平成２７年６月２５日
生
活
文
化
局
公益財団法人東京都歴史文化財団

都立文化施設

夏の開館時間延長と催しについて

東京都庭園美術館・東京都江戸東京博物館・東京都現代美術館・東京都美術館では、昨年に
引き続き夏期の開館時間を延長します。
（毎週金曜日の 21 時まで開館。いずれも入館は閉館時
間の 30 分前まで。延長期間などの詳細は別紙１。）
また、各都立文化施設では、感動と驚きをお届けするさまざまな夏の催しを行います。
お子様の夏休みの自由研究や宿題対策などにも是非ご活用ください。（別紙２）
東京都美術館

東京都庭園美術館

文化施設で再発見！
・東京都庭園美術館
・東京都現代美術館
・東京都美術館ほか
・東京文化会館

講演会“朝香宮邸をめぐって：過去・現在・未来”（仮称）
もっと MOT コレクション（担当学芸員によるツアー）
Museum Start あいうえの『キュッパ部』
夏休み子供音楽会 2015《上野の森文化探検》

夏休みの“自由研究”に役立ちます！
・東京都江戸東京博物館 夏休み！こども歴史学習相談
・東京都写真美術館 夏休みワークショップ『青写真―太陽の光で影を写しとる』
（会場：東京都美術館）
・東京芸術劇場
パイプオルガン講座 夏休み！紙工作で紙パイプを作ろう！
博物館で夕涼み！
・東京都江戸東京博物館
・江戸東京たてもの園

ひまわり寄席「怪談の夕べ」
夜間特別開園 下町夕涼み
○開館延長のご案内詳細・・・・・・・ 別紙１
○各館の公演・関連事業 ・・・・・・ 別紙２

【問い合わせ先】
生活文化局文化振興部 企画調整課
電話：０３－５３８８－３１5８
公益財団法人東京都歴史文化財団 事務局 総務課
電話：０３－５６１０－３５０３
※個別事業につきましては、別紙に記載の各施設の広報担当者までお問い合わせください

別紙１

都立文化施設の４施設では、以下の期間中の金曜日に開館時間を 21 時まで延長します。
期間中に開催される展覧会をお知らせいたします。

東京都庭園美術館
7 月 24 日(金)～9 月 18 日(金)の金曜日は 21 時まで
※ミュージアムショップは 21 時まで、カフェ・ド・パレは 20 時 30 分まで

「アール・デコの邸宅美術館

建築をみる 2015＋ART DECO COLLECTORS」
≪7 月 18 日(土)～9 月 23 日(水・祝)≫

東京都江戸東京博物館
7 月 17 日(金)～9 月 25 日(金)の金曜日は 21 時まで
※図書室、映像ホール、テナントの一部を除く。詳細は近日中にホームページでお知らせします。

特別展「徳川の城 ～天守と御殿～」

≪8 月４日(火)～9 月 27 日(日)≫

企画展「発掘された日本列島 2015」

≪5 月 30 日(土)～7 月 20 日(月・祝)≫

企画展「くらべてみよう 江戸時代」

≪8 月 11 日(火)～9 月 27 日(日)≫

東京都現代美術館
7 月 24 日(金)～9 月 25 日(金)の金曜日は 21 時まで
※美術図書室は 18 時まで。ミュージアムショップ、コントン レストラン、カフェ・ハイは 21 時まで。

「オスカー・ニーマイヤー展

ブラジルの世界遺産をつくった男」
≪7 月 18 日(土)～10 月 12 日(月・祝)≫

「きかんしゃトーマスとなかまたち」

≪7 月 18 日(土)～10 月 12 日(月・祝)≫

「おとなもこどもも考える ここはだれの場所？」≪7 月 18 日(土)～10 月 12 日(月・祝)≫
「MOT コレクション

戦後美術クローズアップ」≪7 月 18 日(土)～10 月 12 日(月・祝)≫

東京都美術館
7 月 24 日(金)～9 月 4 日(金)の金曜日、
および 9 月 25 日（金）は 21 時まで
※ミュージアムショップ、レストラン・ミュージアムテラス、レストラン・アイボリーは 21 時まで

「伝説の洋画家たち 二科 100 年展」

≪7 月 18 日(土)～9 月 6 日(日)≫

「キュッパのびじゅつかん―みつめて、あつめて、しらべて、ならべて」
≪7 月 18 日(土)～10 月 4 日(日)≫

「マルモッタン・モネ美術館所蔵

モネ展」≪9 月 19 日(土)～12 月 13 日(日)≫

別紙2
平成２７年度都立文化施設夏の催し 〈公演・関連事業〉
※ 子 はお子様も楽しめる事業です。
事業名

実施日程

東京都庭園美術館

TEL 03-3443-0201
7月25日
15:00～16:30

朝香宮邸の現在に至るまでの歴史について振り返ります。日本
近代建築における位置づけや価値、今後の活用の展望につい
て探ります。
【参加費】無料・事前申込制（ただし展覧会観覧券が必要）
※申込方法については決まり次第ウェブサイト等でお知らせし
ます。

講演会「”香水塔”の謎：
8月29日
３Ｄ調査報告」（仮称）
14:00～16:00

庭園美術館のシンボルともいえる”香水塔”。2011年から始まっ
た調査研究と分解を伴う修復作業によって明らかになった構造
や製法、素材等、知られざる香水塔の謎に迫ります。
【参加費】無料・事前申込不要（ただし展覧会観覧券が必要）

講演会「朝香宮邸をめ
ぐって：過去・現在・未
来」（仮称）
無料

無料

トーク「”香水塔”を未来
9月13日
につなぐ：修復家からの 15:00～16:30
メッセージ」

ギャラリートーク
無料

子
○

あーととあそぶにわ
無料

夏休み！こども歴史学
習相談

香水塔の修復を手がけた修復家の佐野智恵子さん（工房いに
しへ）を講師に迎えてお話を伺います。
※申込方法については決まり次第ウェブサイト等でお知らせし
ます。

7月24日
8月14日
8月28日
9月11日
いずれも15:00～

学芸員による展示解説。
【参加費】無料・事前申込不要（ただし展覧会観覧券が必要）

8月2日
8月14日
9月20日
いずれも10:00～12:00

庭園美術館の芝庭で「たからさがし」をします。
【対象】幼児～小学校低学年
【参加費】無料（ただし庭園入場券または展覧会観覧券が必要）

東京都江戸東京博物館

○
子

内容

7月18日～8月30日

無料

TEL 03-3626-9974
「徳川家康ってどんな人？」「江戸でリサイクルされていたもの
は？」といった疑問の解決や、夏休みの自由研究の手助けとな
る本を探すお手伝いをします。夏休みの楽しみのひとつとして、
江戸東京の歴史や文化の「調べ学習」に取り組んでみてはいか
がでしょうか。
【事前応募制】
①歌舞伎の化粧をしてみよう（子供向け） 7月25日 対象：小学
3年生～中学生
②江戸切子体験 7月31日・8月1日 対象：小学5年生以上
③浮世絵刷り体験 8月16日 対象：小学5年生以上
④親子で作ろう「回転人形」 8月23日 対象：小学3年生～6年
生
⑤歴史散歩「雑司が谷から早稲田へ―未来遺産登録の地―」
9月26日 対象：一般

○
子

夏期ふれあい体験教室
無料

7月25日～9月26日

【当日受付】
①和算のひみつ 8月1日 対象：小学4年生以上
②反故紙で折る小物―江戸のエコロジーを見習おう― 8月1日
対象：小学生以上
③ときめきユカタ体験 7月25日、8月29日 対象：3歳以上
④藍色のブローチをつくろう 8月8日 対象：小学生以上
⑤歌舞伎の鳴り物をならしてみよう 8月22日・9月19日対象：幼
児～一般
⑥万華鏡で遊ぼう 9月12日 対象：小学3年生以上
⑦扇子遊びをしましょう 9月19日 対象：小学生以上
⑧藍染め体験教室 9月26日 対象：小学生以上
【参加費】無料（ただし常設展示室で開催の教室は常設展示室
観覧券が必要）

別紙2
事業名

子

実施日程

ひまわり寄席

7月18日～8月30日

7月18日～8月30日の毎週土・日・祝日、8月10日～14日
※1日2～5公演
※7月18日～8月29日の毎週土曜日の夜（18：30～）は、講談師
による「怪談の夕べ」を開催。暑い夏の夜は博物館で涼しくお過
ごしください！
会場：常設展示室5階 中村座前
【参加費】無料（ただし常設展示室観覧券が必要）

8月13日～16日

江戸東京博物館公式キャラクター・ギボちゃんが常設展示室で
みなさまをお出迎えします。
【場所】常設展示室6階 日本橋付近
【時間】①11：50～12：20②13：30～14：00

無料

○
子

ギボちゃんに会おう！

内容

無料

江戸東京たてもの園

○
子

TEL 042-388-3300
開園時間を延長し、季節に合った夕涼みイベントを開催します。
8月1日、2日
園内東ゾーンを中心に盆踊りやこども神輿など夏まつりの雰囲
いずれも14:00～20:30 気を味わえます。そのほか、「子宝湯」でのペンキ絵公開制作・
（開園は9：30～20：30） ワークショップなど、それぞれの建物の歴史と特徴を生かした
催し物を実施します。

夜間特別開園「下町夕
涼み」

東京都写真美術館 ※大規模改修工事のため休館中
（2016年秋リニューアルオープン予定）

○
子

TEL 03-3251-3700
（受付時間 平日9:30～18：15）

「世界報道写真展2015」
6月27日～8月9日
【会場】東京芸術劇場
ギャラリー1（5階）

1955年に発足した世界報道写真財団（オランダ、アムステルダ
ム）は、主に前年に撮影された写真を対象に「世界報道写真コ
ンテスト」を開催しています。本年は131の国と地域、5,692人の
プロの写真家から、合計9万7,912点の公募作品より厳選された
入賞作品をご紹介します。

夏休みワークショップ
「青写真―太陽の光で影
を写しとる」
【会場】東京都美術館ス
タジオ（上野公園内）

小学生を対象に青写真のワークショップを開催します。青写真
は、太陽の光によって印画できる写真技法で、その名のとおり
深い青色が特徴です。花や葉など自然のものや、プラスチック
やガラス、布など透過性のある素材の日用品などをモチーフ
に、様々なものの影や形を特製の印画紙に写し取り作品を制作
します。
【対象】 小学3年生～6年生（保護者の方の見学はご遠慮くださ
い）
【定員】各コースとも20名 申込多数の場合は抽選あり
【参加費】 一人あたり1,000円
申込先：東京都写真美術館リニューアル準備室 ワークショップ
係
（メールアドレス）mp212_kndawj_workshop@syabi.com
【申込】7月3日12:00まで必着
申込方法：電子メールで、講座名、希望コース名／参加日、参
加者の郵便番号、住所、氏名、学年、緊急連絡先の電話番号
を記入の上、上記の申込先までお送りください。メール件名に
「夏休みワークショップ」と必ずご記入下さい。抽選結果につい
ては、申込締切後に、メールでご連絡致します。

【Ａコース】8月20日
【Ｂコース】8月21日
各コースとも 10:3015:30

東京都現代美術館

もっとMOTコレクション

TEL 03-5245-4111
8月29日、9月26日
いずれも15:30～

「MOTコレクション」展担当学芸員によるツアー。
【参加費】無料（ただし展覧会観覧券が必要）

無料

「オスカー・ニーマイヤー 8月22日
展」SANAAトークイベント 15:00～
無料

「オスカー・ニーマイヤー展」関連 SANAAトークイベント 「We
Love Niemeyer」(仮称)
スピーカー：SANAA事務所 妹島和世氏・西沢立衛氏（本展会
場構成担当）、長谷川祐子（東京都現代美術館 チーフキュレー
ター）
【参加費】無料（ただし展覧会観覧券が必要）

別紙2
事業名

実施日程

「オスカー・ニーマイヤー 8月29日、9月12日
いずれも15：00～
展」ギャラリー・ツアー

内容

チーフキュレーター 長谷川祐子による「オスカー・ニーマイヤー
展」ギャラリー・ツアー。
【参加費】無料（ただし展覧会観覧券が必要）

無料

東京都美術館

TEL 03-3823-6921

「伝説の洋画家たち 二 7月18日
科100年展」記念講演会 14:00～15:30

二科会の絵画部・彫刻部を代表する2人が、これまでの二科会
の歩みや作家の足取りについてお話します。
【定員】225名（当日13:00より講堂前にて整理券配布）
【参加費】無料（ただし展覧会観覧券が必要）

無料

7月24日
「伝説の洋画家たち 二 7月31日
科100年展」イブニング・ 8月7日
8月14日
レクチャー
8月21日
8月28日
各回19:00～19:30
無料

○
子

「キュッパのびじゅつか
ん」展ワークショップ
「キュッパる with アー
ティスト」）

①7月19日
10:00～14:00
②7月22日
10:00～12:00
14:00～16:00

無料

○
子

①8月1日
Museum Start あいうえ ②8月8日
③8月20日
の
④8月27日
「キュッパ部」（ファミリー ⑤8月29日
向けプログラム）
⑥9月5日
各回10:00～14:00
無料

○
子

8月9日
Museum Start あいうえ 10:00～12:30
9月13日
の
10:00～12:00
「あいうえの冒険隊」（個 10月11日
人向けプログラム）
10:00～12:00
（3回連続）
無料

7月5日

○
子

Museum Start あいうえ 7月26日
の「あいうえの日和」（個 9月6日
各回10:00～10:30と
人向けプログラム）
11:00～11:30の2回実
施
無料

本展担当学芸員または二科会により、展覧会の見どころ解説を
行います。
【定員】225名（当日18:40より開場、定員になり次第受付終了）
【参加費】無料（ただし展覧会観覧券が必要）

物集めが大好きな丸太の男の子「キュッパ」。キュッパのような
アーティストと一緒に、企画展「キュッパのびじゅつかん」を楽し
むプログラムです。
【参加アーティスト】
①キュッパの生みの親：オーシル・カンスタ・ヨンセン（絵本作
家）
②ビビハドトカダブの名づけ親：日比野克彦（東京藝術大学教
授）
※申込方法など、詳細は決定次第ウェブサイトでお知らせしま
す。
企画展「キュッパのびじゅつかん」を体験し、キュッパのように身
の回りの世界をクリエイティブに観察する練習をした後、上野公
園の他のミュージアムへ。
①⑤国立西洋美術館、②④東京藝術大学美術館、③東京国立
博物館、⑥国立科学博物館のいずれか1日をお選びください。
【対象】小学校1年生～高校3年生
【定員】各回親子10組20名
【参加費】大人は展覧会観覧料と各館での入館料
【申込】ウェブサイトより①②7月1日まで、③④7月20日まで、
⑤⑥7月29日まで
国立国会図書館国際子ども図書館・東京文化会館、東京都美
術館を拠点として行われる、3回連続の美術と音楽のワーク
ショップ。
【対象】小学校3年生～6年生（全日程参加できる方）
【定員】20名
【参加費】無料
【申込】ウェブサイトより7月1日まで
上野公園のミュージアムがもっと楽しくなる冒険の道具、ミュー
ジアム・スタート・パックを配布します。
スタッフが冒険の道具の使い方を30分で伝授します。
【対象】小学校1年生～高校3年生
【定員】各回15名
【参加費】無料
【申込】参加希望日の2週間前まで(応募者多数の場合は抽選。
空きがある場合には申込締切後も受付)
申込方法など詳細はウェブサイトに掲載。

別紙2
事業名

子

実施日程

無料

普段は混雑する展覧会場を、休室日（月曜日）に学校向けに開
室し、ゆったりとした環境で鑑賞授業を行うプログラムです。授
業の事前準備から当日まで、美術館の学芸員や大学の教員の
サポートを受けられ、学校からの移動には、無料貸切バスもご
利用いただけます。
展覧会：企画展「キュッパのびじゅつかん」展
【対象】都内の幼小中高等学校及び児童養護施設
（各日2〜3校／クラス単位から受け入れ／幼稚園は年長以上）
【申込】ウェブサイトより7月3日まで

無料

東京都美術館の建物そのものを楽しんでいただくツアーです。
アート・コミュニケータ（とびラー）がガイドを務め、ガイド独自の
ツアーにご案内します。
【定員】30名（当日13:45よりミュージアムショップ前にて受付を開
始し、定員になり次第終了）
【参加費】無料

Museum Start あいうえ
の「スペシャル・マン
9月14日
デー・コース」（学校向け
プログラム）

9月19日
14:00～14:45頃

建築ツアー

東京文化会館

○
子

内容

TEL 03-3828-2111

夏休み子供音楽会2015 7月26日
13：00
《上野の森文化探検》

モーニングコンサート

7月14日
9月2日
いずれの回も11：00

モーニングコンサート〈納 7月30日11：00
8月5日19：00
涼スペシャル〉

第13回東京音楽コン
クール 第2次予選

第13回東京音楽コン
クール 本選

8月21日
8月22日
8月24日
いずれの回も11:00
8月26日
8月28日
いずれの回も18:00
8月30日
17:00

東京文化会館 オペラ
ＢＯＸ「泣いた赤おに」
（東京文化会館版）

9月6日
15：00

指揮者が解説を交えながらフルオーケストラを指揮するファミ
リー向けのクラシックコンサートです。上野地域の美術館、博物
館等へ無料・割引で入場できる「上野1dayパス」特典付き。
【出演】指揮・お話：ロッセン・ゲルゴフ
管弦楽：東京都交響楽団
【料金】小中学生1,000円（全席共通）
大人 S席3,000円 A席2,000円 B席1,000円
【会場】東京文化会館 大ホール
東京音楽コンクールの入賞者及び入選者の支援を目的に開催
するワンコイン（500円）コンサートです。クラシックの名曲を中心
に、多くの方に気軽に音楽を生で聴く機会を提供します。
【料金】500円
【会場】東京文化会館 小ホール
クラシック音楽を生で聴く感動を提供するモーニングコンサート
のスペシャルバージョン。東京音楽コンクール入賞者を中心とし
た若手音楽家を起用します。
【料金】500円
【会場】東京文化会館 小ホール
新人若手音楽家の発掘を目的とした東京音楽コンクールの第2
次予選（公開審査）です。
8月21日：木管部門、22日：声楽部門、24日：弦楽部門
【料金】500円
【会場】東京文化会館 小ホール
東京音楽コンクール第2次予選合格者による本選（オーケストラ
伴奏による演奏）で、各部門の第1位から第3位の入賞者等を選
出し、表彰式を行います。
8月26日：木管部門、28日：声楽部門、30日：弦楽部門
【料金】2,000円
【会場】東京文化会館 大ホール
東京文化会館小ホールの特性を活かした特色あるオペラ公演
を、上野中央通り商店会との共催で、東京音楽コンクール入賞
者を起用して開催します。
【料金】3,000円
【会場】東京文化会館 小ホール

別紙2
事業名

実施日程

内容
オペラ公演に向けて、プロの指導者から歌・合奏・演技、舞台に
立つマナーを楽しく学びます。その成果を「東京文化会館オペラ
ＢＯＸ」で披露します。
【対象】小学生～高校生
【参加費】2,000円（事前申込制、受付終了）
【会場】東京文化会館、文京シビックセンター

○
子

ミュージック・エデュケー
ション・プログラム
7月27日～9月13日
「オペラをつくろう！」
オペラの登場人物にな
る！〈うた・合奏・演技〉

○
子

ワークショップで作った作品がオペラの舞台に登場します。舞台
ミュージック・エデュケー
美術として重要な役割を果たすものづくりに参加することで、子
ション・プログラム
8月2日、8月3日、9月5 供たちの舞台芸術への関心を高めます。
「オペラをつくろう！」
日
【対象】小学生
オペラに登場するものづ
【参加費】500円（事前申込制、受付終了）
くり！？〈工作〉
【会場】東京文化会館、アカデミー文京

ミュージック・エデュケー
ション・プログラム
「オペラをつくろう！」
舞台を学ぶ！〈演出・舞 7月27日～9月13日
台装置・衣裳・照明・制
作〉

子
○

ミュージック・エデュケー
ション・プログラム
Workshop Workshop
8月23日
国際連携企画
東京文化会館 ミュージッ
ク・ワークショップ

東京芸術劇場

○
子

音楽や身体表現の楽しさを体感しながら、創造性や協調性を育
み、幼児や大人が楽しめる東京文化会館オリジナルのミュー
ジック・ワークショップをお届けします。
10:30～/12:00～ 「あけてみよう！海のふしぎな宝箱」
15:00～ 「カラダ・オト・ウタウ」
【料金】500円
【会場】東京文化会館リハーサル室

TEL 03-5391-2117（広報直通）

障子の国のティンカーベ
7月12日～7月20日
ル

芸劇eyes
ベッド＆メイキングス
「墓場、女子高生」

舞台芸術のプランナーや技術・制作スタッフを目指す若い担い
手が舞台芸術制作の現場に準備段階から関わり、稽古を経て
公演に至るまでの課程に参加することで、作品作りの全体の流
れを学ぶプログラムです。
【対象】18～25歳の大学生及び舞台デザイン（装置、衣裳、照
明）やアートマネジメントを専門的に学んでいる方、舞台デザイ
ナーや舞台制作者目指している方
【定員】5～10名程度
【参加費】2,000円
【会場】東京文化会館、文京シビックセンター、東宝舞台（予定）
【申込】郵送による（申込用紙はウェブサイトに）。7月20日（月）
締切

7月17日～7月26日

会場：シアターウエスト
作：野田秀樹
演出：マルチェロ・マーニ
出演：毬谷友子／パフォーマー 野口卓磨
【料金】全席指定：前売3,500円、当日4,000円 ほか

会場：シアターイースト
作・演出：福原充則
出演：清水葉月 根本宗子 青山美郷 望月綾乃 ほか
【料金】全席指定：前売・当日5,000円 ほか

芸劇提携事業
ロシア国立交響楽団
7月18日
チャイコフスキー三大交 14:00開演
響曲4･5･6連続演奏会

会場：コンサートホール
出演：ヴァレリー･ポリャンスキー（指揮）、ロシア国立交響楽団
（管弦楽）
曲目：チャイコフスキー／交響曲第4番 ヘ短調 op.36、チャイコ
フスキー／交響曲第5番 ホ短調 op.64 ほか
【料金】全席指定：S席12,000円、A席9,500円 ほか

パイプオルガン講座
第60回
≪コンサート≫
≪こうさく≫

会場：コンサートホール
≪コンサート≫親子で楽しめるパイプオルガン･コンサート ～
笛とあそぼう～
【料金】全席自由：500円
≪こうさく≫夏休み！紙工作で紙パイプを作ろう！
【料金】受講料：1,000円（定員60名）

8月1日
13:00開演
14:00開講

別紙2
事業名

実施日程

ナイトタイム
パイプオルガンコンサー 8月5日
19:30開演
ト
Vol.11

会場：コンサートホール
出演：ヘンリー･フェアーズ（オルガン）
曲目：J.S.バッハ ／トッカータ、アダージョとフーガ ハ長調
BWV564 他
【料金】全席指定1,000円

ミュージカル
『100万回生きたねこ』

8月15日
8月30日

会場：プレイハウス
原作：佐野洋子「100万回生きたねこ」（講談社刊）
演出・振付・美術：インバル・ピント アブシャロム・ポラック
出演：成河 深田恭子 ほか
【料金】全席指定：S席10,800円、サイドシート8,500円 ほか

8月17日、19日、
20日、21日、23日

中高生のための弦楽＆金管アンサンブルコース。事業提携を
結ぶ読売日本交響楽団員による指導が受けられます。申込7月
3日必着。
会場：東京芸術劇場内 リハーサル室等
7月19日もしくは20日にオーディション
【参加料】10,000円

8月19日、20日

会場：シアターウエスト
作：Ｗ・シェイクスピア
【料金】全席指定：一般2,500円、Ｕ-25 2,000円、高校生割引
1,000円

8月22日 ～8月31日

会場：シアターイースト
原作：松尾スズキ「気づかいルーシー」（千倉書房）
脚本・演出：ノゾエ征爾
出演：岸井ゆきの 栗原類 ほか
【料金】全席指定：大人4,000円、こども（高校生以下）1,000円
ほか

9月～10月（予定）

講師にジャグリングサークルマラバリスタのメンバーを迎え、
ボール、ディアボロ等の道具を使いジャグリング体験ができる
広場を劇場前に作ります。
【参加費】無料

芸劇ジュニア・アンサン
ブル・アカデミー

オックスフォード大学演
劇協会（ＯＵＤＳ）
「Romeo and Juliet」

子
○

○
子

内容

気づかいルーシー

チャレンジ広場2015
無料

東京芸術劇場 Presents
ブラスウィーク2015
9月5日
東京佼成ウインドオーケ 14：00開演
ストラ
第125回定期演奏会

会場：コンサートホール
指揮：本名 徹次 マリンバ:大茂 絵里子 吹奏楽：東京佼成ウ
インドオーケストラ
曲目：伊福部 昭／マリンバとウィンド・アンサンブルのための
「ラウダ・コンチェルタータ」
芥川 也寸志／エローラ交響曲
【料金】全席指定：S席6,000円 A席4,500円 B席3,500円 C席
1,000円

ランチタイム
パイプオルガンコンサー 9月10日
12:15開演
ト
Vol.113

会場：コンサートホール
出演：平井靖子（オルガン）
【料金】全席自由：500円

パイプオルガン講座
第61回 －基礎編ー

9月10日
14:00開講

会場：コンサートホール
講師：新山恵理
内容：パイプオルガンの歴史や仕組み、構造についての講義。
オルガンバルコニーで楽器を間近にご覧いただけます。
【料金】全席自由：1000円

9月19日～10月4日

会場：シアターイースト
作・演出：前川知大
出演：浜田信也 安井順平 盛隆二 中嶋朋子 ほか
【料金】全席指定：前売4,500円 当日4,800円

カタルシツ
「語る室」

別紙2
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内容

東京芸術劇場 Presents
ブラスウィーク2015
9月26日
14:00開演
東京吹奏楽団
第62回定期演奏会

会場：コンサートホール
指揮：フィリップ･スパーク 合唱：立教大学グリークラブ 吹奏
楽：東京吹奏楽団
曲目：スパーク／東京吹奏楽団委嘱作品、交響曲第2番｢サ
ヴァンナ･シンフォニー｣ ほか
【料金】全席指定：
S席/S席スパークシート5,000円 A席4,000円 B席2,000円 B
席(高校生割引)1,000円

東京芸術劇場 Presents
ブラスウィーク2015
9月27日
バンドクリニック
12：45開式
『中･高生のための楽し
い吹奏楽』

会場：コンサートホール
指揮：フィリップ･スパーク
【料金】参加料：500円
※事前申込制、各パート定員になり次第締切ります。

