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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.14

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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•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

開場 15：30 開演 16：00

つんく♂とコラボの新曲「うまれてきてくれてありが
とう」が大きな話題に。ロングヒット「広い河の岸
辺」、シャンソンの「愛の讃歌」や昭和の名曲も加え
て、心打つ歌唱と表現力で展開するコンサート。

会場
料金

8F大ホール
4,500円 全席指定

出演
曲目

クミコ
※未就学児入場不可

12
12  ㈯

公演
間近

いたずらの天才ゾロリ
が子分のイシシとノシ
シを引き連れ、歌って
踊っておおあばれ！

ふれあいこどもまつり

好評
発売中

開場 10：00 開演 10：30
会場
料金

1F 小ホール
2,500円（当日2,800円） 全席自由

出演 サロンオーケストラジャパン
対象年齢：3歳～大人　※3歳未満入場不可

好評
発売中

南米アンデスの民族楽器ケー
ナを作り演奏しよう。

クリスマス・イヴを舞台
にした、4人の若い芸術
家と2人の美しい娘の純
愛物語。
オペラ鑑賞が初めての
方にもわかりやすいよ
う、解説と日本語字幕
を交えて上演します。

CURIUSメンバーと声楽家による
オペラハイライト「ラ・ボエーム」

12
20 ㈰

公演
間近

ポーランドを代表する
弦楽四重奏団がスクエ
ア荏原に登場！華やか
なプログラムで新年の
幕開けを彩ります。

ポーランド「プリマ・ヴィスタ弦楽四重奏団」
ニューイヤーコンサート

1
16㈯

好評
発売中

チケットの購入方法については裏面をご覧ください。

いたずらぼうけん
ミュージカル

オーケストラ探険コンサート
ウイーンの森の物語

開場 14：30
開演 15：00
（16：30終演予定）

会場 8F大ホール

出演 劇団俳協
全席指定 対象年齢：3歳～小学生　※0歳から入場できます。

Ⓒ原ゆたか／ポプラ社

動物を作るだけでなく、風
船で楽しく遊んじゃおう！

能とピアノを融合させた幻想
的な創作舞曲をメインに、解
説付き仕舞「船弁慶キリ」「羽
衣キリ」、平塚すこやか園年長
児による謡をお届けします。

縁 ～ ENISHI～　能×JAZZ PIANO2
13㈯

好評
発売中

※このコンサートはインターネットでの販売はありません。

迫力の演奏と楽しい
トーク！演奏中の楽
器に触れる、間近で
見られるなど、アイ
ディアいっぱいの体
験型コンサートです。

2
11（木・祝）

かいけつゾロリ
まほうつかいのでし

アンデスの笛「ケーナ」を作り演奏 「びりとブッチィー」と一緒にバルーン体験

開場 13：00 開演 13：30

料金 一般3,000円
小学生以下1,500円

全席指定
出演 山井綱雄(能舞)

木原健太郎(ピアノ)／平塚すこやか園年長児　他

※4歳以上入場可。

会場 ひらつかホール

クミコ
スペシャルコンサート  2015

広い河の岸辺～The Water IS Wide～/
先生のオルガン/百万本のバラ　他

ふれあいこどもまつり実行委員会・児演協　☎5909-3064

●対象年齢：小学生以上●対象年齢：6歳～大人

開場 13：30 開演 14：00

料金 一般1,500円　学生1,000円
全席指定

出演

※未就学児入場不可。
※学生の方は公演当日学生証をお持ちください。

会場 ひらつかホール

服部容子(指揮)/
CURIUSより：柿沼叔子（ピア
ノ）/兼田絵美（ピアノ）/藤澤
みどり（ソプラノ）　他

開場 13：30 開演 14：00

料金 2,800円
全席指定 ※未就学児入場不可。

会場 ひらつかホール

曲目 アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク/美しく青きドナウ/
ワルツ "ドナウ川のさざなみ "
他

申し込み・問い合わせ

料金 1,500円
会場 7F イベントホール

定員 先着25名

時間 12:30～14:30

料金 1,500円
会場 7F イベントホール

定員 先着20名

時間 13:30～14:30

体験しよう！
ワークショップ （事前予約制） 申込

受付中

料金 3,000円（当日3,300円）

※定員〆切の場合はご了承ください。

ジャズピアニスト・木原健太郎と15年来、
数々の競演を重ねてきました。即興でな
く、練り上げられたステージ。息遣いまで
合わせて創り上げた作品は海外でも高い
評価を得ています。新感覚の夢の世界を
是非体感しにいらして下さい！ 

金春流能楽師
山井綱雄



古紙配合率70％
再生紙を使用しています次回　3月 11 日 ㈮  発行予定

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

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

自分をみつける空間
西大井駅前カルチャー

1月期講座 受講生募集中
【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

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（カード不可） 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（カード不可）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
（インターネットのみ）

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（カード不可） 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）

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

•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。
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みずほ銀行
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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

歴史・文化・芸術余禄  ❺

☎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

宴会場としてご利用いただけます
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。

【音楽】音楽探究シリーズ～「音楽の中の異国趣味」「ガーシュインの音
楽と生涯」「新世界交響曲の誕生」【料理】春のおもてなし料理【商連コラ
ボ企画】春の和菓子教室、親子でパン作り【センスアップ】かづきれいこ
監修・デザインテープマスター講座、アロマテラピー入門【手工芸】新聞
で作るエコバッグ、大人の上質アクセサリー～コットンパールのネッ
クレス【フラワー】シルクフラワーで作るコサージュ【親子】赤ちゃんと
話そう！ファーストサイン【教養】九星気学を学んで作る天然石パワー
ストーンブレスレット　※講座の日程はお問い合わせください。

～品川にまつわる昔話～「鮫に追われた若者と観音様」

日　時‥2/4（木）　
　　　　13：00～16：00
受講料‥2,500円
　　　　（教材費別1,000円）
会　場‥きゅりあん

日　時‥１/1９（火）　
　　　　13：30～15：30
受講料‥1,800円
　　　　（教材費別500円）

日　時‥1/14、2/11、3/10（木）
　　　　13：00～14：30
受講料‥4,500円

日　時‥1/14（木）～　
　　　　15：30～17：00
受講料‥10,800円
　　　　（教材費別700円）

※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。

その他にも、スポーツ・
語学・絵画・こども講座
など様々なジャンルを常
時約220講座開設してい
ます。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。

日　時‥1/8、2/12、
　　　　3/11（金）　
　　　　11：00～12：30
受講料‥5,400円

日　時‥2/27（土）　
　　　　10：30～11：30
受講料‥1,500円
　　　　（教材費別300円）
※対象： 生後2カ月～ハイハイ期

日　時‥1/29（金）
　　　　13：30～16：00
受講料‥2,000円
　　　　（教材費別2,000円）

日　時‥1/15、2/19、
　　　　3/18（金）　
　　　　10：00～12：00
受講料‥5,850円
　　　　（教材費別2,400円）

1DAY 1DAY冬こそアンチエイジング　
血液サラサラ巡らせ料理

美的オイル生活　
アマニ油でキレイになる

全３回 全６回運命学の目的　
開運への道

デジカメを活かす
写真撮影のワザ〈中級編〉

全３回 1DAY

1DAY

憧れのスタンダードナンバー
を歌おう

ママも赤ちゃんも笑顔になろう！　
簡単ベビーマッサージ

やさしい上絵付け
色絵雪輪兎文茶碗

季節&体質別ケアを
女性のための東洋医学のセルフケア
～お灸・ツボ・按摩・薬膳～

血液を巡らせる食材で体の内側からしっかりケア。
「味噌で作るスンドゥブチゲ」など予定。

オメガ3系オイルのアマニ油を中心に、健康と美
容に効果的な植物油の使い方と知識を学びます。

中国五術運命学をどのように使っていったら効果
的に開運の道を歩めるかを考察していきます。

㈱ニコンならではの技術解説を含めた中級写真講
座です。
※デジカメはご持参ください。

ジャスや洋楽ポップス、ボサノヴァなどの名曲を
歌っていきます。

育児が100倍楽しくなるベビーマッサージ＆ふれ
あい遊びなど。

陶器の茶碗に日本の伝統文様「雪輪文」と雪の中を
戯れる白兎を描きます。

自分の体質を知り自分にあったケアを。体質改善
をする1週間プログラム作りなど。

その他のNEW講座

新春からのおすすめNEW講座のご紹介

ご利用の12カ月前の月の
1～7日に1カ月分の受付
をし、希望者が多い場合
は抽選（全室利用・品川
区民の利用が優先）。
お申し込みはO美術館窓口
またはFAXで（電話、イン
ターネット。郵送不可）。

Ｏ美術館   展示室のご利用案内
12カ月前から申し込みができます。

しながわ区民ギャラリー
大井町駅前にある個展やグループ展向きのギャラリーです（床面積125㎡）。お申
し込みなど詳しくはお問い合わせください。
品川区大井1-3-6（イトーヨーカドー大井町店8階）☎03-3774-5151

■使用料金（6日1単位）
展示室

全館
第1展示室
第2・3・4展示室

約365㎡
約57㎡

各約55㎡

区民
216,000円
各室

54,000円

区民以外
324,000円
各室

81,000円

床面積 使用料金

利用期間
開館時間
休館

金～水
10:00～18:30
木曜日　年末年始

■申し込み

全３回

　組曲「しながわ物語」第5番の題材になったのは鎌倉時代のお話です。品
川沖を走る漁船「観音丸」が今までに見たこともない大鮫に襲われました。
船に乗った七人の若者たちは死にもの狂いで櫓をこぎますが、力もいよいよ
限界です。「仕方ない…鉢巻を海に投げ、一番早く沈んだものが海に飛び込
み犠牲になる…その間に他の者は逃げる…どうだ？」観音丸の持ち主の息子
である年長の若者が提案をしました。その意見に全員が賛成し、合図でいっ
せいに鉢巻を海に投げました。一番早く沈んだのは、言い出した年長の若者
の鉢巻でした。「よし、約束だ。」意を決した若者は、観音経を高らかに唱え
海に飛び込みました。大鮫が若者を追って海中に沈んでいったので、残った
六人は急いで海岸に向かって櫓をこぎます。すると驚いたことに沈んだはず
の若者がぽっかりと海面に浮かんできたのです。そして大鮫は二度と海面に
姿を現しませんでした。助かった若者が腹に手をあてると、腹帯の中に肌身
離さず身に付けていた観音像が見つかりません。若者の一家は船の名前を「観
音丸」とするほど熱心な観音様の信者だったのです。
　それから何年か経ったある日、品川沖の網に小舟ほどもある大きな鮫がか
かりました。その鮫の腹を切ると、中からあの若者の観音像が出てきたのです。
きっと身代りになってくださったのだろうと、若者は改めて感謝をしました。
　この話を鎌倉幕府に報告したところ、執権の北条時頼はその海辺の近くに
お堂を建て、観音菩薩を安置しました。そのお寺は「海晏寺」と名付けられ、
そのあたりの土地を「鮫洲」と呼ぶようになったのです。
　組曲しながわ物語では、スリリングな楽曲にセリフを交え、この物語を表
現しています。

（大井町駅より徒歩1分）
・イベントホール（立食：最大500名程度）
・大・中・小会議室（20～ 90名程度）
　　　　　　　☎5479-4100

夜間のみでもご利用いただけます。
お気軽にご相談ください。

問い合わせ

きゅりあん
（武蔵小山駅・戸越銀座駅・荏原中延駅より徒歩10分）
・イベントホール（立食：最大400名程度）
・大・中会議室（30～ 70名程度）
　　　　　　　☎5788-5321問い合わせ

スクエア荏原


