
　2011年秋に初めてアリーナ・イブラギモヴァ
の演奏を聴いたときの衝撃を、なんと言い表し
たらよいだろうか。
　バッハの3曲の「無伴奏パルティータ」だけ
というプログラムで、ヴァイオリンを手に私たち
聴衆の前に現れた彼女は、はにかむような微
笑みを浮かべながら、ステージの中央にひとり
静かに立った。だが、ひとたび決然と演奏を始
めるや、そこから流れ出る音楽はあくまで気高く、
ホールの中の空気は凛として張り詰めていった
のである。
　彼女のいったいどこに、こんなにも強いもの
が秘められていたのかと思うほど、バッハの音
楽は遙かなる高みへと登りつめていく。全身全
霊──イブラギモヴァの演奏を形容するのに、

これ以上の言葉はないだろう。音楽をする喜び
と作品に対する敬意を全身で表しながら、作品
の世界に没入していくその姿は崇高ですらある。
そして、私たち聴き手の魂は、ときには浄められ、
ときには揺さぶられながら、わしづかみにされて
いくのだ。
　1985年にロシアの音楽一家に生まれたア
リーナは、95年に家族とともにロンドンに移住
して若き日から頭角を現し、大きなコンクールに
入賞してではなく、さまざまなアーティストとの
共演で着実にその評価を高めていった。
　そして、この数年間で確実に世界のトップ
アーティストに躍り出た彼女が、パルテノン多
摩の小ホールにやってくる。座席数300余りの、
演奏家の息遣いが間近に聞こえてくるような場

所で、その演奏を聴くことができる人は幸運で
あるとしかいいようがない。
　しかも、「ヴァイオリン・アローン」という演奏
会のタイトルが物語るように、バッハ以前の時
代に書かれたビーバーの「パッサカリア」から、
極めつけの「シャコンヌ」が聞けるバッハの「無
伴奏パルティータ第2番」、そして20世紀の傑
作であるイザイの「ソナタ第3番」とバルトーク
の「無伴奏ソナタ」という、無伴奏の作品ばか
りで勝負する潔さこそが、イブラギモヴァの真骨
頂だ。
　全身全霊をかけたイブラギモヴァ渾身の演
奏、完売必至の公演だけにチケットのご購入は
ぜひお早めに。きっと、生涯忘れられないコン
サートになるだろう。 文：岩野裕一（音楽ジャーナリスト）

ミュージックサロン・シリーズ 2015-2016
多摩を彩る室内楽6景 vol.20

アリーナ・イブラギモヴァ
ヴァイオリン・アローン
～百年にひとりの逸材、

ロシアの星アリーナの魅力～

ビーバー：パッサカリア ト短調
J.S.バッハ：パルティータ第２番二短調 BWV1004

イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ
第３番「バラード」＊G.エネスコに献呈

バルトーク：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

2016年3月27日（日）
15：00開演 小ホール

／ ／チケットぴあ 
￥4,500 ￥5,000

生涯忘れられないコンサートの予感
アリーナ・イブラギモヴァ
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石田泰尚＆
山本裕康 DUO！ 
～クラシック界の新境地に挑む 人気デュオ～

鈴木秀美
ベートーヴェンを弾くⅡ 
～18世紀スタイルの再現から得る新たな驚きと発見～

小林美恵＆
荘村清志 DUO！
～新たな音楽的境地に挑む躍動のデュオ！～

堀米ゆず子
ヴァイオリン・リサイタル
～世界的ヴァイオリニストと過ごす心豊かなひととき～

©K.Miura

Vol.3  
交響曲の父ハイドンってこんなに多才だったんだ！！ 目から鱗のコンサート！

鈴木秀美KLASSIKの世界
～ 楽 長  ハイドン 氏 の 超 多 忙 な日常 ～

ハイドン：交響曲第60番ハ長調「うかつもの」
　　　　　管楽合奏のためのディヴェルティメントヘ長調
　　　　　ピアノ三重奏曲ホ短調（ヴァイオリン：荒木優子/フォルテピアノ：上尾直毅）
　　　　　歌劇「月の世界」からフラミーニアのアリア（ソプラノ：中江早希）
モーツァルト：コンサート・アリアK.418

古典派時代の音楽会の
雰囲気を感じていただくた
め、交響曲を分割し、その
合間に他の作品を演奏す
る構成をとります。

指揮・進行・チェロ：鈴木秀美　管弦楽：オーケストラ・リベラ・クラシカ

年会費
¥2,000

パルテノン多摩
友の会 アテナクラブ

多摩センター駅下車 徒歩5分
京王相模原線（都営新宿線乗入れ）
•新宿駅から特急・準特急利用で直通約30分
　急行・快速「橋本」方面直通約35分～40分
•調布駅から「橋本」方面15分
小田急多摩線（東京メトロ千代田線乗入れ）
•新百合ヶ丘駅から「唐木田」方面直通約15分
•表参道駅から多摩急行「唐木田」方面　
　直通約40分
多摩都市モノレール
•立川南駅から「多摩センター」方面22分

P駐車場（200台収容 7：00～23：30）
2,000円以上のチケットをお持ちの方に、公演当日駐車割引券（2
時間）をお渡しします。その割引券は当館駐車場の他、多摩センター
地区共同利用駐車場（約3,000台収容）でもご使用いただけます。

交通のご案内ACCESS お時間には余裕をもってお出かけください

■チケットはチケットパルテノン、セブン-イレブン、郵送でお引き取りいただけます。
　※セブン-イレブンでのお引取りには、別途手数料がかかります。
　※セブン-イレブンでお引取りできないチケットもあります。
■料金は消費税込み
■やむを得ない事情により、出演者などが変更になる場合があります。
■学生券はご購入時に証明書の提示が必要です。あらかじめご了承ください。

チケットのお申込み・お問合せTICKET
チケットパルテノン
休館日を除く10：00～18：00

042-376-8181
http://www.parthenon.or.jp

042-337-9255www.parthenon.or.jp/athena/
10：00～12：00、13：00～17：00（日、水、祝、休館日は休み）アテナクラブ事務局

ご入会・お問合せ

特 典

会員先行販売
会員割引（一般価格よりおよそ10％～15％割引）

チケット無料配送サービス

1
2
3
１～2は対象外公演あり。※詳しくはお問合せください。

飲食割引あり

メールマガジン配信・
パルテノン多摩News送付4

5

会員
募集！

ご入会はパルテノン多摩総合案内またはインターネットで

パルテノン多摩 メセナ・メンバー
公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩）に

ご協賛いただいている法人・団体のご芳名を掲載しております。
ＥＣＣ／今治建設株式会社／医療法人社団めぐみ会／株式会社サニーワークス

株式会社サンリオエンターテイメント／株式会社ベネッセコーポレーション
京王電鉄株式会社／司法書士小林誠治事務所／新都市センター開発株式会社

多摩大学／東急自動車学校／株式会社多摩ニュータウンサービス
株式会社フラットステージ／中央ビルサービス株式会社／株式会社ハリマビステム
株式会社八洋／学校法人 桜美林学園／東京労音府中センター／丸茂電機株式会社

／ ／チケットぴあ ￥3,600 ￥4,000 ￥1,000
3.6㊐15：00開演 大ホール

4.30 sat第 1回

ラハフ・シャニ
ヴァイオリン：佐藤俊介
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
マーラー：交響曲第1番「巨人」

グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
ムソルグスキー（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」

ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ビゼー：「アルルの女」第2組曲
ベルリオーズ：幻想交響曲

パルテノン
名曲シリーズ

c o n d u c t o r

グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲

オラリー・エルツ
ピアノ：アンナ・フェドロヴァ

c o n d u c t o r

シルヴァン・
カンブルラン

c o n d u c t o r

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
チャイコフスキー：交響曲第4番

小林研一郎
ピアノ：松田華音

c o n d u c t o r

©読響

©Marco Borggreve

©Aymeric Giraudel

©Bernhard Musil/DG ©得能通弘

©武藤章

©T.Okura

©Jetta Deplazes©Gilles-MarieZimmermann

各回とも15：00開演 大ホール
※チケットパルテノン
店頭及び電話予約のみ￥12,800［発売中］ ￥15,300［発売中］4回セット券

￥4,300 ￥4,800 ￥2,000
親子ペア ￥5,300 親子ペア ￥5,8001回券

第1回 1/23㊏ 1/30㊏
※6月公演以降の1回券の発売日は決定次第お知らせします。
（各開催の4～3ヶ月前を予定） 

1回券発売日 ※親子ペア券：大人1人と小・中・高校生1人のペア。こども2人目以降は1人1,000円。※親子ペア券、
4回セット券はインターネット予約はできません。※アテナ会員、学生券の取扱はチケットパルテノンの
み。学生券をお求めの方は公演当日、学生証を提示していただく場合があります。

［4回券・親子ペア券］  ［1回券］ ／ ／読響チケットセンター
／読響チケットWEB／チケットぴあ／カンフェティ

チケット取扱い

※親子ペア券：大人１人と小・中・高校生１人のペア。
こども２人目以降は１人1,000円。※6回券、3回券、
親子ペア券はチケットパルテノン及び電話予約のみ
取扱。（インターネット予約はできません）※6月公演
以降の1回券の発売日は決定次第お知らせします。

6.12 sun第 2回 12.3 sat第 4回10.2 sun第 3回

©読響

不動の人気、柳家花緑が 3年ぶりにパルテノン多摩落語会に登場！
春の足音聞こえるこの季節、花緑落語をたっぷりとお楽しみください！

￥2,800 ￥3,100 ￥1,500 ※当日券は各￥500増し ／ ／チケットぴあ／ローソンチケット 

3/12㊏14：00開演 小ホール

1.24㊐15：00～ 5階シティーサロン
［出演］鈴木秀美 ［特別ゲスト］中江早希
先着100名（定員になり次第締切） 入場無料

どなたでも
参加
できます

特別レクチャー開催
このコンサートを更に興味深く聞くための

ミュージックサロン・シリーズ 2016-2017

～ 極 上 の 室 内 楽を求めて～  小ホール　15：00開演（vol.21のみ19：00開演）

トリスターノ 
ピアノ・リサイタル
～伝統と革新～時空を超える新時代の奇才ピアニスト！

マハン
チェンバロの魔術師
～世界が認めた21世紀チェンバロの逸材～

ピアノ：フランチェスコ・トリスターノ

チェンバロ：マハン・エスファハニ

ヴァイオリン：石田泰尚　チェロ：山本裕康

チェロ：鈴木秀美　フォルテピアノ：小倉貴久子 ヴァイオリン：小林美恵　ギター：荘村清志

ヴァイオリン：堀米ゆず子　ピアノ：津田裕也

5.30mon
vol.

21
vol.

22

vol.

24
vol.

25
vol.
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9.10sat

6.26sun

10.15sat 2.19sun

7.30sat

2017 

2016 
ぽこぽこフェスタは、舞台アートにふれて、びっく
りしたり、感動したり、わくわくできる参加体験プ
ログラム。パルテノン全館が子どもとステージ
アートの出会いの街になる！

まるごと１日おもしろ体験！

主催・企画制作：認定NPO法人多摩子ども劇場　
後援：多摩市、多摩市教育委員会、八王子市、八王子市教育委員会

認定NPO法人多摩子ども劇場 042-376-7651

場所：パルテノン多摩全館
2/7㊐ オープニング10：00～

エンディング16：00～

プログラム A

プログラム B

◆ みんなでオープニング

● ステージ体験
　  ～雪をふらせてみよう～
①20人／30分

　②★20人（小学生以上）／30分
フラットステージ

● 演劇で遊ぼう！
①・②20人／45分

　③20人（小学生以上）／60分
神山一郎

● ガムラン
①・②・③15人／45分
中田一子

まちの広場のステージ
• モンブランのマジックショー
• イッツフォーリーズの歌とダンス
• to R mansionのダイナミックパフォーマンス

みんなでエンディング

そのほかにも参加できるプログラムがいっぱい！
• えほん＆カフェ 
• 通路での神出＆鬼没パフォーマンス
 「to R mansion」
• マジックサウンドルーム
• キッズファクトリー

1日参加券で体験できるブースプログラム A プログラム B   1日参加券がなくてもはいれるブース

●…定員あり（先着順） ◆…出入り自由
★…事前申込制（先着順）

プログラムAのブースに入場をご希望の場合は、付き添いの大人の方も「一日参加券」をご購
入ください。（※ワークショップの性格上、付添いの方の「見学」が出来ない場合もあります。）
プログラムAには、当日先着順など定員のあるブース（●印）、ひらいている時間内は出入り自
由のブース（◆印）があります。また、時間帯によって年令制限や事前の申込が必要な場合も
ございます。プログラムの内容や時間は、都合により変更することがございます。

事前申込プログラムのお申込み方法
ステージ体験②、ダンスの挑戦！？①、ミュージカル①、パントマイム②に参加ご希望
の方は、一日参加券をご購入後、メールにてお早目にお申込みください。
　　　　 2/5㊎先着順　　　　　　offi ce@tama-kodomo.com
①お買い求めの1日参加券の番号 ②ご希望のプログラム名「ステージ体験」「ダ
ンスの挑戦」「ミュージカル」「パントマイム」のいずれかを記入 ③氏名（ステージ
体験は参加する保護者名も） ④学年 ⑤性別 ⑥住所 ⑦連絡先電話番号

小学生・幼児（3歳～未就学児） ￥500　
大人（中学生以上） ￥200
※各定員あり ※未就学児は保護者の同伴をお願いします。

1/4㊊発売 
1/5㊋発売

1 日 参 加 券

● ダンスの挑戦！？
①★20人（小学生以上）／90分

　②親子15組／45分
楠原竜也

● ドラムサークル
①・②・③30人／30分
ドラムサークルファシリテーター

協会 橋田ペッカー正人

●◆ 雅楽
①●20人／45分

　②◆20人／45分
怜楽舎　

主催：東京都／子どもたちと
芸術家の出あう街実行委員会

● ミュージカル
①★30人（小学生以上）／90分

● ダンスで遊ぼう
①・②親子15組／30分
オールスタッフ／イッツフォーリーズ

● パントマイム
①30人／45分

　②★30人（小学生以上）／90分
チカパン

● モンちゃんの
　 マジック教室
①・②30人／60分　

　材料費100円（スプーン代）
モンブラン

◆ 人形・げき・音・あそび
● ちょこっとワークショップ！
①・②30人／30分
人形劇団パペットボックス

／タカパーチ　協力：ＴＡＭＡ
人形げきまつり実行委員会

◆ こま　
こまのたけちゃん

協力：多摩市児童館有志

◆ 影絵　
かかし座

◆ ブラスバンド楽器
多摩市民ブラス

￥18,000
￥21,000

6回券 ￥ 9,500  
￥11,000〈前3回or後3回〉

3回券

しめきり 申込先

ご注意

￥3,600 親子ペア ￥4,600
￥4,000 親子ペア ￥5,000 ￥2,000

1回券
〈vol.21〉

／ （1回券のみ）／チケットぴあ 2/27㊏発売 3/5㊏発売6回券、3回券、1回券〈vol.21〉発売日



《凡例》 …講師  …対象  …定員  …参加費用  …持ち物  …申込方法  …お問合せ 敬称略

《凡例》 大=大ホール　小=小ホール　特 =特別展示室　ギャ=市民ギャラリー 公益財団法人多摩市文化振興財団の主催等の催し以外で、主催者が希望された催しのみを掲載しています。
時間や内容などが変更される場合がありますので、あらかじめ主催者等にご確認のうえご来場ください。

《2月》　　　　 日程・時間 会場 タイトル 入場料 お問合せ

10㊌ １８：３０～２０：３０ 小 第４回リトルプリマコンクール
ジョイバレエ OPEN SPACE 入場無料 ジョイバレエ OPEN SPACE

０４２-５９４-５１４１

12㊎ 19：00～20：30 小 第３３回アンサンブルチェトラ定期演奏会 入場無料 アンサンブルチェトラ
０８０-４８３３-３２３２

29㊊ １８：００～ 小 Ｐｒｏｊｅｃｔ＿Ｓ ～今までにない演奏会をあなたに～ 入場無料 代表 鎮野　０８０-９６８３-６１７３

1/29㊎
～2/3㊌

９：００～１７：００
※最終日は１２：００まで

ギャ
第１３回多摩市公立小・中学校連合図画工作・美術展 自由入場 多摩市教育委員会教育指導課　　　　　　　　　

０４２-３３８-６９１３

《1月》　　　　日程・時間 会場 タイトル 入場料 お問合せ

 9㊏ １５：００～１８：００ 小 第２５回ピアノ発表会あんだんて 入場無料 上野（大野） 理恵子　０４２-３７３-２５４７

10㊐ １０：００～１６：００ 小 シンシュンコンサート 入場無料 (株)きくちピアノサービス　０４２-３７５-３６８４

11㊊・㊗ １４：００～１５：４５ 小 林田明子ソプラノリサイタル
全席自由 一般￥２，５００
　　　　 学生￥２，０００
　　　　 当日券￥３，０００

Piacere（高橋）　０４２-５９１-８６６８

17㊐ １４：００～１６：００ 大 第３２回稲城フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会 全席自由 ￥1，00０ タカハシミュージックプラザ　０４２-３７７-２１３３

23㊏ １４：００～１５：４５ 小 多摩スマイル吹奏楽団　第１４回定期演奏会 入場無料 第１４回定演実行委員会（阿久津）
０５０-６８６７-１７１７

30㊏ １６：３０～１９：１５ 大 日本大学第三高等学校吹奏楽部第４４回定期演奏会 入場無料 日本大学第三高等学校吹奏楽部
０４２-７８９-５５３５

31㊐ １４：００～１６：１０ 大 混声合唱団「うたの森」　第１７回定期演奏会 全席自由 ￥２，０００ 大崎 純　０４２-６３７-５６２５

施

設

ご

利

用

情

報

月曜 15：00から  1/4､1/12､1/18､1/25､2/1､2/8､2/15､2/22､2/29
土曜 10：15から  1/9､1/16､1/23､1/30､2/6､2/13､2/20､2/27

※月曜日が祝日の場合は翌日火曜日に実施します ※申込不要／無料 ※当日歴史ミュージアムに直接お集まりください

季節
プログラム 「ヲルゲル・コンセルト

～ORGEL CONCERT～」
江戸時代末期、オランダから日本へストリート・オルガ
ンが渡って来ました。オルガンや自動で演奏する道具
のことを意味する「ヲルゲル」がなまって「オルゴール」
という言葉が生まれました。今回は、自動パイプオルガ
ンを中心とした「ヲルゲル」のコンサートを行います。

2/7㊐開催の「ぽこぽこフェスタ2016」
参加者は大人・子どもとも無料です！
演奏体験じゃんけん大会を行います！

1/9㊏～3/19㊏の毎週土曜日
14：00～（20～30分間）

子
こ

どもと親
おや

子
こ

の体
たい

験
けん

室
しつ

入場無料
実費のかかる
体験あり

㊏㊐㊗11：00～16：00（土曜は12：30から）開室日

1月のテーマ

交流プロジェクト

「ぴかぴか光る」
写真、万華鏡などの
光を使った技術を学びましょう！

歴史ミュージアム企画展「落合白山神社旧拝殿の変遷
と宮大工の大工道具（仮）」に合わせて、木を使った工作
や、組み立てる面白さを学びます。

11：00～16：00
ステージ衣装やパフォーマンスができる
自由プログラムを行います！

　　　　　 カナコ 多摩地域出身。武蔵野美術大学日本画科卒。美術大学
で学んだ色彩の知識を生かしたハイセンスなデザインが周囲の好評を得る。
「ビーズジュエリー 大人の色使いレッスン52」他の著書を出版。

1/24㊐ 13：30～15：30
きらきら光るクリスタルビーズを使ってみよう！
ビーズデザイナー・カナコさんに教えてもらって、
本格的なアクセサリーを作ります。

カナコ（ビーズデザイナー）
小学3年生以上（保護者同伴歓迎）　 10名（先着順）
¥1,500　 1/4㊊10：00～HPにて受付

「クリスタルビーズで
 アクセサリーをつくろう！」

開催中～1/18㊊
10：00～18：00
2階 歴史ミュージアム
映像コーナー横 入場無料

入場無料

東京オリンピックがおこなわれた昭和39年は、多摩村から多摩
町に変わった年でもありました。東京オリンピック当時の写真
と関連資料および多摩村の町制施行関連資料を展示します。

今回は、さまざまな形で構築されて
きた植物と動物の「共生系」につい
てのお話です。特に植物と花粉を
運ぶ生物との関係の進化につい
て、詳しくうかがいます。

10：00～18：00開催中～1/18㊊ 2階 歴史ミュージアム 企画展コーナー

※4階廊下でも関連写真の展示があります。

鶴牧の防災ダムより山王下方面
1昭和45年（1970）11月／UR都市機構寄贈・当館蔵
2平成25年（2013）2月／森正人氏撮影（定点PJ）

歴史ミュージアム企
画展

休館日のご案内
1/1㊎~1/3㊐､1/19㊋~21㊍､
2/16㊋~18㊍､3/9㊌~10㊍､
4/12㊋~13㊌､5/17㊋~18㊌

歴史ミュージアム交流員による
常設展示解説

聖火ランナー交替 昭和39年10月／「写真でつづる多摩100年」より

「機械工作クラブ ２色点滅LED」
1/17㊐ 13：30～15：30
ブレッドボードを使って、2つの光が点滅する電子回路を作ります。

下薗大輔　 小学3年生以上　 10名（先着順）　 ¥300
1/4㊊10：00～HPにて受付

「季節と着物を学ぶ和紙人形クラブ
  如月・おひなさまの立ち人形」
2/21㊐ 12：30～15：30
男雛・女雛の立ち人形を作ります。

副田昌子（和紙人形作家）　 小学3年生～高校生
10名（先着順）　 ¥700　 1/31㊐10：00～HPにて受付

1/12㊋ 10:00～15:00

1/14㊍
10:00～12:00 （9：30開場）
小ホール

2/9㊋ 10:00～15:00

観察場所：小野路　

集合場所：恵泉女学園大学入口バス停（一本杉公園側）

備考：集合場所へは多摩センター駅8番乗り場からバス

観察場所：百草園　集合場所：百草センターバス停

備考：集合場所へは聖蹟桜ヶ丘駅1番乗り場からバス

別途入園料が必要（￥300）

講師紹介

陽だまり 梅
寒い冬でも南斜面は別天地。一足先

に花が咲いている春の飛び地です。

生き物のつながりから
植物の多様性を読み解く

丘陵に抱かれた歴史ある庭園で、

梅やロウバイの香りを楽しみましょう。

み ん な の 植 物 観 察 会

 特 別 講 演

大人：¥200　小中学生：¥100

戦中戦後に食べら
れていた野草、昔か
ら食べられている野
草など、当館所蔵
の植物標本と共に
解説します。

1開発前の落合白山神社全景（昭和50年）／峰岸松三氏寄贈写真　2朱壺／田中登氏所蔵　3上棟式に用いた扇子／田中登氏所蔵

NEW

予告

多摩ニュータウン開発は、地域
の景観を一変させました。開発の前
後、そして現在の風景の移り変わり
を、新旧写真で比較します。

1 開発前後のすがた
終了間近!

博物館ボランティア「定点撮影プロジェクト」は、今と昔
の同じ場所から撮影した写真を地域調査に役立て、変
化し続ける姿を記録に残すために結成され、今年で8年
目を迎えました。活動成果である新旧写真を通じて、地
域の確認、記録を蓄積する重要性について考えます。

落合白山神社旧拝殿はさまざまな変遷をたどり、昭和58年の新拝殿の造営
に至りました。拝殿の変遷と、それを支えた宮大工の大工道具を紹介します。

多摩では丘陵地ならではの農業が営まれてきました。
谷戸の作物と、それらを育んできた自然環境や人々の知恵を紹介します。

駅、川、橋、道など、普段の生活
で接する身近な風景の移り変わりの
様子を、新旧写真で比較します。

2 身近な風景の移り変わり

公的機関による開発が終了し
た現在も、多摩ニュータウンは変化
し続けています。定点撮影プロジェク
トでは、諏訪2丁目住宅の建て替えな
ど、現在においても刻 と々変わり続け
る地域の一瞬を捉え、記録し続けて
います。地域を写真で記録していく
意味を考えます。

3 変わり続ける地域

2月のテーマ

「木であそぼう！ 組み立ててみよう！」

2/7㊐はぽこぽこフェスタ！

マジックサウンドルーム

ぽこぽこフェスタ参加者は、
マジックサウンドルーム無料！

2/7㊐

予約不要・当日受付  植物友の会会員  ￥300 昼食、雨具、筆記用具　主催：多摩市植物友の会　雨天決行・荒天中止

予約不要・当日受付 　
奥山雄大（国立科学博物館研究員）
先着250名　 ￥700

10：00～18：00

10：00～18：00

1/22㊎～6/13㊊

3/12㊏～7/11㊊

2階 歴史ミュージアム
企画展コーナー

2階 特別展示室

入場無料

入場無料

特

「多摩丘陵と農のいとなみ（仮）」
歴史ミュージアム 特 別 展

歴史ミュージアム企画展

植物の多様性を読み解く植物の多様性を読み解く植物の多様性を読み解く植物の多様性を読み解く植物の多様性を読み解く

陽だまり 梅

「ビーズジュエリー 大人の色使いレッスン52」他の著書を出版。

歴史ミュージアム企画展「落合白山神社旧拝殿の変遷
と宮大工の大工道具（仮）」に合わせて、木を使った工作

」

ブレッドボードを使って、2つの光が点滅する電子回路を作ります。

タイトル

1/31㊐10：00～HPにて受付

ぽこぽこフェスタ！

1964年
東京オリンピックの頃の多摩

落合白山神社旧拝殿の変遷と
宮大工の大工道具（仮）

定点撮影プロジェクト
写真展

歴史ミュージアムコ
ーナー展示

博物館実習生によ
る展示 野草を食べる 今昔

2

1

1 2

3

地域文化講座
第3回
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チケットに関するお問合せ：チケットパルテノン 042-376-8181 www.parthenon.or.jp

《凡例》  …アテナクラブ会員　  …一般　  …ペア　 親子ペア …親子ペア　  …学生　  …シニア（60歳以上）　  …子ども
 …チケットパルテノン　  …パルテノン多摩ホームページからチケット購入可
 …財団主催事業　  …財団共催事業　  …財団提携事業　  …全席指定　  …全席自由　 …未就学児はご入場いただけません

※特記のない公演の開場時間は開演30分前です　  …京王パスポートカードポイントサービス対象公演（チケットパルテノン店頭《パルテノン多摩2階》での購入に限ります）

J＆O声の学校～幸せのレシピ～ ハーモニーを楽しもう！ 
時間：19：00～20：30　場所：1階 リハーサル室　 初回入会金￥2,000＋月会費￥3,000（ご家族ペア割引あり）　 ㈱叶屋 0467ｰ38ｰ5450

（1/13・2/10・3/16）
随時募集！
レッスン日

毎月1回水曜日
※4月以降の日程はチラシ・ＨＰをご覧ください

1/16㊏小ホールにて発表会あり！
詳細はHPをご覧ください。

募
集

参加条件：全練習に参加できる方で、小学5年生から大人の方
まで。（合唱、第九の経験不問）
練習予定：1/17㊐、2/14㊐、2/21㊐、3/5㊏、3/20㊐、
4/10㊐、4/17㊐、4/24㊐、4/30㊏、（練習は各日2～3
時間）5/2㊊舞台稽古、5/3㊋・㊗本番

募集中～1/31㊐
公演日時：5/3㊋・㊗ 15：00開演
指揮：チョン・ミン　ソプラノ：田中三佐代
アルト：山下牧子　テノール：土崎譲
バリトン：小林由樹　合唱指導：柳田るりこ  
合唱練習ピアニスト：大坪夕美
【曲目】L.V.ベートーヴェン 交響曲第九番
ニ短調 作品125 合唱付き

募集期間

トレヴィの泉で二度目の恋を （2014/アメリカ/97分）
監督・脚本：マイケル・ラドフォード
【前売】 ￥800　　 ￥1,000　 ￥900
【当日】 ￥1,000　 ￥1,200　 ￥1,100
※時間指定券となります。ご希望の上映時間の券をお買い求めください。

／ ／チケットぴあ

1/27㊌
11：00/13：30/
16：00
小ホール

人生の晩年を迎えて出会っ
た正反対の性格の男女が、
少しずつ愛情を育んでゆく
様子を描く。２大アカデミー
俳優共演の心温まる物語。

フレッシュ名曲コンサート
パルテノン多摩 ニューイヤー・コンサート2016
指揮：川瀬賢太郎　ヴァイオリン：坪井夏美（第12回東京音楽コンクール弦楽部門第1位）
管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
￥3,500　 ￥5,500　 ￥4,000　 ￥1,000　　 ／ ／チケットぴあ　

Vol.21 トリスターノ ピアノ・リサイタル
～伝統と革新～時空を超える新時代の奇才ピアニスト！～
ピアノ:フランチェスコ・トリスターノ　曲目／J.S.バッハ:フランス組曲 ほか
￥3,600　 親子ペア ￥4,600 ［2/27㊏発売］
￥4,000　 親子ペア ￥5,000 ［3/5㊏発売］　 ￥2,000

お得な6回券・3回券もございます  ※詳細は表面をご覧ください。
／ ／チケットぴあ　

1/9㊏

5/30㊊

15：00開演
大ホール

19：00開演
小ホール

新日本フィルハーモニー交響楽団 多摩定期 第94回
指揮：井上道義　ピアノ：小曽根 真
S=￥6,500 A=￥5,500　 S=￥7,200 A=￥6,200　 A=￥3,000
／ ／チケットぴあ／ローソンチケット 

2/11㊍・㊗
15：00開演
大ホール

鈴木秀美 KLASSIKの世界
vol.3 楽長 ハイドン氏の超多忙な日常
指揮・進行・チェロ：鈴木秀美　管弦楽：オーケストラ・リベラ・クラシカ
￥3,600　 ￥4,000　 ￥1,000　芸術文化振興基金助成事業
／ ／チケットぴあ

3/6㊐
15：00開演
大ホール

多摩を彩る室内楽 6景 vol.20
アリーナ・イブラギモヴァ ヴァイオリン・アローン
～百年にひとりの逸材、ロシアの星アリーナの魅力～
￥4,500　 ￥5,000
／ ／チケットぴあ

3/27㊐
15：00開演
小ホール

小ホール
14：00開演

3/12㊏

広告（広告のお申込みはパルテノン多摩広報へご連絡ください）

【曲目】メンデルスゾーン：
ヴァイオリン協奏曲ホ短調、
ドヴォルザーク：交響曲第9
番ホ短調「新世界より」ほか
主催：公益財団法人東京都歴史文
化財団（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業
協同組合

©Yoshinori-
　kurosawa

©Sussie Ahlburg

【曲目】ビーバー：パッサカリア 
ト短調、J.S.バッハ：パルティー
タ第２番二短調 BWV1004、
イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソ
ナタ 第３番「バラード」＊G.エ
ネスコに献呈、バルトーク：無
伴奏ヴァイオリン・ソナタ

©K.Miura

【曲目】バーンスタイン：交響
曲第２番「不安の時代」、ショ
スタコ－ヴィチ：交響曲第9
番、バーンスタイン：ウエスト
サイド・ストーリーより「シン
フォニックダンス」

©加納典明

練習10回分￥13,000（高校生以下は￥8,000。5/2、5/3の参加費は無料）
多摩ユースオーケストラ事務局 TEL／FAX 042ｰ371ｰ1558

　　 e-mail：ｔamayouth@silk.ocn.ne.jp

多摩ユースオーケストラ第38回公演『創立20周年記念「第九」演奏会』
この日だけのスペシャル〈第九〉合唱団メンバー募集！

新年は新日フィルで新世界を！

ミュージックサロン・シリーズ2016-2017 ～極上の室内楽を求めて～

超人井上道義が人気絶頂の小曽根真とともに贈るスペシャルメニュー！

交響曲の父ハイドンってこんなに多才だったんだ！！ 目から鱗のコンサート！

ミュージックサロン・シリーズ2015‒2016

不動の人気、柳家花緑が３年ぶりにパルテノン多摩落語会に登場！

人生は楽しまなきゃ 夢をかなえるローマへの旅

この日の「第九」のためだけの新合唱団を募集します。管弦楽と一緒に「歓喜の歌」を歌いましょう！

「第九」を演奏しよう！ 多摩ユースオーケストラメンバー募集中！
http://tamayouth-orchestra.com

パルテノン多摩ライブハウス 多摩音楽洞 vol.24
EPO ヴァレンタイン・ナイト
21：00オーダーストップ　22：00クローズ
ヴォーカル：ＥＰＯ　ヴォーカル・ギター：秋元カヲル

￥4,000（ワンドリンク付き） 

17：00オープン
18：00ライブスタート
4階 カフェ トレーノ・ノッテ
ライブスペース

「オレたちひょうきん族」の
テーマや多くのCM曲で有
名なEPOによる癒しの声を
体感しませんか?
協力：地中海料理トレーノ・ノッテ

セラピストとしても活躍する歌手EPO（エポ）が多摩音楽洞に登場！

2/13㊏

第35回 サクソフォーンフェスティバル
2/26：￥1,000　2/27：￥3,000・多摩割 ￥1,000
二日間通し券：￥3,500　
※多摩割は多摩市在住・在勤・在学の方（チケットパルテノンのみ取扱い） ※高校生以下無料（整理券が必要です）
 ／ ／チケットぴあ

繰り広げられるサックスの音絵巻 年に一度のサックスの祭典！

（ファミリーコンサートは可）

ブルーオーロラSQ/本田雅人、
ファミリーコンサートなど
プログラム盛りだくさん！
主催：日本サクソフォーン協会
お問合せ：フェスティバル実行委員
会 saxfest ival .201602@
gmail.com

〔合同バンド参加者募集中〕
チャリティーのために集まっ
た300人を超すバンドによ
る大合奏に参加しませんか?
主催・お問合せ：Brass Festa多摩
実行委員会b r a s s _ f e s t a@
yahoo.co.jp

読売日本交響楽団 第１回 パルテノン名曲シリーズ
指揮：ラハフ・シャニ　ヴァイオリン：佐藤俊介
￥4,300　 親子ペア ￥5,300 ［1/23㊏発売］
￥4,800　 親子ペア ￥5,800 ［1/30㊏発売］　 ￥2,000　　　　　　　　　　　　

4回セット券発売中  ※詳細は表面をご覧ください。
／ ／読響チケットセンター 0570-00-4390（10：00～18：00）

読響チケットWEB／チケットぴあ／カンフェティ 

4/30㊏
15：00開演
大ホール

高らかに鳴り響く大管弦楽曲〈巨人〉で開幕！巨匠バレンボイムも絶賛する注目の新鋭シャニ登場 シリーズ最初の公演で指揮台
に上がるのは、注目の新鋭ラ
ハフ・シャニ。フレッシュなタク
トで大管弦楽を自在にドライ
ブし、マーラーの傑作「巨人」
をダイナミックに指揮。屈指
の人気を誇るメンデルスゾー
ンのヴァイオリン協奏曲では、
世界で活躍する気鋭・佐藤俊
介が共演。

新春!! よしもと初笑いまつり in 多摩 2016!
出演：ＣＯＷＣＯＷ、くまだまさし、フルーツポンチ、ハリセンボン、
　　 バンビーノ、とにかく明るい安村　
【前売】 ￥3,200　 ￥3,500
【当日】 ￥4,000
※４歳以下膝上鑑賞無料（席を使用する際は有料）

／チケットよしもと／チケットぴあ／ローソンチケット／東京新聞ショッパー社

よしもと人気芸人がお届けする抱腹絶倒まちがいなしの新春スペシャルライブ。

1/16㊏
19：00開演
18：00開場
大ホール

小ホール

あの爆笑コントが、あのネタ
が！テレビとはひと味違う生
の笑いをご堪能ください！
主催・企画制作：株式会社よしもと
クリエイティブ・エージェンシー

スピード感あふれる歯切れ
の良い語り口で古典落語＆
新作落語にも果敢に取り組
み、落語の未来を切り拓く旗
手として注目される柳家花
緑。花緑落語をご堪能あれ！

Poco Poco Festa2016　ぽこぽこフェスタ
～ステージアートのおもちゃ箱～
一日参加券：小学生・幼児（3歳～未就学児）¥500　大人（中学生以上）¥200
［1/4㊊発売］　 ［1/5㊋発売］　※各定員あり ※未就学児は保護者の同伴をお願いします。

※詳細は表面、HPをご覧ください。 

オープニング10：00～
エンディング16：00～
パルテノン多摩全館

①14：00 ②18：00

19：00開演 大ホール

パルテノン多摩でまるごと1日おもしろ体験！

2/7㊐ じぶんがすきなこと、じぶん
でみつけよう！ 子どもも大人
も一緒に楽しむアートな一
日を！
主催・企画制作・お問合せ：認定
NPO法人多摩子ども劇場
042-376-7651

陽だまりハウスでマラソンを （2013/ドイツ/115分）
監督・脚本：キリアン・リートホーフ
【前売】 ￥800　　 ￥1,000　 ￥900
【当日】 ￥1,000　 ￥1,200　 ￥1,100
※時間指定券となります。ご希望の上映時間の券をお買い求めください。

／ ／チケットぴあ

3/16㊌
11：00/13：45/
16：30
小ホール

観る人を元気にする、感動エンターテインメント！
妻とともに老人ホームに入
居したオリンピック金メダリ
ストの元マラソン選手が、再
びフルマラソンに挑戦する
姿をユーモアたっぷりに描
いたドラマ。

ピューロランド割引情報

サンリオピューロランド 25周年 アニバーサリーイヤー

1/24（日）には特別レク
チャーを開催！ どなたでも参
加できます。詳細は表面を
ご覧ください。

ピューロランドは大好きなキャラクターに会える
場所。25年前から変わらないあたたかさと、新
たなエンターテイメント、「ずっとすき。これからも
だいすき。」と感じていただける、さまざまなミラク
ルでゲストの皆様をお迎えいたします。

約8年ぶりに一新したパレード
「Miracle Gift Parade」が
好評上演中！

★多摩市民の方
多摩市在住が証明できるもののご提示で
平日のみ　パスポート特別価格1,000円
(大人・小人共通)
★60歳以上の方
年齢がわかる身分証明証のご提示で
平日・休日とも　パスポート特別価格1,900円

平日 通常料金
大人　￥3,300
小人　￥2,500

休日 通常料金
大人　￥3,800
小人　￥2,700

※休日とは、土日祝日及びサンリオピューロランドの定める学校休日（冬休み：12/19～1/5、
　春休み：3/19～3/31）です。 ※大人：18歳以上 小人：3～17歳
※ご来場前に営業日・営業時間をご確認ください。 ©'08,'15 SANRIO/SEGA TOYS　S·S/TX·JLPC　©'15 SANRIO APPROVAL No.P0711171

2016 EARTH VISION多摩 映画会 ～自然との共生
同時開催：多摩エコ・フェスタ2016（2/20㊏～21㊐）
上映作品：「ミニスキュル～森の小さな仲間たち～」、「都市を耕す エディブル・シティー」
※入替なし　後援：多摩市、多摩市教育委員会　共催：東京ガス多摩支店、多摩市民環境会議、たえのは

2/20㊏
13：00～19：00
小ホール

主催・お問合せ：EARTH VISION
多摩実行委員会
090-6797-0939

環境映画上映会

ザ・ニュースペーパーライブ2016
￥4,300 ［1/17㊐発売］　 ￥4,800 ［1/23㊏発売］
／東京労音府中センター／チケットぴあ／ローソンチケット／CNプレイガイド／

イープラス／楽天チケット①12：00 ②16：00

11：00開演 大・小ホール

社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパーが斬りまくる！！

5/14㊏

2/26㊎

5/15㊐

2/27㊏

政治、経済、社会問題にタ
ブーを恐れず果敢に飛び込
み、「批判と笑い」に変える
男たち!! ザ・ニュースペー
パーが斬りまくる！！
主催：東京労音府中センター
042-334-8471
（http://www.ro-on.jp）

パルテノン多摩落語会三月　柳家花緑独演会
出演：柳家花緑 ほか

￥2,800　 ￥3,100　 ￥1,500
※当日券は各￥500増し

／ ／チケットぴあ／ローソンチケット

Brass Festa多摩 2016
～パルテノンが音楽の玉手箱になる３日間～
指揮：丸谷明夫（淀川工科高校〔全日本吹奏楽コンクール最多出場〕）
出演：丸谷明夫スペシャルバンド、多摩市ベルブブラスバンドwith市民ブラス、
都立永山高等学校、都立片倉高等学校、多摩大学聖ヶ丘中学・高校、被災地からの出演
【前売】 ￥1,000　 ￥1,200 ［1/4㊊発売］
【当日】 ￥1,200　 ￥1,500 
※団体割引あり（お問合せ：080-5171-3136） ※会場での募金を被災地に寄付します
※大ホールでのコンサートのほかイベントプログラムも実施。（3/26㊏、4/1㊎）　　　　　　　　　　　　　　　

4/2㊏
15：30開演
大ホール

東日本大震災復興祈念チャリティーコンサート

ミュージックサロン・シリーズ
2016-2017が始まります！
大変お得な6回券、3回券もご
ざいます。詳細は表面をご覧
ください。

入場無料

©2014 CUATRO PLUS 
FILMS, LLC

©MMXIII Futurikon 
Films-Entre Chien et 
loup-Nozon Paris‒Nozon 
SPRL‒2d3D 
Animations. All rights 
reserved

※追加アルコール類は￥500
（ソフトドリンク￥200）
料理一品￥500より

©Marco Borggreve

©Aymeric Giraudel


	-PTnews_1601-02_1pdf
	-PTnews_1601-02_2pdf
	-PTnews_1601-02_3_修正pdf

