演会
● 柳家小三治落語会
● 立川志らく独演会

2月 2 日（土） 14:00/18:00
3月 9 日（土） 14:00/18:00
3月 10 日（日） 14:00
3月 17 日（日） 14:00
3月 21 日（木・祝）14:00
3月 23 日（土） 14:00

三鷹市芸術文化センター

星のホール

三鷹市芸術文化センター

星のホール

三鷹市芸術文化センター

星のホール

三鷹市芸術文化センター

星のホール

三鷹市公会堂

光のホール

三鷹市芸術文化センター

星のホール
ほか

鋭いまでの人間観察眼をもとに、骨太で濃密な会話劇を作り続ける iaku の新作

今回の公演に寄せて、作・演出の横山拓也さんからのメッセージ

iaku『逢いにいくの、雨だけど』

（ 2014 年）
と
iakuとして、三鷹市芸術文化センターでは「流れんな」
（ 2016 年）を上演させてもらいました。いずれも再演でした。
「エダニク」

iaku は『強度のある作品をつくって再演を繰り返す』という活動方針が
ありますが、今回は新作で挑ませていただきます。そして過去 2 作品に
おいては、他の方にお願いしてきた演出も、今回は私自身で行います。
辿り着くところが何処なのかはわかりませんが、今、作品的に新たな
境地に向かっているような気がしています。iaku のニュースタンダードに
なる作品を目指します。

『粛々と運針』
2017 年 6 月 / 新宿眼科画廊
撮影：堀川高志

演劇

『目頭を押さえた』
2018 年 1月 / サンモールスタジオ
撮影：堀川高志

子ども同士が幼なじみで、家族ぐるみの付き合いのある、仲の良い二組の
家族。あるとき、不可抗力で、一方の子どもが、もう一方の子どもに大きな
ケガを負わせてしまい、人生に影響するような障碍を残す。この出来事
以降、二組の家族は複雑な関係となり、疎遠となってしまい…。

2018 年冬、iaku の最新作は「許す」を考察する。

作・演出

出演 尾方宣久（ MONO ）、橋爪未萠里（劇団赤鬼）、

近藤フク（ペンギンプルペイルパイルズ）、納葉、松本 亮、
異儀田夏葉（ KAKUTA ）、川村紗也、
猪俣三四郎（ナイロン100 ℃）

11月 29 日（木）〜12 月 9 日（日）全13 公演
会員 10 月5日
（金）/ 一般 10 月6日
（土）

★…早期観劇割引

全席自由

…平日昼公演割引 【託】…託児あり
（12/1 のみ）

（日時指定・整理番号付）
＊12/1（土）のみ
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HP｜http://www.iaku.jp
Twitter｜@iaku_info

横山拓也

チケット発売日

大阪発、全国各地を飛び回る劇作家・
横山拓也の個人ユニットiaku 。
アンタッチャブルな設定と、小気味良い
関 西 弁口語 、強 度のあるセリフを持ち
味にして、議論、口論、口喧嘩を覗き見
できる会話劇を発表。繰り返しの上演が
望まれる作品づくり、
また、大人の鑑賞に
耐え得るエンターテインメントとしての
作品づくりを意識して活動中。

芸術文化センタ ー星のホ ール
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【劇団プロフィール】

恋愛、友人、家族の関係の中に
発生した嘘やごまかしなどの
罪の意識の重なりが歪める人間関係。
そこに、突如起きた大きな事故が、
彼らの間に妙なバランスを
もたらしてしまった。
事故の加害者と被害者という立場のはずが、
いつしか、簡単な構図では
語ることのできない状況に陥っていく。
条件や時間では解決できない、
複雑に絡まり合った
心の問題が深く横たわり始めるのだった。

＊未就学児は入場できません。

【会員】前売 2,500 円・当日3,000 円 【一般】前売 3,000 円・当日3,500 円
【 U-25（ 25 歳以下）】前売 2,000 円・当日2,500 円（当日身分証明証提示） ★早期観劇割引・ 平日昼公演割引は、すべて500 円引き
【高校生以下】前売・当日とも1,000 円（当日学生証提示）
＊
「 U-25 」および「高校生以下」は、いずれも公演当日の年齢

『ハイツブリが飛ぶのを』
2017 年 10 月 / こまばアゴラ劇場
撮影：堀川高志

k
Pic

up

スペイン日本外交関係樹立 150 周年

©Thomas Dorn

ジョルディ・サヴァール & エスペリオン XXI

9月 23 日（日）14:00 開演
チケット発売中

全席指定

スペイン黄金世紀の舞曲 ̶フォリアとカナリオ〜旧世界と新世界〜

11月 24 日（土）15:00 開演

U-23（ 23 歳以下 /S 席・A 席共通）3,000 円

チケット発売中

＊未就学児は入場できません。

R.ダリー：カルシラマ［全員］
デュティユー：ストローフェ［ケラス独奏］
日曜日の朝（トラキアの伝統音楽）
［全員］ ほか

＊未就学児は入場できません。

photo by Marco Borggreve

た音楽のリズム、ハーモニーが自然と染み込んでいる
のです。少年時代に南仏プロヴァンスで出会ったシェミ
ラーニ兄弟とサッカーに興じた思い出、彼らの音楽との
出会い、目を閉じると聞こえてくるアフリカ・アルジェリ
アの音。数年前に拝見したこのコンサートでは、ケラス
がリラックスして演奏を楽しむ姿が実に印象的でした。

★ここに注目! ―ギリシャとイランの民族楽器
イランの伝統的な打楽器ザルブ、ダフの高名な奏者
を父に持つシェミラーニ兄弟は、さまざまなアーティスト
との共演でも知られています。シノプロスはギリシャの
伝統音楽からクラシック、
ビザンチン音楽まで幅広く活
躍するリラ（ギリシャの伝統的な弓奏楽器）の名手です。
モンゴルの馬頭琴、日本や中国の胡弓、タンバリンやア

イルランドのバウロン、ブラジルのパンデイロ等フレーム
ドラムの仲間、インドのタブラ、
トルコのダブラッカ、西
アフリカのジャンベ等がお好きな方にもおススメの公演
です。名手ケラスのチェロとシノプロスが奏でるエキゾ
チックな調べ、シェミラーニ兄弟の超絶技巧から繰り出
される、乾いた熱いグルーヴのセッションにぜひご注目
ください。

ジョルディ・サヴァール &
エスペリオン XXI
次にご注目いただきたいのは、スペインと日本の友
好関係樹立 150 周年記念事業にも選ばれたジョル
ディ・サヴァール & エスペリオン XXI の公演です。サ
ヴァールはスペイン・カタルーニャ出身のヴィオール
（ヴィオラ・ダ・ガンバ）奏者・指揮者で、時代考証に
基づいて当時の楽譜と楽器（復元楽器も含む）で演奏
する「古楽」のムーブメントを牽引してきた一人。風の
ホールには昨年に続いての登場です。

★スペインの黄金世紀にタイムスリップ !
今回のプログラムは、15 世紀から17 世紀にかけて
スペインの音楽、美術、文学が隆盛を極めた黄金世
紀の音楽で構成されています。イベリア半島、カナリア
諸島に出自を持つフォリアとカナリオという舞曲、スペイ
ン、フランドル、イタリア、ペルー、メキシコの音楽が二

曲目 ルイス・デ・ナルバエス：皇帝の歌

ディエゴ・オルティス：ラ・スパーニャ
ダビド・マヨラル
アントニオ・バレンテ / 即興：
パーカッション
ガリャルダ―ハラベ・ロコ（ハローチョ） ほか

人の王―カルロス 1 世（神聖ローマ帝国皇帝カール
5 世）と息子、フェリペ 2 世の時代に割り振られていま
す。イベリア半島が南北をアフリカとヨーロッパ、東西を
地中海と大西洋に囲まれており、文化の交差点となっ
てきたこと、現代にも続く旧大陸と新大陸の関係性に
も自然と意識が向かうような内容になっているところが、
いかにもサヴァール ! です。

★音楽による対話を通じて、分断された過去、
国々、異文化に橋を架けるサヴァール
筆者は今年 6 月、バルセロナ郊外のサバデルとい
う街で、ジョルディ・サヴァールと息子のフェラン・サ
ヴァール、パーカッショニストのダビド・マヨラルの公演
「対話―地中海の生きた伝統 東方世界から西洋へ、
旧世界から新世界へ」に伺いました。この公演では、
スペイン、カタルーニャ、中東及び東欧の伝承曲、ケル
ト音楽、スペイン由来の舞曲と新大陸で生まれた舞曲
に即興が加わったプログラムが披露されました。
彼の公演プログラムやインタビューには、
「対話」
とい
う言葉が頻繁に登場します。サヴァールは西洋の中世、
ルネサンス、バロック音楽にとどまらず、スペインの音
楽、イベリア半島のユダヤ音楽、イスラム音楽、新大陸
の音楽を違和感なく自然に繋げる公演をよく行ってい
ますが、彼は数々の公演を通じて「ヨーロッパの人たち
にとって中東、中南米は決して遠い存在ではない」
「音
楽は常にさまざまな国・民族の音楽が絶えず交じり合
い、溶け合ったものである」
と意識するきっかけを与え
てくれているように思います。

ハビエル・プエルタス

ヴィオローネ

★聴き手に新鮮な驚きをもたらす、即興演奏
今回の演奏予定曲目を眺めると、
「即興」
という言葉
に思わず目が留まることでしょう。どれだけ多くの文献
資料や楽譜にあたって情報を集められたとしても、そ
の時代の人々が実際に行っていた即興演奏をそのま
ま再現することはできません。では、どのように即興す
るのか。彼らは綿密な時代考証に基づき、その時代の
演奏慣習、演奏様式などを踏まえたうえで、想像力を
働かせながら即興演奏を繰り広げます。今生まれたば
かりの音楽であるかのように。

★日本との意外な繋がりが ?!
―この曲にも注目 !「皇帝の歌」
前半に演奏される「皇帝の歌」は、ジョスカン・デ・
プレ作曲の「千々の悲しみ」の編曲版。16 世紀のヨー
ロッパで流行したヒット曲で、カルロス1 世も好んだと
伝えられています。実は、天正遣欧少年使節の 4 人が
1591 年に豊臣秀吉に謁見した際にこの曲を演奏し
たのではないか、
と中世・ルネサンス音楽の研究で知
られる皆川達夫氏が推考しています。彼らはフェリペ 2
世にも2 度謁見しました。イベリア半島との交易が盛ん
になり、南蛮文化が花開いた 16 世紀の日本に思いを
馳せて聴くのもまた一興かもしれません。

ホールの扉を開けた向こう側には、驚きに満ちた
世界が待っています ! ぜひご来場ください。
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芸術文化センタ ー風のホ ール

カナダ出身の人気チェリスト、ケラスが三鷹に 3 度目
の登場を果たす今回の公演は、
トラキア（トルコ、ギリ
シャ、ブルガリア各国一部にまたがる地域）の音楽を
コンセプトにしています。この企画は彼自身のルーツを
辿るものだと言われており、ケラスには各地で体験し

音楽監督・トレブル・ヴィオール
& バス・ヴィオール

音楽

ケラスのルーツを辿る、
チェロとギリシャ・イランの伝統楽器との
魅惑のセッション

テオルボ

ジョルディ・サヴァール

チェロ

「新しい音楽地図」が広がる二つのコンサートをご紹介します。

9

ハビエル・
ディアス＝ラトーレ

ジャン＝ギアン・ケラス

9月と11月に風のホールで行われる、

ジャン＝ギアン・ケラス &
フレンズ

スペイン・バロック・ハープ

U-23（ 23 歳以下 /S 席・A 席共通）3,500 円

トラキア・プロジェクト ̶クラシックとギリシャ・ペルシャ伝統音楽の架け橋
曲目

アンドルー・
ローレンス＝キング

会員 S 席 5,400 円・A 席 4,500 円
一般 S 席 6,000 円・A 席 5,000 円

ジャン＝ギアン・ケラス & フレンズ
ビヤン・シェミラーニ（ザルブ/ダフ）
ソクラティス・シノプロス（リラ）

全席指定

ピックアップ

会員 S 席 4,500 円・A 席 3,600 円
一般 S 席 5,000 円・A 席 4,000 円

出演 ケイヴァン・シェミラーニ（ザルブ/ダフ）

後援：スペイン大使館

特別なクリスマス
風のホールが贈る

風のホールがヨーロッパのオペラハウスに !?
世界で大活躍 !! 日本が誇る若手歌手二人を迎えて贈る声の響宴

ト 20 18
ファミリーコンサー

クリスマス

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア
第 78 回定期演奏会
2019 年 3 月 9 日（土）15:00 開演

シック
小 学 生からのクラ
くるみ割り人形
12月 22 日（土）15:00 開演

＊14:30 から、みたかジュニア・オーケストラによる
プレ・コンサートがあります。

【約 2 時間・休憩あり】

＊14:40 から、みたかジュニア・オーケストラ有志によるウェルカムコンサートがあります。

チケット発売日

会員 10 月3日
（水）/ 一般 10 月4日
（木）

全席指定

＊未就学児は入場できません。

会員 1,600 円 / 一般 1,800 円 / 中高生 900 円 / 小学生 500 円
後援：三鷹市・三鷹市教育委員会
協力：東三鷹学園三鷹市立第一小学校

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア 管弦楽
チケット発売日
全席指定

oto

丸山泰雄（チェロ）、中川賢一（ピアノ）

“風の五重奏団 ” 丸田悠太（フルート）、池田祐子（オーボエ）、

西尾郁子（クラリネット）、藤田 旬（ファゴット）、小川正毅（ホルン）

曲目

ちが『くるみ割り人形』の音楽をテーマに、約 200 点

クライスラー：中国の太鼓 アンダーソン：そりすべり ドビュッシー：
『ベルガマスク組曲』より
チャイコフスキー（梅本由紀 編曲）
：バレエ組曲『くるみ割り人形』より
「行進曲」
「中国の踊り」
「トレパック」
「あし笛の踊り」
「花のワルツ」 ほか

関連プログラム

練習日

コンサートの第 2 部で、ステージ上で鵜木絵里さんと一緒に歌う合唱団を大募集♪

12 月16 日（日）14:00–16:00

会場

芸術文化センター地下 2 階 第 1 音楽練習室

【対象・定員】小学生 30 人 【参加費】500 円 ＊当日精算。別途、本公演のチケット
（ 500 円）
をご購入ください。
鵜木絵里
【曲目】
「もみの木」
「ジングルベル」 ＊申込方法等詳細は、財団 HP をご覧ください。
©Yoshinobu Fukawa

『くるみ割り人形』原画展

中村恵理 ソプラノ

藤木大地 カウンターテナー

©Chris Gloag

©hiromasa

ザ

もの絵画作品を制作しました。更に今年は、
「 T he
ムービング
ピクチャーズ
年生 111人の子ども
M oving P ictures 」と題して
6
ビスケット
たちがプログラミングソフトViscuit で、今年没後 100
年を迎えたフランスの作曲家ドビュッシーの『ベルガマ
スク組曲』をモチーフに、アニメーション制作にも挑戦。
公演当日は、これら全ての作品を舞台上の壁一面に
投影します。子どもたちが聴いた音楽のイメージをその
まま色や形に表現した映像作品は、ホール内が宇宙
空間になったり、舞い散る花に包まれたりと、皆さまの
音楽体験をより深く豊かにしてくれることでしょう。
一年の終わりに、風のホールで素敵な時間を過ごし
ませんか。音楽のクリスマスプレゼントをお贈りします。

曲目 ヴェルディ：オペラ
『椿姫』より「乾杯の歌」 プッチーニ：オペラ『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」

歌のワークショップ

W.A. モーツァルト：ディヴェルティメントヘ長調 K.138
オペラ・アリア ほか（曲目後日発表）
W.A. モーツァルト：交響曲第 41番ハ長調 K.551「ジュピター」

投影された約 200 点の絵画作品をロビーに展示。原画ならではのタッチをお楽しみください。

ミタカ・フィル第 78 回定期演奏会は、世界が注目す
る若手日本人歌手―中村恵理（ソプラノ）、藤木大
地（カウンターテナー）二人を迎えての華やかな響宴を
お贈りします。
前半は、モーツァルトが 16 歳の時に作曲した明る
く軽快な「ディヴェルティメントK.138 」で序曲風に始
まります。続いて、風のホール初登場、世界が注目す
る若手日本人歌手の二人―ソプラノの中村恵理、カウ
ンターテナーの藤木大地を迎えてのオペラ・アリアや
デュエットなど、華やかな歌の魅力溢れるひとときをお
楽しみいただきます。
中村恵理は、2008 年英国コヴェントガーデン王立
歌劇場にデビュー。翌年、同劇場の「カプレーティ家と
モンテッキ家」にアンナ・ネトレプコの代役として出演
し、一躍脚光を浴びました。ソリストとしてバイエルン
国立歌劇場専属歌手を 6 年務め、現在は国内外にて
リサイタル、オペラ出演と活躍を繰り広げています。一
方の藤木大地は 2017 年、オペラの殿堂・ウィーン国
立歌劇場に日本人カウンターテナーとして初めてソリス
ト契約し、鮮烈にデビュー。今年（ 2018 年）10 月に公開
される村上春樹原作の映画『ハナレイ・ベイ』の主題

歌を担当、同月にメジャー・デビュー・アルバムのリリー
ス『愛の喜びは』が決定しています。バロックから現代
音楽まで幅広いレパートリーで活躍する、紛れもなく日
本で最も注目される国際的な音楽家の一人です。
後半のモーツァルト
「交響曲第 41 番」は、
「ジュピ
ター」
という名前でも知られるモーツァルト最後の交響
曲。ギリシャ神話に登場する全能の神ゼウスの英語読
み「ジュピター」の名にふさわしい、壮麗で威厳に満ち
た音楽は、まさにモーツァルトの天上的な響き、崇高
な芸術性を堪能するにぴったりの 1 曲。沼尻の鮮やか
なタクトから導かれるミタカ・フィルの色彩豊かなサウン
ドと精緻なアンサンブル、ぜひともお聴き逃しなく!!

リハーサル見学会

本公演の前日に行われるリハーサルの一部を
ご覧いただく見学会を開催します。

2019 年 3 月 8 日（金）14:00–15:00

好評
企画

【定員】60 名 【要予約】Tel: 0422-47-5122
【受付開始】会員 10 月3日（水）/ 一般 10 月4日（木）
【参加方法】本公演のチケット持参の方は無料。
見学会のみご希望の場合は、
当日500 円をいただきます。
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芸術文化センタ ー風のホ ール

芸術文化センタ ー風のホ ール

11

の小学校を訪問した、ソプラノの鵜木絵里さんが新た
に加わり、本格的なオペラのアリアや、歌のワークショッ
プに参加した子どもたちと歌の贈り物をお届けします。
メインの曲には、クリスマスシーズンにふさわしい、チャ
イコフスキー作曲の『くるみ割り人形』を映像アートと
のコラボレーションで上演します。公演に先立ち、ピア
ニストの中川賢一さんが東三鷹学園三鷹市立第一小
学校でワークショップを行い、5 年生 93 人の子どもた

＊未就学児は入場できません。

会員 S 席 6,300 円・A 席 5,400 円 / 一般 S 席 7,000 円・A 席 6,000 円
U-23（ 23 歳以下）4,000 円
●三鷹市内在住・在学の小学生から高校生2,500 円 *
*会員・一般券ご購入者と同伴の場合のみ適用（電話予約のみ）

出演 鵜木絵里（ソプラノ・司会）、神谷未穂（ヴァイオリン）

毎年 1月に、ニューイヤー・ファミリーコンサートとして
開催してきた「小学生からのクラシック」を、今回はクリ
スマスの季節に開催します。この日のために、色々なお
楽しみをご用意しました。
出演者に、今年度初めて小学校訪問演奏で三鷹

沼尻竜典

指揮・音楽監督

音楽

音楽

u Kim
前回の公演 ©Minor

会員 10 月3日
（水）/ 一般 10 月4日
（木）

©YUSUKE TAKAMURA

太宰治文学サロン企画展示

天使のトレモロ、珠玉のレガート
美しい瞬間を歌うギター
と

太宰治の戯曲
「冬の花火」
と
「春の枯葉」
9月 20 日（木）〜 2019 年 2月11日（月・祝） 観覧無料

き

朴 葵姫

ギター・リサイタル
曲目

ソル：グラン・ソロ op.14
グラナドス：詩的ワルツ集
ディアンス：天使のワルツ
ディアンス：ヴァルス・アン・スカイ
ディアンス：リブラ・ソナチネより
第 3 楽章「フォーコ」
タレガ：アルハンブラの思い出 ほか

ほどしかなく、特に「冬の花火」についてはこの時期
の書簡で〈「冬の花火」なる三幕の戯曲ただいま書

に作品を発表し、疎開中に「冬の花火」、
「春の枯

（昭和 21 年小山清宛）、
き上げ、すこし興奮してゐるところ〉

（昭和 21年）
という戯曲 2 作が発表されています。生
葉」

さらには〈「冬の花火」
といふ三幕の悲劇を書きまし

涯で 150 作を超える作品の中に戯曲は数えられる

た、いまの所謂「指導者」たちへの抗議のつもり
（中略）
いまの劇界は実に貧弱〉
（昭和 21 年河盛好蔵宛）などと、
弟子や多くの関係者に、
〈大悲劇〉であり
〈問題作〉
を劇界、文学界に投じるのだと、その意気込みを
語っています。

2019 年

3月 23 日（土）15:00 開演

全席指定

の胸中に迫ることによって、
「斜陽」
「人間失格」など
＊未就学児は入場できません。

『冬の花火』
昭和 22 年 中央公論社

会員 10月4日（木）/ 一般 10月11日（木）

アルハンブラ国際ギターコンクール第 1 位と聴衆

ディアンスの作品からは、最新アルバム『ハルモ

賞を合わせて受賞するという栄冠に輝いた翌年、

ニア』にも収録された 3 曲を披露します。ギターの

2013 年 3 月に初めて風のホールに登場した若手

様々な奏法―ギターのボディを叩いたり、チョッパー

人気ギタリスト、朴 葵 姫の 6 年ぶりのリサイタルが

奏法など―が駆使された、攻めの姿勢が感じられる

実現することになりました。

アグレッシブな作品、思わずスイングしてしまうよう

パク キュ

ヒ

今回のプログラムには、彼女が愛してやまない国、

太宰治作品朗読会

各回 18:00 開演（18:50 終演予定） 【定員】各回 25人

第102 回
出演

朗読作品 「冬の花火」
（抜粋）

な作品からは、ジャズ、ロック、クラシック、シャンソン

スペインの作曲家ソル、グラナドス、タレガと、チュニ

をはじめとするあらゆる音楽が聞こえてきます。聴い

ジア出身でフランスを拠点に活躍し、内外のギタリス

ているうちにゾクゾクしてくることでしょう。

トに多大な影響を与え、ジャンル横断の優れた作品

朴葵姫は、まるでギターそのものが歌っているか

を残した稀代のコンポーザー・ギタリスト、ディアンス

のように、滑らかに表情豊かに音楽を綴ります。
「音

の名曲がずらりと並びました。

と音の間が途切れないように滑らかな連なりとして

10 月19日（金）

女鹿伸樹（俳優）

だのかを探ります。
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参加費無料

第103 回
出演

11月16 日（金）

鈴木千秋（「幸風」代表、朗読家）

朗読作品 「未定」
＊決定次第、財団 HP 等でお知らせします。

開催中の企画展示、太宰治の
戯曲「冬の花火」
と
「春の枯葉」に
合わせて、俳優の女鹿伸樹さんに

定期的に朗読公演を行い、若
手の育成にも力を注ぎながら活躍
の幅を広げている鈴木千秋さん

「冬の花火」を朗読していただき
ます。語りの名手・太宰治の戯曲
を、存分にお楽しみください。

は、太宰治をはじめ、樋口一葉、
夏目漱石など近代文学作品を朗
読しています。鈴木さんの力強い
朗読をご堪能ください。
往復はがき申込

高名なギタリストで作曲家のタレガの「アルハン

聞こえるようになるまで繰り返し、繰り返し練習す

応募締切

第 102 回 10 月 7日（日）必着 / 第 103 回 11月 6日（火）必着

ブラ宮殿の思い出」では、彼女の滑らかなシルキー

るんです。」三鷹での初めてのリサイタル前に行わ

応募方法

往復はがきに、 ご希望の回、 参加者氏名（ 2 名様まで）、 代表者の住所・電話番号、
返信用はがきに宛先をご記入の上、当サロン「第〇〇回朗読会係」宛にお送りください。

タッチのトレモロを、今回初めて取り上げるというグ

れたリハーサルで、彼女はこのように語っていました。

（ギター編曲版）では躍動感
ラナドスの「詩的ワルツ集」

今最も人気のある若手ギタリスト、朴葵姫。彼女が

に満ちたリズムを、ソルの代表曲の一つである「グラ

心を尽くして追求し、磨きに磨きぬいた美しい音色、
研ぎ澄まされた表現、あたたかな音楽をぜひとも風

る表現、抒情性をじっくりと味わっていただきます。

のホールでお楽しみください。

会場

ン・ソロ」では彼女の繊細な音色作りと色彩感溢れ

＊ご応募は各回につき、お 1人様 1通のみ ＊応募者多数の場合は抽選

●太宰治文学サロン

〒181-0013 三鷹市下連雀 3-16-14 グランジャルダン三鷹 1 階 Tel: 0422-26-9150 入館無料
開館時間：10:00–17:30 休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）

太宰治文学サロン

芸術文化センタ ー風のホ ール

会員 S 席 3,600 円・A 席 2,700 円 / 一般 S 席 4,000 円・A 席 3,000 円
U-23（23 歳以下）& O-70（70 歳以上）2,500 円
＊U-23および O-70 は、いずれもS 席・A 席共通です。
（ご入場の際に、身分証明書のご提示をお願いいたします）

が生まれる後期の三鷹時代にどのように実を結ん

文芸

音楽

本展では、終戦後、再び三鷹に戻る直前の太宰

チケット発売日
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戦中、三鷹の自宅を後にした太宰治は、文学界
が壊滅的な打撃を受ける情勢においても精力的

企画展

三鷹と有三

̶ステンドグラスの洋館から̶

2019 年

3 月 3 日（日）まで開催中

休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）

＊9/18・19 、25・26 、
10/9・10、
12/25・26、1/15・16 、2/12・13 は休館
三鷹時代の有三一家写真

第14 回 秋の朗読会

11月3日の「文化の日」は、昭和 23（1948 ）年、参議院の文化委員長を務めていた

山本有三が、新憲法発布の記念すべき日を残そうと尽力し、制定された祝日です。
また、昭和 40（1965 ）年に有三が第 25 回文化勲章を受章した日であり、平成 8（1996 ）
年、三鷹市山本有三記念館が開館した日でもあります。

提供：文学座

「文化の日」制定からちょうど70 年目を迎える今年、有三が暮らした趣ある洋館で、

出演

有三作品の朗読に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

11月 3 日（土・祝）18:00–19:30

会場

瀬戸口 郁

三鷹市山本有三記念館 1階展示室 A

（文学座）

【定員】35 人 【参加費】当記念館の入館料（ 300 円）が必要です。
往復はがき申込

応募締切

10 月11日（木）必着

応募方法

往復はがきに、 参加者氏名（ 2 名様まで）、 代表者の住所・電話番号、 何を見て応募したか、
返信用はがきに宛先をご記入の上、当記念館「朗読会係」までお送りください。

＊お 1人様 1 応募限り ＊応募多数の場合は抽選

＊プログラム等詳細は、決まり次第ホームページ等でご案内いたします。

文芸

おはなし会

木漏れ日あふれる記念館で、楽しいひと時を過ごしませんか。

返還財産引渡調書（昭和 28 年）

三鷹ゆかりの作家である山本有三［1887–1974 ］が、
玉川上水のほとりに佇む三鷹の洋館（現三鷹市山
本有三記念館）に住んでいたのは、昭和 11（1936 ）年

10月13 日（土）14:00–14:30

ぱく

迫してゆく中、本を満足に手に取ることのできない

会場

子どもたちのために邸宅の一部で蔵書を開放する

【参加費】無料 【対象】未就学児から小学 1 年生程度

「ミタカ少国民文庫」の活動を行いました。

から昭和 21（1946 ）年。家庭人そして作家として、最も
充実していた時期でした。

＊未就学のお子様は、保護者同伴でお越しください。 ＊同伴の保護者様は、入館料（ 300 円）が必要です。

本展では、洋館の来歴や建物の魅力に焦点を当

話し手 おはなしあずきの会（三鷹市立図書館を中心に活動されているボランティアの皆様）

てながら、有三一家の暮らしを追い、有三にとって

しょうしゃ

有三はこの瀟 洒 な洋館で、代表作と評される
ひっ

内容 「りすとどんぐり」
「おおかみと七ひきのこやぎ」
＊都合により変更になる場合がございます。

の三鷹時代の重要性に迫ります。

「路傍の石」や「米百俵」を書き、また、時勢が逼

【参加方法】当日、会場へお越しください。

第5回
三鷹市山本有三記念館
スケッチコンテスト
作品募集
募集作品
作品募集期間

アフタヌーン・ミニコンサート

大正末期の洋館の雰囲気を味わいながら、音楽に耳を傾けてみませんか。

10月 20 日（土）15:00–15:30
会場

三鷹市山本有三記念館 1階展示室 A

【参加費】無料 ＊入館料（ 300 円）が必要です。
【参加方法】当日、会場へお越しください。

出演 奥みずき（みたかジュニア・オーケストラ卒団生）、

藤田有理亜、山西由莉

曲目 ベートーヴェン：オーボエ三重奏

ハ長調 op.87より第 1楽章 ほか

三鷹市山本有三記念館または有三記念公園を描いたもの

2018 年 10 月2日（火）〜 12 月9日（日）＊最終日必着

http://mitaka-sportsandculture.or.jp/yuzo/event/20181002/
協力：株式会社まちづくり三鷹、特定非営利活動法人みたか都市観光協会

会場

＊応募規定などその他詳細は、
ホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

第 4 回山本有三記念館賞
山田哲己「山本有三と家」

三鷹市山本有三記念館 1階展示室 B

●三鷹市山本有三記念館 〒181-0013 三鷹市下連雀 2-12-27 Tel: 0422-42-6233
開館時間：9:30–17:00 休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）
入館料：300 円（ 20 名以上の団体 200 円）

＊中学生以下、障害者手帳持参の方とその介助者、校外学習の高校生以下と引率教諭は無料
（1,000 円）
」を販売しています。
＊
「東京・ミュージアムぐるっとパス 2018」利用者は無料 ＊受付にて「年間パスポート
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山本有三記念館
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『日本少国民文庫』第 1巻〜第 16 巻

SUBARU 総合スポーツセンター

ワンコインスポーツ教室のご案内

時間を決めて通うのが難しい方には「ワンコインスポーツ教室」がオススメです。
心と身体を元気にするメニューをたくさん用意してお待ちしています。
参加方法

各レッスン開始時間の 1時間前より整理券を配布いたします。整理券を受け取られた方は
参加費（ 500 円）のチケットをご購入いただき、整理券と共に担当インストラクターにお渡しください。
＊整理券は定員数に達した場合とレッスン開始後には配布中止となります。
＊毎月第 4 月曜日は休館日のため、レッスンは開催されません。

BOOST core【整理券配布場所：地下 1階トレーニング室】

教室内容

New!! 10 月 9 日〜12 月18 日 【火曜日】19:20–19:50
10 月10 日〜12 月19日 【水曜日】19:00–19:30

様々なバリエーションで体幹部をトレーニングするプログラムです。体幹部を強化する
ことで、安全かつ効果的に運動を楽しむことができます。

バランスボールを使って現在のボディバランスを確認し、機能改善を目的とする
クラスです。身体のバランスが気になる方、体幹部（コア）のバランスを整えたい方に
おすすめです。

みたか井心亭 茶道体験教室

●ダイエットサーキット【整理券配布場所：地下 1階トレーニング室】
10 月10 日〜12 月19日 【水曜日】12:40–13:10

（全 5 回）
11月から 2019 年 3月まで毎月1回開催します。
＊各回で完結するため、連続する内容ではありません。

第 1回

音楽にあわせて有酸素運動と筋トレを交互に行うので、短時間での脂肪燃焼が
期待できるクラスです。シェイプアップしたい方や長時間のレッスンに抵抗がある方に
おすすめです。

11月18 日（日）14:00–16:00

【定員】15人（未経験者を対象）
【対象】小学 3 年生以上

● エンジョイアクア【整理券配布場所：プール】
10 月15 日〜12 月17日 【月曜日】10:00–10:30

＊当施設では、託児所、介助者等の準備はしておりません。

【参加費】500 円

水中で簡単な動作を音楽に合わせながら楽しく行う全身シェイプアップクラスです。
陸上では意識しづらい 3 次元的な動きを短時間で効率的に楽しく行います。初めての
方から上級者まで、ご自分の体調に合わせて楽しむことができるクラスです。脂肪を燃
焼させたい方、泳ぐのが苦手な方、足腰への負担が気になる方におすすめです。

＊募集内容、その他詳細等は、
決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
協力：三鷹市芸術文化協会 / 三鷹市茶道連盟

当施設は、昭和 58（1983 ）年 8 月井上良則氏ご夫

昭和 63（1988 ）年 8 月6日の開館から30 年が経過

妻より土地の寄贈を受けて、三鷹市が純和風数寄

した節目を迎えた今年度（平成 30 年度）、みたか井心

屋づくりの文化施設として建設したものです。

亭では、より多くの方に施設を紹介し、施設利用の

「みたか井心亭」
という施設名には、寄贈者の心
を大切にするとともに、汲めども尽きない井戸のよう
に、この施設で文化活動の広がりを期する意が込め
られています。
また庭内には、かつて近くに住んでいた作家・太

クロールのバタ足・手回し・呼吸練習を行います。呼吸をスムーズに行うための
基礎練習から行い、徐々に呼吸練習に入っていきます。呼吸の仕方がよく分からない
方、楽に呼吸ができない方など、呼吸での不安がある方におすすめのクラスです。

充実に向けた取り組みとして、
『茶道体験教室』を
開くこととなりました。
未経験者が対象ですので、どなたにもお気軽に

＊その他のプログラムは、ホームページをご覧ください。

ご参加いただけます。本格的な和風家屋で茶道に
触れてみてはいかがでしょうか ?

みたか井心亭 〒 181-0013 三鷹市下連雀 2-10-48 ＊JR 三鷹駅南口より徒歩 15 分 Tel: 0422-46-3922

＊2018 年 10 月31日（水）まで、空調改修工事のため休館しております。休館中は、三鷹市山本有三記念館に電話が転送されます。

申込・問合せ

宰治ゆかりの「さるすべり」の木が移植されています。
会場

●クロール呼吸練習 【整理券配布場所：プール】
10 月11日〜12 月 20 日 【木曜日】12:15–12:45

● SUBARU 総合スポーツセンター ［HP］https://www.mitakagenki-plaza.jp/sports/
〒181-0004 三鷹市新川 6-37-1 元気創造プラザ内 Tel: 0422-45-1113
開館時間：9:00–22:00 休館日：毎月第 4 月曜日（第 4 月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日）

● 講座申込システム https://www.kouza.mitakagenki-plaza.jp
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総合スポ ーツセンター
SUBARU

みたか井心 亭

17

スポ ーツ

文芸

● バランスボール 【整理券配布場所：地下 1階トレーニング室】
10 月 8 日〜12 月17日 【月曜日】12:30–13:00

三鷹市生涯学習センター
みたか学

受講料
無料

“子育てを楽しむ” 最新心理学の知恵と工夫
〜親が変われば、子も変わる〜

子育てでついイライラし、時には怒り、またクヨクヨし、ヘトヘトになる方も̶。こんな時、最新の
心理療法やカウンセリング理論を学んで、新たな視点、方法から育児を見直してみませんか ?

10 月 2 日（火）〜11月 27日（火）【全 9 回コース】
各回 10:00–12:00

会場

「三鷹」に残る玉川上水・分水路の
「歴史の面影」
とその魅力【全 2 回】

10 月 15 日（月）10:00–11:30
第 2 回 10 月 29 日（月）10:00–12:00
第1回

9月15日（土）必着

申込方法

生涯学習センターへ直接お越しいただくか、
山田博夫
電話または講座申込システム
共栄大学、産業能率短期大学元教授

生涯学習センター ホール

申込方法

講座申込システムまたは往復はがき

＊往復はがきの場合、第 1回のみか、両方を申し込むか明記

往復はがき申込

10 30

自分の声・話し方は好きですか ? 話し方・傾聴力・コミュニケーション術を磨く
ことで、自信が持て、好印象を与えることができます。すぐに実践できるノウハウから、
スピーチ・プレゼンにも活用できる実践的な準備や練習法等もご紹介します。

講師

岡田人篤

各回 13:30–15:00

文学博士

第1回

申込方法

12 4

講座申込システムまたは往復はがき

講座申込システムまたは往復はがき

往復はがき申込

みたかのアウトラインを歩く【全 2 回】

10 月 20日（土）13:30–15:00
第 2 回 10 月 21 日（日）10:00–11:30

会場
会場

生涯学習センター ホール
現地

講師

相原悦夫

郷土史研究家

【定員】第 1 回 40人＊申込多数の場合は抽選、三鷹市民優先 / 第 2 回 20人＊第 1 回申込者優先
【対象】16 歳以上の方 【受講料】各回 500 円
申込締切

申込・問合せ

往復はがき申込

河田京子 フリーアナウンサー

9月28日（金）必着

申込方法

講座申込システムまたは往復はがき

＊往復はがきの場合、第 1回のみか、両方を申し込むか明記

往復はがき申込

返信用表面に住所・氏名。往信用裏面に、講座名・氏名（フリガナ）
・郵便番号・
住所・電話番号、年齢、この講座を何で知ったかを記載 ＊詳細は HP をご覧ください。

久保田 淳 東京フットボール株式会社地域コミュニティ統括部長
講座申込システムまたは往復はがき

申込方法

第1回

生涯学習センター ホール

申込方法

9月24日（月）必着

みたか学

【定員】100人 ＊申込多数の場合は抽選、三鷹市民優先
【対象】16 歳以上の方 【受講料】500 円

9月28日（金）必着

講師

市境はどうしてこんなにギザギザしているのか ? どうしてこの位置に決まったのか ? その歴史を学び、
市境を歩いてそのアウトラインをつかみます。今回は大沢地区に焦点を当てます。

が近隣地域にあるということの価値について学びます。
FC 東京が行っているあまり知られていない事業や活
動などの話の他、サッカー観戦を楽しむ方法などもご紹介
します。皆さまのご参加をお待ちしています。

申込締切

生涯学習センター ホール

10 月17日（水）、第 2 回 10 月 24 日（水）、第 3 回 10 月 31日（水）

申込締切

往復はがき申込

FC 東京の歴史や事業などを知り、プロサッカーチーム

会場

会場

【定員】30人＊申込多数の場合は抽選 【対象】16 歳以上の方 【受講料】3,000 円（教材費込み）

〜プロサッカーチームが地域に果たす役割とは〜

講師

9月26日（水）必着

【受講料】
各回 500 円

人に好かれる話し方 【全 3 回コース】

FC 東京の
魅力を知ろう!

10月14 日（日）10:00–11:30

現地

FC 東京 20 周年記念写真展の様子

●三鷹市生涯学習センター

〒181-0004 三鷹市新川 6-37-1 元気創造プラザ 4 階 Tel: 0422-49-2521
開館時間：9:00–22:00 休館日：毎月第 4 月曜日（第 4 月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日）

● 講座申込システム https://www.kouza.mitakagenki-plaza.jp
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生涯学習センター

9月18日（火）必着

会場

【対象】
16 歳以上の方

現役アナウンサーが教える!

第1回
月 日（火）
、第 2 回
月
日（火）
、第 3 回
月 日（火）
【定員】40人＊申込多数の場合は抽選、三鷹市民優先 【対象】16 歳以上の方 【受講料】3,000 円（教材費込み）
申込締切

生涯学習センター ホール

生涯学習

『論語』は東洋人のバイブルとして親しまれてきました。この講座では
孔子の思想と孔子の言行録である『論語』の中の有名な言葉を取り
上げながら、人生訓として学びます。

10 2

会場

講師

早わかり論語 【全 3 回コース】

19

申込締切

申込締切

会場

多摩美術大学名誉教授、
水縁空間デザイン研究所、
学び舎江戸東京ユネスコクラブ会長

【定員】第 1 回 40人＊申込多数の場合は抽選、三鷹市民優先 / 第 2 回 20人＊第 1 回申込者優先

生涯学習センター 学習室

【定員】25人 ＊申込多数の場合は抽選 【対象】16 歳以上の三鷹市民（在勤・在学含む）
【保育あり】定員 20 人（1歳〜未就学児）＊保育説明会への参加必須（お子さん同伴のこと）

各回 13:30–15:00

講師

渡部一二

＊チケット購入枚数に、制限のある公演があります。
＊U-23、U-25利用の中学生以上の方、O-70 利用の方は、公演当日に身分証明書をご持参ください。
＊学生券をお求めの方は、公演当日に学生証をご持参ください。

Event Schedule
三鷹市芸術文化センター

風のホール

昼の部 11:00 / 夜の部 16:00 上映開始

ジャン＝ギアン・ケラス & フレンズ

P1

▲

P4

春風亭小朝 独演会

P4

2019 年 1月19 日（土）14:00 開演
会員 10 月14日（日）/ 一般 10 月17日（水）

立川志らく 独演会［完売］
9 月 29 日（土）昼の部 14:00 / 夜の部 18:00 開演

11月18 日（日）14:00–16:00

須川展也 サクソフォン・リサイタル

柳家権太楼 独演会［完売］
9 月 30 日（日）14:00開演

クリスマスファミリーコンサート2018

三遊亭兼好 独演会［完売］
10 月 6 日（土）14:00開演

▲

星のホール

会員 9月29日（土）/ 一般 10 月3日（水）

▲

P5

＊入館は 19:30まで

ぱぷりか『きっぽ』

三鷹市芸術文化センター
ワークショップ

音楽のとびら

P16

申込締切

9月26日（水）
P16

▲

10月24日（水）9:30–10:30
● [親子グループ] 10 月 24 日
（水）10:45–11:45
● [大人グループ]

おはなし会

アフタヌーン・ミニコンサート
10 月 20 日（土）15:00 開演

「三鷹」に残る玉川上水・分水路の
「歴史の面影」とその魅力
10 月15日（月）10:00–11:30・29日（月）10:00–12:00
人に好かれる話し方

「三鷹と有三 ─ステンドグラスの洋館から─」
2019 年 3 月3 日（日）まで開催中 9:30–17:00

10 月13 日（土）14:00 開演

9月28日（金）

9月26日（水）

10 月17 日（水）・24 日（水）・31日（水）
P20

各回 13:30–15:00

P20

10 月20日（土）13:30–15:00・21日（日）10:00–11:30

▲

10/20のみ

P15

▲

かわいいコンビニ店員飯田さん『手の平』

P20

▲

▲

P6

▲

9 月 7 日（金）〜 17 日（月・祝）全12 公演

P19

企画展

会員 9月30日（日）/ 一般 10 月3日（水）

9月18日（火）

FC 東京の魅力を知ろう！
10 月14 日（日）10:00–11:30

三鷹市山本有三記念館

林家たい平 独演会
2019 年 1月 27日（日）14:00 開演

MITAKA “Next” Selection 19th

早わかり論語

▲

12 月22日（土）昼の部 14:00 / 夜の部 18:00 開演

9月15日（土）

10 月2日（火）・30日（火）・12 月4日（火）各回 13:30–15:00

▲

会員 10 月4日（木）/ 一般 10 月11日（木）

10 月 8 日（月）〜 12 月 20 日（木）

10 月 2 日（火）〜 11月 27 日（火）10:00–12:00

三鷹市美術ギャラリー

柳家さん喬 一門会

11月6日（火）

子育てを楽しむ（全 9 回コース）

P19

三鷹市美術ギャラリー開館 25 周年
横山操展 〜アトリエより〜
10 月14 日（日）まで開催中 10:00–20:00

申込締切

三鷹市生涯学習センター

▲

会員 10 月5日（金）/ 一般 10 月6日（土）

P18

会員 11月6日（火）/ 一般 11月7日（水）

P6

11月16 日（金）18:00 開演

ワンコインスポーツ教室

▲

会員 9月24日（月・休）/ 一般 9 月28日（金）

10月7日（日）

SUBARU 総合スポーツセンター

P19

寄席井心亭 立川志らく
2019 年 1月 23 日（水）19:00 開演

▲

P7

P13

10 月19 日（金）〜 28日（日）全12 公演

寄席井心亭 柳家喬太郎［完売］
12 月19 日（水）19:00 開演

▲

▲

朴 葵姫 ギター・リサイタル
2019 年 3 月23 日（土）15:00 開演

三鷹市芸術文化センター

寄席井心亭 林家たい平［完売］

iaku『逢いにいくの、雨だけど』
11月 29 日（木）〜 12 月 9 日（日）全13 公演 12/1のみ

会員 10 月3日（水）/ 一般 10 月4日（木）

P14

12 月12 日（水）19:00 開演

▲

P5

申込締切

▲

▲

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア
第 78 回定期演奏会
2019 年 3 月9 日（土）15:00 開演

鈴木千秋

寄席井心亭 柳家花緑［完売］

合計
春風亭一之輔 独演会
11月22日（木）19:00開演 / 23日（金・祝）14:00開演

2019 年 2 月23 日（土）15:00 開演

P14

11月 21日（水）19:00 開演

10 月14 日（日）14:00開演

ワーヘリ

女鹿伸樹

10 月19 日（金）18:00 開演

太宰治作品朗読会 第 103 回

P17

柳亭市馬 独演会［完売］

会員 10 月3日（水）/ 一般 10 月4日（木）

太宰治の戯曲「冬の花火」と「春の枯葉」
10:00–17:30

▲

『小学生からのクラシック』
12 月22 日（土）15:00 開演

太宰治文学サロン企画展示

9 月 20 日（木）〜 2019 年 2 月11 日（月・祝）

茶道体験教室

▲

▲

12 月9 日（日）14:00 開演

P14

▲

ジョルディ・サヴァール & エスペリオン XXI
11月24日（土）15:00 開演
P9

10 月2日（火）〜12 月9日（日）

太宰治作品朗読会 第102 回

寄席井心亭 立川志らく［完売］
11月 7 日（水）19:00 開演

9月28日（金）

スケッチコンテスト作品募集

太宰治文学サロン

みたか井心亭

桃月庵白酒 独演会［完売］
9 月 23 日（日）14:00開演

ベーゼンドルファー編
10 月25 日（木）・30 日（火）

第14 回 秋の朗読会
瀬戸口 郁
11月 3 日（土・祝）18:00 開演

募集期間

会員 10 月7日（日）/ 一般 10 月12日（金）

▲

風のホールでピアノを弾こう

▲

『誰が為に鐘は鳴る』
会員 11月15日（木）/ 一般 11月16日（金）

P15

▲

12 月15 日（土）イングリッド・バーグマン

10 月21日（日）14:00 開演

P12

春風亭昇太 独演会

12 月16 日（日）14:00開演

『群衆』
『モロッコ』
会員 10 月11日（木）/ 一般 10 月12日（金）

J.S. バッハ ソプラノ独唱のためのカンタータ

P16

▲

11月17 日（土）ゲイリー・クーパー

キャロリン・サンプソン
& フライブルク・バロック・オーケストラ

P11

9 月24 日（月・休）15:00開演

10 月13 日（土）グレタ・ガルボ

『アンナ・クリスティ』
『グランド・ホテル』
会員 9月20日（木）/ 一般 9月21日（金）

光のホール

カニサレス・フラメンコ・クインテット

9 月 22 日（土）ローレンス・オリヴィエ

『嵐が丘』
『美女ありき』

9月23 日（日）14:00 開演

＊情報誌の作成中にチケットが完売となる場合もございますので、ご了承ください。
＊風のホール 2 階席へのエレベーターはございません。階段をご利用ください。
＊次号の MARCL+ 144 は2018 年 11月9日発行予定です。

▲

▲

〜クラシックとギリシャ・ペルシャ伝統音楽の架け橋〜

みたかジュニア・オーケストラ
第 4 回オータム・コンサート
10 月14 日（日）14:00 開演
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P9

＊公演内容等は変更になる場合もございます。
＊公演中止の場合を除き一度購入されたチケットの払い戻し・交換はできません。
＊営利を目的としたチケットの転売は固くお断りいたします。

9月24日（月）

みたかのアウトラインを歩く
9月28日（金）
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