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「キュリア」はラテン語で集会所とい
う意味です。人が集まり、ふれあえる
ような情報を発信できるようにと、
名づけました。

vol.12

発行部数：141,000

品川区東大井5-18-1　☎03-5479-4140
京浜東北線・東急大井町線・りんかい線　大井町駅徒歩約1分

スクエア荏原

ホームページ
http://www.shinagawa-culture.or.jp/

メールマガジン登録
http://shinagawa-culture.info/setsumei.html
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•特に記載のない限り未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
•曲目・出演者等、やむをえない事情により変更する場合があります。

https://twitter.com/shinagawacultur
@shinagawacultur

品川区荏原4-5-28　☎03-5788-5321
東急目黒線武蔵小山駅・東急池上線戸越銀座駅徒歩約10分

上大崎4-6-9
☎03-3491-8813
目黒駅徒歩7分

開場 13：30 開演 14：00

開場 18：00 開演 18：30

会場
料金

ひらつかホール
2,000円 全席指定

出演 桃月庵白酒／桂文雀／三遊亭美るく／
アサダ二世(奇術)

※未就学児入場不可。

会場
料金

喜多能楽堂
一般  3,800円　学生  2,200円

全席指定
出演 中村邦生（シテ）／大日方寛（ワキ）／

深田博治（間狂言）／葛西聖司（解説）  他

※未就学児入場不可。

10/３㈯　スクエア荏原もみじ寄席 11/28㈯　生演奏でおくる影絵劇
ドリーム 　　  ステージ

品川区民芸術祭2015 DreamStage
東京吹奏楽団と区民のコラボレーション（仮）10/25㈰　その他の公演

開場 14：00 開演 14：30

世界中で愛されている有
名なおとぎ話を本格的ク
ラシック・バレエでお贈り
します。華やかな舞台、わ
かりやすいストーリーで、
お子様と一緒に、ご家族
でお楽しみいただけます。

会場
料金

8F大ホール
7,000円 全席指定

出演 エレーナ・フィリピエワ  他

※演奏は特別録音音源を使用致します。
※３歳以下のお子様のご入場はご遠慮下さい。

キエフ・クラシック・バレエ
眠りの森の美女

7
18  ㈯

好評
発売中

プレイガイド キャピタルヴィレッジオンラインチケットサービス
http://www.capital-village.co.jp

開場 16：15 開演 17：00

シティポップを代表する3人のアーティストがこの
夏、集結！それぞれのヒットナンバーと、ここでしか観
られないコラボレーションをお届けします。

会場
料金

8F大ホール
4,800円 全席指定

出演 南佳孝／尾崎亜美／杉山清貴

※未就学児入場不可。
※売り切れの際はご容赦ください。

南佳孝･尾崎亜美･杉山清貴
サマージョイントコンサート

7
25 ㈯

残席
僅少

日本の伝統芸能の枠を超え、世界各国で活躍中の吉
田兄弟が贈るコン
サート。原点である
三味線だけにこだ
わった究極のコン
サートをお楽しみく
ださい。

プレイガイド イープラス　http://eplus.jp/

開場 16：15 開演 17：00
会場
料金

8F大ホール
4,000円 全席指定

出演 吉田兄弟
※未就学児入場不可。

吉田兄弟 15周年記念コンサート
三味線だけの世界

8
1 ㈯

喜多能楽堂　☎3491-8813
http://kita-noh.com/

プレイガイド 光藍社　http://www.koransha.com/

残席
僅少

尾崎亜美

プレイガイド イープラス　http://eplus.jp/

開場 14：30 開演 15：00

オーケストラが奏でるジブリ音楽の美しい調べと、
主題歌・挿入歌
を歌ったアー
ティストたちの
美しい歌声で、
あのシーンが
よみがえる！

会場
料金

8F大ホール
一般  3,000円　小・中学生  1,500円

全席指定
出演 井上あずみ／木村弓／二階堂和美／

N響団友オーケストラ（16名編成）

午後の音楽会
～オーケストラで聴くジブリ音楽～

8
23 ㈰

好評
発売中

※未就学児入場不可。

井上あずみ
「君をのせて」
（天空の城ラピュタ）

木村弓
「いつも何度でも」
（千と千尋の神隠し）

二階堂和美
「いのちの記憶」
（かぐや姫の物語）

プレイガイド イープラス　http://eplus.jp/

開場 14：15 開演 15：00

ズーラシアンブラ
スと弦うさぎを中
心とした室内管弦
楽団（23人編成）の
コンサート！不思
議で楽しい音楽の
世界へようこそ！

会場
料金

8F大ホール
一般  3,000円　小学生以下  1,500円

全席指定
出演 オカピ(指揮)／ズーラシアンブラス(管楽器)／

弦うさぎ（弦楽器＋ピアノ）／
メリッサ（クラリネット）／ヒメタテハ（フルート）

ズーラシアンブラス 音楽の絵本
～チェンバーオーケストラ～

9
13 ㈰

6/20㈯
発売

※2歳児まで保護者ひざ上無料。座席が必要な場合は有料。
※発売初日はお一人様4枚まで。

マエストロ大友直人が
いざなうスラブ音楽の
世界。欧州や米国でも
高い評価を得ている
伊藤悠貴のチェロの
旋律美とオーケストラ
の迫力ある演奏をお
聴きください。

フレッシュ名曲コンサート  ～スラブの旋律～  
大友直人＆新鋭チェリスト  伊藤悠貴

11
7 ㈯

曲目

開場 13：30 開演 14：00
会場
料金

8F大ホール
3,500円 全席指定

出演 大友直人（指揮）／伊藤悠貴（チェロ）／
東京交響楽団（管弦楽）
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲 ロ短調
チャイコフスキー／交響曲第5番 ホ短調

※未就学児入場不可。

7/10㈮
発売

愛嬌のある風貌とは
裏腹に毒舌なマクラ
で人気が高い桃月庵
白酒と若手ホープの
桂文雀のほか、期待
の女流落語家 三遊
亭美るくが繰り広げ
る粋な芸をお楽しみ
ください。

倒産寸前の寂れたお化け屋敷を舞台に、ちょっと不気味
で、ちょっと笑える、いや、しっかり笑えるコメディ＆ホ
ラー SHOW！！第二部は、みんなでコ
ント。コメディ＆コメディSHOW！！

那須野の伝説で有名な能
「殺生石・女体」の公演。
冒頭に元NHKアナウンサー
葛西聖司氏と能楽師による
解説があり、初めての方にも
お勧めです。この機会に能
を鑑賞してみてください！

古典の日記念　品川能楽鑑賞会
殺生石  女体

10
30 ㈮

プレイガイド
Pコード　444-333　http://pia.jp/t/チケットぴあ

チケットの購入方法については裏面をご覧ください。

南佳孝 杉山清貴

会場
料金

ひらつかホール
前売り：4,300円　当日：4,600円

全席指定
出演 東貴博／はなわ／遠藤舞／廣瀬大介／

やまもとまさみ／ハマカーン  他

※未就学児入場不可。

開場 18：30 開演 19：00
8月 1日 （土）

開場 12：30 開演 13：00
8月 2日 （日）（2回公演）

開場 16：30 開演 17：00

つる

スクエア荏原
あじさい寄席

6
18  ㈭

好評
発売中

東貴博プロデュース FIRE HIP’S 第七回公演
「THE ホーンテッド・アパート」

8 1 ㈯
2 ㈰

6/9㈫
発売

桃月庵白酒 桂文雀

三遊亭美るく アサダ二世

7/28㈫
発売

喜多能楽堂

「殺生石」香川靖嗣
（撮影：東條睦子）

大友直人
ⓒRowland Kirishima

伊藤悠貴
ⓒPaul Duxfield

6/26㈮
発売

7/24㈮
発売

8/7㈮
発売

東貴博



古紙配合率70％
再生紙を使用しています次回　9月 11 日㈮  発行予定

　カッパ祭りとは、荏原神社で6月の初めに行われる例大祭（南の天王祭）の俗
称で、その由来の昔話が組曲「しながわ物語」第4章の題材となっています。
　今からおよそ250年前、葛飾郡（今の埼玉県あたり）の農夫たちが、青物横丁
付近まで野菜を売りに来ていたときのこと、ある農夫がいつものように野菜を
運んできた帰り道、品川の海で黄金に輝く牛頭天王に似たお面を拾ったのです。
　そして、そのお面は、貴布禰社（現在の荏原神社）に納められました。ある夜、
社司（神職）の夢枕に神様が現れ「あの面は海から拾われたものだから、一年に一
度は海中を渡らせるように」とお告げがあったため、毎年、五穀豊穣と豊漁を
祈って、お神輿の海中渡御が行われるようになりました。その際、海に入った
お神輿の担ぎ手の姿がカッパのようであったことから「カッパ祭り」と呼ばれる
ことになったようです。また、このお面が拾われ
た海岸は「天王洲」と呼ばれるようになったといわ
れています。
　組曲の「カッパの祭り」では、「祭りだ 祭りだ」
「ワッセイ ワッセイ」という歌詞が度々出てきてお
り、品川宿の若い衆たちが軽快にお神輿を担ぐ情
景が思い浮かぶような陽気な歌となっています。

支払方法 チケット受け取り 手数料 期限など

セブン-イレブン セブン-イレブン 支払い／1件につき162円
発券／1枚につき108円

支払い・引き取りは
予約日を含め7日以内

窓口【4カ所】　現金のみ 窓口【4カ所】 なし 支払い・引き取りは
予約日を含め7日以内

銀行振込
※振込手数料はご負担ください 郵送 簡易書留料／402円 支払いは

予約日を含め7日以内現金書留
※座席はお選びいただけません。

支払方法／現金のみ窓口

電話 ☎03-5479-4140
発売初日は10:00から受付
9:00～20:00

購入窓口 受付時間 休館日 問い合わせ
きゅりあん2F受付 9:00～20:00 年末年始 ☎5479-4140（大井町駅前）

メイプル
カルチャーセンター

 9:00～20:00
（日・祝は16:00まで）

第4日曜日
年末年始
木曜日
年末年始

☎3774-5050（西大井駅前）

O美術館   10:00～18:00
（発売初日は9:00から） ☎3495-4040（大崎ニューシティー2号館2F）

スクエア荏原 9:00～20:00 年末年始 ☎5788-5321（荏原4-5-28）

インターネット 会員登録（無料）が必要です24時間受付
※販売初日は9：00から

支払方法 チケット受け取り 手数料 期限など

クレジットカード
窓口【4カ所】 なし 引き取りは公演日当日まで

セブン-イレブン 発券／1枚につき108円 引き取りは公演日当日まで

セブン-イレブン セブン-イレブン 支払い／1件につき162円
発券／1枚につき108円

支払い・引き取りは
予約日を含め7日以内

窓口　現金のみ 窓口【4カ所】 なし 支払い・引き取りは
予約日を含め7日以内

日本初の女性報道写真家  笹本恒子100歳展

チ ケ ッ ト 購 入 方 法

検 索 クリック品川文化ご利用は事業団ホームページより

（チケットセンターCURIA）

タイムブレ
イク
タイムブレ
イク 組曲「しながわ物語」を探る

～品川にまつわる昔話～  「カッパ祭り」

•お買い上げいただいたチケットのキャンセル・変更はできません。
•本紙の発行日に、チケットが売り切れている場合もございます。

音楽探究シリーズ  現役プロ作曲家に学ぶ！

昨年９月に百歳を迎えた国内初の女性報道写真家といわ
れる笹本恒子さん（東京都品川区生まれ）が、戦前から
戦後を通じて撮影した著名人の肖像写真や昭和史を象徴
する出来事をおさめた写真など約130点を展示します。

検  索メイプルカルチャー

facebook.com/mapleculture

７月期講座  受講生募集中
入会金
無料

ICK UP!

受講料‥各2,000円

日本現代音楽協会（JSCM）に所属する現役作曲家を講師
に迎え、音楽の楽しみ方や知識を専門家から直接学べるシ
リーズです。音源や生演奏などを交え、分かりやすいお話
しで進めます。

７月期おすすめの講座
※詳細はメイプルカルチャーセンター講座案内をご覧ください。
※本紙の発行日よりも前に満員になっている場合もございます。

  　　　ドレミ音階の篠笛を吹いてみよう！

日　時‥7/11（土）～　15：30～17：30
受講料‥9,000円（テキスト代別3,000円）
※ドレミ平均律・８本調子（Ｃ調）を使用します。

  　　　夕方からのヘルシークッキング
  　　　鶏むね肉と夏野菜のさっぱりココナッツカレー　
日　時‥7/16（木）
　　　　18：00～20：00
受講料‥2,600円（教材費別1,200円）
            きゅりあん

  　　　　　二重効果で身体を健康に！
　　　　やさしいヨガストレッチ&ピラティス
日　時‥7/18（土）～　18：30～19：45
受講料‥12,000円
  　　　まるで本物？！食品サンプルに挑戦
  　　　～ミニパフェ＆お弁当～
日　時：8/9（日）　
　　　　10：00～12：00
受講料：1,600円
　　　　（教材費別3,240円）
対　象：５歳以上
　　　　（未就学児は保護者同伴）

10/16㈮～
11/11㈬

笹本恒子

品川区西大井1-4-25　☎03-3774-5050
横須賀線・湘南新宿ライン 西大井駅徒歩約1分

自分をみつける空間　西大井駅前カルチャー

O
歩
道
橋

目黒川

みずほ銀行
大崎
ニューシティ

交番

▲渋谷

▲

品川山手通

大崎駅

O美術館（2F）
噴水

N

品川区大崎1-6-2（大崎ニューシティー2号館2F）
☎03-3495-4040
山手線・りんかい線 大崎駅北改札東口徒歩約2分

FAX 03-3495-4192

27年度  O美術館秋の企画展

歴史・文化・芸術余禄  ❹

賛助会員
募集

詳しくは事業団HPをご覧ください。http://www.shinagawa-culture.or.jp/

当事業団の活動を支援していただくサポーターを募集します。
年会費：個人会員  一口  3,000円／法人会員  一口  10,000円
○予めご了解いただいた場合、ＨＰにお名前を掲載します。
○事業団が実施するコンサート等の公演情報をお知らせします。
○個人･法人とも、税制上の優遇措置が受けられます。

音楽から不朽の名作「2001年宇宙の旅」を読み解く！
この映画には、多様な音楽とそして沈黙が実に有効に活用されています。
日　時‥7/18（土）　17：00～19：00　　　講師‥作曲家　松尾 祐孝

クララを愛した2人の大作曲家　シューマンとブラームスの音楽と生涯
史上初の本格女流ピアニスト クララ・ヴィークのために、夫R.シューマンとその弟子J.ブラームスは多くの名曲を作曲しました。
日　時‥9/5（土）　  17：00～19：00　　　講師‥作曲家　佐藤 昌弘

「レクィエム」―その歴史と名作をたどる
クラシック音楽の長い歴史の中で大きな影響を与えた教会音楽。その中で、古今の名作レクィエムについてお話しします。
日　時‥9/19（土）　17：00～19：00　　　講師‥作曲家　三枝木 宏行

ママも赤ちゃんも笑顔溢れる
ベビーマッサージ
未体験飛行物体 “デルタ・ツイ
スター”を作って飛ばそう
粘土でデコレーションケーキを作ろう
花火大会シーズン目前＜女性限定＞
ゆかた着付け教室
コツをつかんで似せよう！
楽しい似顔絵教室
新聞で作るエコバッグ
～２種類のトートバッグ～
美しい和紙芸術 
王朝継ぎ紙で飾る桐箱
やさしい上絵付け
不思議なサイエンス・アート 
万華鏡を作ろう 
“フレッシュからドライフラワーへ”
秋のリース
表情筋を鍛えてリフトアップ
フェイスストレッチング
大正琴を弾いてみよう
瞬間リフトアップの
美顔テープ＆マッサージ
キラキラ輝くダイヤモンドパウダーのアート
ボディージュエリー
デジカメを活かす写真撮影のワザ
今さら聞けない楽譜の読み方
教室＜金曜＞
この他にも、教養、センスアップ、
手工芸、茶華道、料理、絵画、音
楽、書道、語学、パソコン、こども
講座など常時約220講座を展開
中！

会 場

共催 東京新聞、共同通信社

60年安保自然成立の瞬間　
1960年6月19日 0時撮影

広島・原爆ドーム　
1953年撮影

ご　ず てんのう

き　ぶ　ね

しゃ し

NEW

NEW

NEW

NEW

その他NEW講座

☎03-3774-5050お申込み・問い合わせ ・平日／土　9:00～20:00（日／祝日  16:00まで）
・休館日　第4日曜・年末年始

＜特典＞ ❶公演タイトルへの事業者名等の表示 （例：○○商事Presents/○○開業10周年記
　　　　念コンサート）❷ホームページ・インフォ CURIA・チラシ・ ポスター・プログラム協
　　　　賛欄への事業者名等の表示 ❸チラシ・プログラムへの広告掲載 ❹協賛金の1割相
　　　　当額に当たる招待席の提供

「冠コンサート協賛」等募集のお知らせ 
冠コンサート協賛

一般協賛
公演タイトルへご希望の冠がつけられます。 ＜特典＞ ❶ホームページ・インフォCURIA・チラシ・ポスター・プログラム協賛欄への事業者

　　　　名等の表示 ❷協賛金の額に応じた、チラシ裏面への広告掲載

公演チラシへの広告掲載や各種媒体に事業者名を掲載できます。

平成27年度
対象事業

2016/1/16（土）
プリマ・ヴィスタ 弦楽四重奏団 ウィーン・ニューイヤー・コンサート
会場：スクエア荏原 ひらつかホール

☎03-5479-4112
検  索品川文化広告募集！

インフォ CURIAに広告を掲載しませんか。
サイズ：4.4㎝×8.4㎝～　
広告料：35,000円～
発行部数：141,000部　
新聞折込：137,000部

全5回

全8回

1DAY

1DAY

※詳しくは次号でお知らせいたします。
1DAY
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