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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.13

発行部数：141,000

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

https://twitter.com/ShinagawaArtFes
@ShinagawaArtFes

協賛事業
◆10/24㈯・25㈰
　区民のいけばな展
　きゅりあん イベントホール
◆11/14㈯
　品川区民秋のコンサート
　きゅりあん大ホール
　　　　700円
◆11/15㈰
　品川区合唱祭
　きゅりあん 大ホール

芸術祭関連事業
しながわアマチュアステージ
＜団体・サークル活動の発表＞

品川区役所文化観光課  ☎5742-6836
 ライブサーカス
9/12㈯　五反田文化センター音楽ホール
　　　開場13：30　開演14：00
バンド・ハーモニカ・ゴスペル・和太鼓などの演奏
（12団体出演予定）

 芸能　花舞台
9/27㈰　きゅりあん大ホール
　　　開場13：00　開演13：30
日本舞踊・新舞踊など芸能一般
（15団体・7個人出演予定）

日本初の女性報道写真家　笹本恒子100歳展
－生誕の地・品川での開催－

10/16㈮
〜

11/11㈬
昨年９月、百歳を迎えた笹本恒子
氏（品川生まれ）が長年にわたる
取材で撮りためた写真の中から
130点余と関連資料を展示。太平
洋戦争へと向かう日本の姿、そし
て敗戦、戦後復興から平成に至る
日本の歩みと、女性の社会的地
位が定まっていない時代にカメラ
を通して奮闘してきた笹本氏の軌
跡を振り返ります。

入場
無料

スクエア荏原

ティーンズ
コンサート

10
10㈯

問い合わせ

9/12㈯～9/23（水・祝）　第28回しながわ美術家協会展

しながわ美術家協会事務局☎3778-3901

10:00～18:00
O美術館
毎週木曜日

9/12㈯～2016.1/11（月・祝）　そこにある、時間―ドイツ銀行コレクションの現代写真 芸
術
祭
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
ご
提
示
で
100
円
割
引
！

きゅりあん・スクエア荏原・
メイプルカルチャーセン
ター・O美術館や区施設で
配布しています。
詳しい内容は
こちらをご覧
ください。

品川区民芸術祭2015 今年で6回目を迎える芸術祭は、区民の皆さん
に文化芸術を気軽に親しんでもらうことを目
的として開催しています。

時　間
会　場
休館日

時 間 時 間

  ダンスフェスティバル
10/12（月・祝）　きゅりあん大ホール
　　　開場13：00　開演13：30
高校生以上の大人によるダンス
（16団体出演予定）

 心あったかコンサート
11/1㈰　スクエア荏原 ひらつかホール
　　　開場13：00　開演13：30
クラシック・声楽・ピアノなどの演奏
（17団体出演予定）

時 間 時 間

 邦楽の調べ
11/8㈰　スクエア荏原ひらつかホール
　　　開場13：00　開演13：30
箏・尺八・三味線など伝統楽器の演奏と唄や謡
（9団体出演予定）

 子どもフェスティバル
11/29㈰　きゅりあん 大ホール
　　　開場13：00　開演13：30
中学生以下の子どもたちによるダンス
（14団体出演予定）

時 間 時 間

問い合わせ

原美術館☎3445-0651（品川区北品川4-7-25)

11:00～17:00
原美術館
一般  1,100円　高校・大学生  700円　小・中学生  500円
毎週月曜日(祝日は開館)、9/24㈭、10/13㈫、11/24㈫、年末年始（12/28～1/4）

時　間
会　場
入館料
休館日
問い合わせ

9/15㈫～ 10/18㈰　久米美術館常設展

久米美術館☎3491-1510（品川区上大崎2-25-5久米ビル8Ｆ)

10:00 ～ 17:00（入館は閉館時間の30分前まで）
久米美術館
一般  500円　高校・大学生  300円　小・中学生  200円
毎週月曜日、ただし9/21(月・祝)、10/12(月・祝)は開館、9/24㈭、10/13㈫は振替休館

時　間
会　場
入館料
休館日
問い合わせ

スクエア荏原

小中一貫校豊葉の杜学園／
荏原第六中学校／戸越台中学校／
文教大学付属中学・高等学校／
昭和大学／ソニー混声合唱団

開場 13：30 開演 14：00
会場 スクエア荏原ひらつかホール
出演

東京新聞／共同通信社

時間 10：00～18：00

休館日
入館料

毎週木曜日
一般500円（高校生以下、障がい者、70歳以上の方は無料）

共催

Dream Stage（ドリームステージ）　
東京吹奏楽団 in しながわ

青島広志（ナビゲーター）/船橋洋介（指揮）/東京吹奏楽団/
公募区民奏者

10
25㈰

開場 13：30 開演 14：00
会場
料金

きゅりあん大ホール
500円 全席指定

出演

〔第一部〕組曲「しながわ物語」よりカッパの祭り・
 鮫に追われた若者と観音様・旅立ちのとき　他
〔第二部〕ラテンメドレー・タイプライター・
 「風と共に去りぬ」よりタラのテーマ　他

曲目

第一部では品川の名所・古今の
物語等をもとに創られた組曲
「しながわ物語」の吹奏楽版を披
露します。公募による区内の小中
高生が共演する夢のステージに
ご期待ください。第二部では東京
吹奏楽団が幅広いジャンルの曲
を迫力ある演奏でお届けします。

区内の小・中学生、高校生、大学生、社会
人によるコラボレーションコンサートです。

入場
無料

好評
発売中

※3歳以上
入場可。

会場 O美術館
オー

10/3㈯
・

10/4㈰
しながわアーティスト７人展

11/13㈮
〜

11/15㈰
品川を拠点に活
動する新進気鋭
のアーティストが
一堂に集結。
イラストレーター
・漫画家・陶芸作
家・造形作家・脚本家・演出家・俳優・ダンサ
ー・DJ など、様々なジャンルのアーティストが
オリジナル作品を披露する、アートが身近にな
る2日間。また、ギャラリーやアートスポットを
紹介した「アート巡りMAP」を持って、品川の
街巡りとアートもお楽しみください！

時間

会場 メイプルカルチャーセンター

10/3 ㈯   10：00～18：00
10/4 ㈰   10：00～16：00

※期間中の金曜日は20：00まで。

品川に縁のあるアーティストが７人集まり、作品を
展示します。それぞれのアート、
世界観を感じてください。
時間 10：00～18：00

※最終日は15：00まで。
会場 スクエア荏原展示室

品川区民作品展
11/11㈬

〜
11/15㈰
区民の皆さんの趣味や文化芸術活動を発表しま
す。書道、写真、絵画、手工芸、華道、その他
の６部門に分かれて展示します。多数の力作を
ぜひご鑑賞ください。

会場 スクエア荏原イベントホール

時間 11/11 ㈬   13：00～19：00
11/12 ㈭～14㈯   10：00～19：00
11/15 ㈰  10：00～15：00

※当日直接会場へ
　お越しください。

芸術祭パンフレット

青島広志ⒸGakken Pub 船橋洋介

古典の日記念　品川能楽鑑賞会　
殺生石  女体30㈮

好評
発売中

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！

※当日学生証提示。

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

開場 18：00 開演 18：30
会場
料金

喜多能楽堂（上大崎4-6-9）
一般  3,800円　学生  2,200円
全席指定

出演
※未就学児入場不可。

プレイガイド 喜多能楽堂
☎3491-8813　http://kita-noh.com/

2014年9月1日100歳の誕生日に自宅にて
（撮影：東京新聞）

オー

入場
無料

入場
無料

入場
無料

入場
無料

喜多能楽堂
10

見て、感じて、しながわアート！
しながわアーティスト展2015

メイプルカルチャーセンター

料金

品川区民芸術祭公式 twitter

※最終日は15：00まで（入館は閉館時間の30分前まで）。

※祝日を除く水曜日は20:00まで（入館は閉館時間の30分前まで）。



賛助会員
募集

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
○事業団の実施するコンサート等の公演情報などをお知らせします。
○チケット先行予約により、事前にお席を確保できます。
○予めご了解をいただいた場合、ホームページ等にお名前を掲載します。
※年会費は、特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置が適用されます。
　詳しくは所轄の税務署または税理士にお尋ねください。

品川区西大井1-4-25
横須賀線・湘南新宿ライン 西大井駅徒歩約1分

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

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

スクエア荏原　もみじ寄席 残席
僅少

英語で遊ぼう！英語で歌おう！
～Kids meet English!～

柳家三之助 桂宮治

スクエア荏原
10
3㈯

11
21㈯

ひらつかホール
開場13：30　開演14：00
2,000円

会 場
時 間
料 金 全席指定

※未就学児入場不可。
入船亭扇遊／柳家三之助／桂宮治　他出 演

検  索メイプルカルチャー facebook.com/mapleculture

※託児なし。

クリステル・チアリ(歌、おはなし) ／竹田麻里絵(ピアノ)

ひらつかホール
第1回目(未就学児対象)　　開場10：30　開演11：00
第2回目(小学生以上対象)　開場13：30　開演14：00
一般1,000円　小学生以下（0歳～）  500円

会 場
時 間

料 金
全席指定

出 演

自分をみつける空間
西大井駅前カルチャー

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。

感動的な物語を、幻想的な影絵と情緒あふれる生演奏
でお贈りします♪
【第1部】  ピアノ・ヴァイオリン・チェロによるコンサート
【第2部】  音楽影絵劇「100万回生きたねこ」

フレッシュ名曲コンサート
大友直人＆新鋭チェリスト伊藤悠貴～スラブの旋律～

好評
発売中

伊藤悠貴
©Charlotte Fielding

11
7㈯

8F  大ホール
開場13：30　開演14：00
3,500円

会 場
時 間
料 金 全席指定

※未就学児入場不可。

大友直人（指揮）／伊藤悠貴（チェロ）／東京交響楽団（管弦楽）出 演
曲 目 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

大友直人
©Rowland Kirishima

クミコ

親子で楽しむコンサート＆
音楽影絵劇「100万回生きたねこ」

8F  大ホール
開場14：00　開演14：30
一般  2,000円   小学生以下  1,000円

会 場
時 間
料 金 全席指定 ※4歳以上から

　入場できます。

好評
発売中

11
28㈯

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～

8F 大ホール
開場14：15　開演15：00
一般  3,000円   小学生以下  1,500円

会 場
時 間
料 金 全席指定

※２歳児まで保護者ひざ上無料。座席が必要な場合は有料。

残席
僅少

9
13㈰

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！

オカピ(指揮）／ズーラシアンブラス(金管楽器）／弦ウサギ(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） 　他

「広い河の岸辺～ The Water Is Wide～」がロングヒット
中のシャンソン歌手クミコによるスペシャルコンサート。
卓越した歌唱力と表現力をご堪能ください。

9/18㈮
発売クミコ  スペシャルコンサート  201512

12㈯

8F  大ホール
開場15：30　開演16：00
4,500円

会 場
時 間
料 金 全席指定 ※未就学児入場不可

スクエア荏原に品川ゆかりの落語家が登場 !!
地元を笑いで包みます！

NHKEテレ「えいごであそぼ」の4代目“クリスおねえさん”が英語
の楽しさを歌と遊びで伝えるコンサート♪ 親子でお楽しみください。

古紙配合率70％
再生紙を使用しています次回　12月 11 日㈮  発行予定

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

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）

•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。

☎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

10月期講座 受講生募集中

  　　　癒しのパステルと色鉛筆画

日　時‥10/10（土）～　
　　　　10：00～12：00
受講料‥9,900円
　　　　（モチーフ代別途）

NEW

NEW

全6回

  　　　～日本を案内～　
　　　　　入門おもてなし英会話　
日　時‥10/９（金）～　
　　　　15：30～17：00
受講料‥22,000円
　　　　（テキスト代別1,620円）

全10回

  　　　ミュージカル・映画音楽を歌おう！

日　時‥10/7（水）～　
　　　　13：00～14：30
受講料‥9,000円（教材費別200円）

NEW

NEW

全6回

全3回　　　　　手相で未来予測　
　　　　　開運！はじめてのやさしい手相
日　時‥10/14、11/11、12/9（水）
　　　　13：30～15：00
受講料‥5,100円
　　　　（テキスト代別900円）

その他、気軽に参加できる1dayレッスン、ユニークで楽しい講座など多数ご用意しております。
【スポーツ】足裏療法マッサージと健康体操【センスアップ】楽らく整理収納術【料理】おうちでパーティー
料理【フラワー】小さめサイズのクリスマスリース【手工芸】はじめてのつまみ細工【音楽】エリック・サティ
とその時代【趣味】ステキなフォト・カードをつくりましょう【語学】フランス語入門　ほか
詳しくは、メイプルカルチャーセンター講座案内やＨＰをご覧ください。

※本紙の発行日より前に満員になっている場合もございます。　※講座の日程はお問い合わせください。

NEW講座
一部抜粋

この秋開講のおススメＮＥＷ講座をご紹介します！

http://eplus.jpイープラスプレイガイド
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オーケストラの楽器やその配置、指揮者の仕事、曲についてなど徹底解析。
コンサート当日はきゅりあん大ホールで、普段はなかなか見られないリハー
サルを見学！講座終了後は、本番コンサートをお楽しみください。
講　師‥作曲家　佐藤昌弘
日　時‥10/31（土）15:00～17:00（メイプルセンター）、11/7（土）10:00～12:00（きゅりあん）
受講料‥4,000円（チケットをお持ちでない方は申込時に購入）
※リハーサル見学は「ドヴォルザーク/チェロ協奏曲 ロ短調」を予定。　※対象：高校生以上。

申し込み・問い合わせ‥メイプルカルチャーセンター☎03-3774-5050

クリステル・チアリ

【お申込み・問い合わせ】　☎ 03-3774-5050
平日・土　9：00 ～ 20：00（日・祝は16：00まで）
休館日　第４日曜・年末年始
八潮教室もあります！　☎ 03-5492-7305

※9回目（12/4）は品川宿にてまち案内の実践をします。

お楽しみ
イベントも
開催予定♪

イープラス  http://eplus.jpプレイガイド

フレッシュ名曲コンサート×メイプルカルチャーセンターコラボ講座♪
オーケストラの見所＆リハーサルツアー（全２回）

曲 目 百万本のバラ・愛の讃歌　他

出 演
好評
発売中


