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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.15

発行部数：144,000

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 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

料金 1,000円　小学生以下 500円
開場 12：00 開演 12：30

「小さい時から生の音楽にふれてもらいたい、幅広い年齢の方に楽
しんでもらいたい」をコンセプトに、対象年齢別の2回公演で開催
します。ピアニスト4人・歌い手1人というCURIUSならではのプ
ログラムで、誰でも気軽に楽しんでいただけるコンサートです♪

童謡などの楽しい曲を中心にお届けします。弾
き手が次々に替わる「ぐるぐるピアノ」など♪

曲目

出演 CURIUS（品川区民芸術祭新人オーディション入賞者ユニット）

（13：20終演予定）

＜特典＞ ①公演タイトルへの事業者名等の表示 （例：○○商事Present’s/○○開業10周年記念コンサート）
 ②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 
 ③チラシ・プログラムへの広告掲載 
 ④額に応じて招待席を提供

ディズニーメドレー／アイアイ／
パンダうさぎコアラ　他

「冠コンサート協賛」等募集のお知らせ (公財)品川文化振興事業団では、下記のような協賛制度を設けております。
何卒ご支援・ご協賛をいただきますようお願いいたします。

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（所要経費の概ね2割程度）

＜特典＞ ①ホームページ・インフォCURIA・チラシ・ポスター等の協賛欄への事業者名等の表示 
 ②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（1口2万円）

※詳しくは品川文化振興事業団ホームページをご覧ください。【平成28年度対象事業】

※公演名は仮のものです。
※日程・出演者等変更になる場合もございます。
※上記以外に公演が追加される場合がございます。

  きゅりあん 大ホール
9/11㈯
岡村孝子コンサート
10/2㈰
品川区民芸術祭2016
Dream Stage（演劇）
【出演】
劇団スーパー・エキセントリック・シアター　他
11/19㈯
フレッシュ名曲コンサート
【出演】
大井剛史（指揮）
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）　他
12/18㈰
キッズ・ミート・ミュージック
コンサート＆ワークショップ 
1/13㈮
きゅりあん新春寄席
2/4㈯
能＆狂言
【出演】野村萬斎　他

  きゅりあん　小ホール
10月
S-NTK舞台公演
【出演】五月梨世（元宝塚歌劇団）

  スクエア荏原  ひらつかホール
8月
ファイヤーヒップス
【出演】東貴博　他
8/20㈯
おしゃべりなパントマイム
【出演】カンジヤマ・マイム
9/16㈮
ラ・クァルティーナ（N響チェロ四重奏）
【出演】藤森亮一　他
10月
スクエア荏原 もみじ寄席
1/28㈯
劇団飛行船
マスクプレイミュージカル

  喜多能楽堂（上大崎4-6-9）
11/5㈯
古典の日記念
品川能楽鑑賞会（喜多流）

平成28年度 公演予定

 公演日 公演名（仮称） 会場
8/20㈯ おしゃべりなパントマイム スクエア荏原 ひらつかホール
9/11㈯ 岡村孝子コンサート きゅりあん 大ホール
9/16㈮ ラ・クァルティーナ（N響チェロ四重奏） スクエア荏原 ひらつかホール
10月 スクエア荏原 もみじ寄席 スクエア荏原 ひらつかホール
12/18㈰ キッズ・ミート・ミュージック きゅりあん 大ホール
1/28㈯ 劇団飛行船 マスクプレイミュージカル スクエア荏原 ひらつかホール
2/4㈯ 能＆狂言 きゅりあん 大ホール

会場 1F小ホール

全席指定 ※2歳まで保護者ひざ上鑑賞無料、座席が必要な場
　合は有料。

料金 2,000円

開場 18：00 開演 18：30
会場 ひらつかホール

出演 柳家三三／三笑亭夢丸／
ホンキートンク　他

全席指定
料金 3,500円

開場 13：30
開演 14： 00
会場 ひらつかホール

出演 石川綾子　他
全席指定

若くして全豪No.1となり、その超絶技巧から「デ
ビルズアヤコ」の愛称を持つ石川綾子の、ジャン
ルにとらわれないヴァイオリンコンサート！

古典落語の名手・若手実力派の柳家三三
がスクエア荏原に再び登場！卓越した話
芸をお楽しみください。

料金 1,500円　中学生以下 1,000円
開場 15：00 開演 15：30

ピアノ2台を使って演奏する「動物の謝肉
祭」やオペラ曲「蝶々夫人」など♪

曲目

（17：00終演予定）

ピーターと狼（おはなし付）／
動物の謝肉祭（2台4手）／蝶々夫人　他

全席指定 ※未就学のお子様も入場できますが周りのお客様へご配慮願
　います。
※2歳まで保護者ひざ上鑑賞無料、座席が必要な場合は有料。

間口14ｍの大迫力！ 三面スクリーンに多彩な光で劇を創造する
「光の芸術」！！
江戸時代に生まれた映像芸能、日本アニメの原点と言われる「写し絵」
で上演する『だるま夜話』。豊かな表現力と躍動感あふれる影絵人形劇
『大きな古時計』『とべないホタル』。大人の方も楽しめる公演です。

出演 劇団みんわ座

CURIUS
メンバー

5
7 ㈯

好評
発売中

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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財
）
品
川
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化
振
興
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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

チケットの購入方法については裏面をご覧ください。

柿沼叔子（ピアノ） 亀島智子（ピアノ） 宮澤尚子（ピアノ）兼田絵美（ピアノ） 藤澤みどり（ソプラノ）

2回公演

0歳から楽しめる！1回目

影絵人形劇・江戸写し絵
「だるま夜話」「大きな古時計」「とべないホタル」

7
30 ㈯

4/22㈮
発売

スクエア荏原
あじさい寄席

6
3㈮

3/18㈮
発売

石川綾子ヴァイオリンコンサート
in  スクエア荏原

7
2㈯

4/8㈮
発売

開場 12：30 開演 13：00
会場
料金

8F大ホール
2,000円　小学生以下1,000円

全席指定 ※4歳から入場可。

CURIUSファミリーコンサート 
～ピアノとうたでめぐる～ 音楽のどうぶつえん
キ ュ リ ア ス

（対象目安：0歳～小学校低学年）

小学生から大人まで！2回目

（対象目安：小学生～）

【だるま夜話】
掛軸から跳び出した「だるま」が、酒
を呑み、酔って踊り…。だるまが引き
起こす痛快、珍騒動！

【とべないホタル】
羽がちぎれて飛べないホタルがいました。草の陰でクモ
が網をはって、降りてくるホタルを狙っています。飛べ
ないホタルは空に合図を送り、仲間に危険を知らせるの
ですが…。優しさといたわり、友情を爽やかに描く感動
の物語。

【大きな古時計】
この名曲には、胸を打つ感動の実話が
ありました。今も町の誇りとして保存
される大時計の秘話をお贈りします。

柳家三三 三笑亭夢丸 石川綾子



古紙配合率70％
再生紙を使用しています次回　5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

4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）

•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

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。

【センスアップ】心と向き合う整理収納術、パーソナルカラー診断【手工芸】四季を描く上絵付け、
大人の上質アクセサリー【フラワー】シルクフラワーとドライフラワー【音楽】夕べの唄声教室、
音楽探究シリーズ～「言葉と音楽のマリアージュ」・「ベルリオーズ「幻想交響曲」の魅力に迫る！」・
「モーツァルトの晩年の二大名曲探訪」・「マーラー交響曲各曲探訪」【趣味・教養】デジカメを活か
す写真撮影のワザ＜中級編＞【料理】商連コラボ企画～「お手軽食材で、フレンチコース！」・「時
短でできる簡単パーティー料理」【こども】こどもチアダンス＜リトル＞

※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、様々なジャンルの講座を常時約220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ホームページをご覧ください。

日　時‥４/17（日）　
　　　　10：00～12：00
受講料‥1,900円
　　　　（教材費別1,750円）

1DAY「オルネ・リボン・プリザーブド」or
「クリスタルパフューム」フラワーアレンジ
水やり不要な枯れない生花のプリザと、石鹸の香
りがほのかにする永久保存可能なパフュームフラ
ワーのアレンジのどちらかをお選びください。
※画像はプリザ作品です。

春からのおすすめNEW講座のご紹介

その他のNEW講座

日　時‥5/8、6/12（日）　
　　　　10：00～11：30
受講料‥3,600円
　　　　（教材費別3,600円）
対　象‥中学生以上

全2回樹脂粘土で作るミニチュアフード

乾燥後も艶が残り透明感がある樹脂粘土を使って、
ミニチュアサイズのパフェとパンケーキを作りま
す。ストラップとしてお持ち帰りいただけます。
※パフェグラス高さ約3cm、パンケーキ皿約4cm。

日　時‥5/7・14・28（土）　
　　　　10：00～12：00
受講料‥4,950円

全3回描く時間を楽しもう！
はじめての風景スケッチ
紙と鉛筆さえあれば、誰でもどこでもできるスケッ
チ。描くこと自体の楽しさを改めて体験していた
だく講座です。
※5/14・28外出（メイプルセンター周辺）。雨天時教室。

日　時‥４/28、5/26、6/23（木）　
　　　　13：00～15：00
受講料‥5,400円
　　　　（教材費別2,300円）

全3回古木明美 監修
PPバンドで編むはじめてのプラかご
手芸用PPバンドを使って人気のベトナム風プラか
ごを編みます。薄くて丈夫、水にも強い素材なの
で毎日活躍する便利なバッグです。かご作りの基
本の技術を学びます。

日　時‥4/25（月）～
　　　　12：00～12：50
受講料‥4,500円
　　　　（教材費別500円）

全5回ウクレレをはじめよう！＜基礎トレ＞

初めてウクレレに触れる方から、ブランクのある方、
基礎の基礎から見直したい方が対象です。

日　時‥４/19（火）～　
〈夕方〉   15：30～18：00

〈夜間〉   18：00～20：30
受講料‥各11,400円
　　　　（教材費別7,500円）

各全6回ドールドレスメイキング

着せ替え人形（約30cm）用の衣装を作ります。古
布や和布なども取り入れながら、市販品とは違っ
た手作りドールドレスを楽しみましょう。

こちらも同時募集中！

日　時‥4/19（火）～　
　　　　13：00～15：00
受講料‥7,500円
　　　　（教材費別9,000円）

全5回

可愛い布は大好き！だけど縫うのは苦手。そんな
方のために誕生したのが縫わずに仕上がる「布切
り絵」です。針と糸を使わず、ハサミだけで日本
の文様が美しく仕上がります。

日本の文様  布切り絵

日　時‥4/17（日）
　　　　13：00～16：00
受講料‥2,500円
　　　　（教材費別1,200円）

1DAY野菜ソムリエが教える！
新緑の季節にグリーンで楽しむコース料理

「春キャベツと鶏肉の生春巻き、パセリソース」「タ
ケノコとわかめの洋風スープ」「鮭のハーブクラス
トロースト、緑野菜のソテー添え」「抹茶ババロア」
を予定。

会場　きゅりあん

「しながわ 物語  ～ワンダーランド東海道～」
品川区民芸術祭2016  Dream Stage

ド　リ　ー　ム ス テ ー ジ

劇団スーパー･エキセントリック･シアター（SET）指導のもと、オリジナル舞台「しな
がわ物語」（きゅりあん大ホール）に出演しませんか。
お芝居（メインキャスト含む）またはダンスでの参加を男女問わず幅広く募集します！
組曲「しながわ物語」を楽しい舞台にしよう！品川区の歴史を、舞台を通じてもっと知
ろう！プロの劇団員が丁寧に指導しますので、未経験者も安心してご参加ください。

区内在住・在学・在勤の男女（小学生～60歳代まで）で、
稽古（7日以上）とリハーサル、本番に参加できる方50人。

【しながわ物語 ～ワンダーランド東海道～ あらすじ】
　品川のとある高校に留学生がやってきた。日本が大好きで歴史や習慣、伝承などを質問してくる留
学生をクラスメイト達は肝試しにさそい、放課後、江戸時代に処刑場があった「鈴ヶ森刑場跡」へ連
れて行った。薄暗い処刑場跡、そこへ美しい少女が突然現れ、不思議な力で彼らを遠い過去へといざ
なう！組曲「しながわ物語」をベースに、品川の伝承伝説を織り交ぜ創り上げる冒険ミュージカル！
～劇団スーパー・エキセントリック・シアター（SET）～
“ミュージカル・アクション・コメディ”を掲げて設立され、2014年に創立35周年を迎
えた。北品川に稽古場をかまえ、三宅裕司が座長を務める。昨年度の「しながわ運河
クルーズ」のカッパとしての案内役や、NHK「あさイチ」のミュージカルコントが話
題になっている。

対象・募集人数

参加費 大人2,000円　高校生以下1,000円（レッスン料）
※途中キャンセルされた場合、参加費はお返しできませんのでご了承ください。
※小学校4年生までのお子さんは原則稽古会場までの保護者送迎をお願いします。
※応募者多数の場合は抽選となります。

稽古日程
日程 時間 場所

① 5/24（火） 18:00～21:00
② 5/31（火） 18:00～21:00 
③ 6/12（日） 13:00～16:00 
④ 6/26（日） 13:00～16:00 
⑤ 7/3（日） 13:00～16:00 
⑥ 7/24（日） 13:00～16:00 

⑦ 8/2（火） 1部　13:00～17:30
  2部　17:30～21:00 

⑧ 8/3（水） 1部　13:00～17:30 
  2部　17:30～21:00 

⑨ 8/4（木） 1部　13:00～17:30 
  2部　17:30～21:00 

⑩ 8/5（金） 1部　13:00～17:30 
  2部　17:30～21:00 

⑪ 8/6（土） 1部　13:00～17:30 
  2部　17:30～21:00 
⑫ 8/28（日） 13:00～16:00
⑬ 9/4（日） 13:00～16:00 
⑭ 9/25（日） 13:00～16:00 

五反田文化
センター

SET稽古場
（北品川）
※1部・2部
どちらかを
選択して
いただきます。

五反田文化
センター

リハーサル
日程 時間 場所

　9/27（火） 18:00～21:00
　10/1（土） 時間未定

きゅりあん
大ホール

公演日
日程 時間 場所

　10/2（日） 時間未定 きゅりあん
大ホール

3/31（木）
必着

〒140-0011
東大井5-18-1
（公財）品川文化振興事業団
「ドリームステージ応募」係

※何も記入しないで
　ください

往信表面 返信裏面

往信

ご自分の住所
　氏　　　名　様

返信表面 往信裏面

返信

応募用の往復はがきの記入例

応募先・問い合わせ
（公財）品川文化振興事業団 文化企画係
〒140-0011東大井5-18-1
　　bunka@shinagawa-culture.or.jp
☎03-5479-4112

申込方法：メールもしくは往復はが
きに「ドリームステージ応募」と記
載し、①～⑧を明記の上、ご応募くだ
さい（3/31必着）。
①郵便番号・住所 ②氏名（ふりがな）・
性別 ③年齢および学年 ④緊急時連
絡先 ⑤区内在学・在勤の場合は学校・
職場名 ⑥お芝居・ダンスの希望（経
験年数） ⑦8/2～6の1部・2部の参
加希望（5日分） ⑧参加不可の稽古日

①～⑧を
ご記入ください

お芝居＆ダ
ンスの

出演者募集
!


