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公益財団法人練馬区文化振興協会 施設連携事業 

 
 

 

 

 

 

2020年 4月～6月開催！ 
 

練馬区立美術館で開催する「ショパン―200年の肖像」展にあわせて 

ショパンをテーマとしたコンサートや映画など様々なイベントを 

練馬区内の文化施設で開催します！ 
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公益財団法人練馬区文化振興協会は、日本・ポーランド国交樹立 100 周年を記念して練馬区立

美術館にて「日本・ポーランド国交樹立 100 周年記念 ショパン―200 年の肖像」展を開催しま

す。本展覧会の会期にあわせて、当協会が管理運営する練馬区立美術館、練馬文化センター、石

神井公園ふるさと文化館分室で、ショパンをテーマとした様々なイベントを行う施設連携事業「シ

ョパン！ショパン！ショパン！」を 2020年（令和 2年）4月～6月にかけて開催します。 

 

■開催概要    

公益財団法人練馬区文化振興協会 施設連携事業 

「ショパン！ショパン！ショパン！」 

期間｜2020年（令和 2年）4月～6月 

会場｜練馬区立美術館、練馬文化センター、石神井公園ふるさと文化館分室 

主催｜公益財団法人練馬区文化振興協会 

後援｜ポーランド広報文化センター 

HP｜https://www.neribun.or.jp/chopin/ 

   

日本・ポーランド国交樹立 100周年（1919～2019）記念事業 

 

■ロゴマーク    

  

 

 

「ショパン！ショパン！ショパン！」… 

音楽、美術、文学、映画…ジャンルの枠を超え、様々

なショパンを発見し、未知なる感動に出会える機会

を創造していくことを、ショパンという言葉が持つ

音の響きと重なりに託しました。 

 

■本リリースに関する問い合わせ    

公益財団法人練馬区文化振興協会 広報・企画調整係（小名木・根岸） 

176-0001 東京都練馬区練馬 1-17-37（練馬文化センター内） 

tel：03-3993-3311 fax：03-3991-9666 mail：chosei@neribun.or.jp 

※各イベントの広報用画像をご用意しておりますので、ご希望の際はお問合せください。 
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■見どころ    

公益財団法人練馬区文化振興協会は、日本・ポーランド国交樹立 100 周年を記念して練馬区立

美術館にて「日本・ポーランド国交樹立 100 周年記念 ショパン―200 年の肖像」展を開催しま

す。展覧会にあわせて、様々な視点からショパンを楽しんでもらえるよう、コンサートや映画、

講演会等、協会が管理運営する文化施設のそれぞれの特性を活かした多彩な事業を展開し、音楽

や美術、文学などジャンルの枠を超えた文化芸術の魅力を発信していきます。 

 

今も世界中で愛され続ける、ポーランド出身の作曲家フレデリク・ショパン（1810-1849）は、

日本人にとっても、その心を惹きつけてやまない特別な音楽家です。 

練馬区立美術館では、ショパンの音楽と生涯を主軸に、自筆の楽譜や手紙、油彩画、版画、ポ

スター、彫刻、書籍など、多彩な美術作品や資料を通じて、生誕約 200年にわたるショパン像を

紹介する展覧会「日本・ポーランド国交樹立 100周年記念 ショパン―200年の肖像」を開催し

ます。特に日本初公開となる自筆の楽譜と手紙は、所蔵しているフレデリク・ショパン博物館で

も公開が限られるほど、大変貴重なものになります。本展は、ポーランドの国立フレデリク・シ

ョパン研究所の全面協力のもと実施する巡回展であり、練馬区立美術館での開催が東京での唯一

の開催となります。 

 

展覧会 

日本・ポーランド国交樹立 100周年記念 

ショパン―200年の肖像 

会期｜4月 26日（日）～6月 28日（日） 

休館日｜月曜日 

 ※ただし、5月 4日（月・祝）は開館、5月 7日（木）は休館 

会場｜練馬区立美術館 

観覧料｜一般 1,000円ほか（各種割引制度あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《「エチュード ヘ長調 作品 10の 8」自筆譜（製版用）》 
フリデリク・ショパン 1833年以前 インク 紙  
国立フリデリク・ショパン研究所附属フリデリク・ショパン博物館蔵 
Photo:The Fryderyk Chopin Institute 

《フリデリク・ショパンの肖像》アリ・シェフェール 
1847年 油彩 カンヴァス 
ドルトレヒト美術館蔵 Dordrechts Museum 

《ヴェジブノからのポーランド軍部隊の帰還》 
マルチン・ザレスキ 1831 年 油彩 カンヴァス  
国立フリデリク・ショパン研究所附属フリデリク・ショパン
博物館蔵  
© Ligier Piotr / Muzeum Narodowe w Warszawie 
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展覧会の関連イベントとして、美術館の 2 階ロビーにある 1877 年製スタインウェイのスクエ

アピアノによるコンサートを行います。第 1 回ショパン国際ピリオド楽器コンクール第 2 位の川

口成彦による「スペシャル・コンサート ショパンを讃えて」、第 12回ショパン国際ピアノ・コ

ンクール第 5位の高橋多佳子による「スペシャル・コンサート ピアノの詩人ショパン～その 39

年の生涯」を開催します。また、「連続講演会 ＜ショパン  ポーランド＞」と題して、シ

ョパンやポーランドに関する研究者による講演会を実施します。 

 

コンサート 

スペシャル・コンサート 

ショパンを讃えて 

日時｜4月 26日（日）18:20開演 

会場｜練馬区立美術館 ロビー 

出演｜川口成彦 

曲目｜ショパン／24の前奏曲 op.28 ほか 

料金｜3,000円（展覧会観覧券付き）［事前申込・抽選］ 

 

コンサート 

スペシャル・コンサート 

ピアノの詩人ショパン～その 39年の生涯 

日時｜5月 17日（日）18:20開演 

会場｜練馬区立美術館 ロビー 

出演｜高橋多佳子 

曲目｜ショパン／ポロネーズ 第 9番 変ロ長調 作品 71-2遺作 ほか 

料金｜4,000円（展覧会観覧券付き）［事前申込・抽選］ 

 

講演会 

連続講演会 ＜ショパン  ポーランド＞ 

Lecture1～ポーランドを知る 2日間～ 日時｜５月 16日（土）、23日（土）14:30から 

講師｜関口時正（東京外国語大学名誉教授）・白木太一（大正大学教授） 

Lecture2～ショパンを多視点から考える～ 日時｜6月 13日（土）15:15から 

講師｜武田幸子（ショパン研究）・多田純一（ショパン研究） 

Lecture3～ショパン・コンクールを知る～ 日時｜6月 20日（土）14:30から 

講師｜下田幸二（音楽評論家・ピアニスト） 

会場｜練馬区立美術館 1階視聴覚室  料金｜無料（要展覧会観覧券）［事前申込・抽選］ 

 

 

 

 

©Shinichiro Saigo 

©Fumitaka Saito 

左から 関口時正・白木太一・
武田幸子・多田純一・下田幸二 
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練馬文化センターでは、日本を代表するピアニスト・辻井伸行による「辻井伸行ピアノ・リサ

イタル オール・ショパン」や、ショパン演奏者として名高い横山幸雄と今をときめく若手ピア

ニストたちによる「横山幸雄プロデュース ピアノ貴公子たちのショパン」を開催します。その

他、ショパンをテーマとした「練馬区演奏家協会コンサート ショパンの想い～祖国への愛」な

ど様々なコンサートを開催します。また、音楽だけではなく、ショパンに関連した映画上映会「音

楽映画名作選」も実施します。 

 

 

 

 

 

コンサート 

辻井伸行ピアノ・リサイタル 

オール・ショパン 

日時｜6月 2日（火）19:00開演 

会場｜練馬文化センター 大ホール 

出演｜辻井伸行 

曲目｜ショパン／英雄ポロネーズ ほか 

料金｜全席指定 S席 5,800円 A席 4,800円（学生券あり） 

［2月 22日（土）10:00予約受付開始］ 

 

 

 

コンサート 

横山幸雄プロデュース 

ピアノ貴公子たちのショパン 

日時｜6月 27日（土）15:00 開演 

会場｜練馬文化センター 大ホール 

出演｜横山幸雄・金子三勇士・實川風・牛田智大 

曲目｜ショパン／4手のための変奏曲 KK.IVA/6ニ長調 ほか 

料金｜全席指定 S席 5,800円 A席 4,800円（学生券あり） 

［好評発売中］ 

 

 

 

 

 

 

 

©Yuji Hori 

横山幸雄 ©アールアンフィニ 

金子三勇士 ©Ayako yamamoto 實川風 ©Yuki Ohara 牛田智大 ©Ariga Terasawa 

チラシの画像に差替 
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コンサート 

練馬区演奏家協会コンサート 

ショパンの想い～祖国への愛 

日時｜6月 20日（土）14:00 開演 

会場｜練馬文化センター 小ホール 

出演｜中井恒仁（ピアノ）・武田美和子（ピアノ） 

曲目｜ショパン／ノクターン第 20番嬰ハ短調「遺作」 ほか 

料金｜全席指定 1,000円 

［2月 13日（木）10:00販売開始］ 

 

 

 

映画 

音楽映画名作選 

日時｜5月 9日（土）13:00開映 

会場｜練馬文化センター 小ホール 

作品｜『別れの曲』『愛の調べ』 

料金｜全席指定 1,000円（1日券・2本立て） 

［2月 10日（月）10:00販売開始］ 

 

 

さらに文学的な視点からもショパンを取り上げます。石神井公園ふるさと文化館分室（石神井

松の風文化公園管理棟内）では、練馬区ゆかりの文化人である粟津則雄、五味康祐等によるショ

パンの音楽に関する著作等を紹介する特集展示「音楽とことば」を開催します。また、芥川賞作

家である五味康祐がこよなく愛したオーディオ機器にて、愛用のレコードの中からショパンの楽

曲を聴く「五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート」のほか、同じく五味康祐遺品のベ

ーゼンドルファーのピアノで聴く「ピアノによるミニコンサート ショパンの思い出」などを開

催します。 

 

コンサート 

ピアノによるミニコンサート 

ショパンの思い出 

日時｜4月 26日（日）14:00 開演 

会場｜石神井松の風文化公園管理棟 

2階多目的室 

解説｜守重結加（ピアノ） 

曲目｜ショパン／ノクターン作品 62-1 ほか 

料金｜100円（自由席） 

［事前申込（往復ハガキ・メール、4月 1日締切）・抽選］ 

提供：T&Kテレフィルム 
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■「ショパン！ショパン！ショパン！」プレイベント    

＊各イベントの詳細については、公益財団法人練馬区文化振興協会 https://www.neribun.or.jp/や各施設のウェブサイト等をご確認ください。 

◆練馬文化センター（〒176-0001 東京都練馬区練馬 1-17-37 TEL 03-3993-3311） 

 タイトル 日程 会場 内容 

コンサート 
フレッシュ名曲コンサート 

ショパン＆ムソルグスキー 

3月 8日（日） 

15:00開演 
大ホール 

出演者：広上淳一（指

揮）、野上真梨子（ピア

ノ）、東京フィルハーモ

ニー交響楽団（管弦楽） 

講座 
ビジネスパーソンのための 

クラシック鑑賞入門 

2 月 5 日（水）・19

日（水）・26日（水） 

19:00～20:30 

第 1 

リハーサル室 

クラシック音楽にまつ

わる講座を受講し、フレ

ッシュ名曲コンサート

を実際に鑑賞。 

 

◆石神井公園ふるさと文化館分室（〒177-0045 東京都練馬区石神井台 1-33-44 練馬区立石神井

松の風文化公園管理棟内 TEL 03-5372-2572） 

 タイトル 日程 会場 内容 

コンサート 

五味康祐のオーディオで聴く

レコードコンサート 

（ショパンをめぐる人々） 

3月 28日（土） 

A回 13:30～15:00 

B回 15:30～17:00 

2 階五味康祐

オーディオ展

示室 

解説：田代幸弘（日本大

学芸術学部教授／練馬

区演奏家協会会長） 

定員：各回 20名 

 

 

■「ショパン！ショパン！ショパン！」    

＊各イベントの詳細については、公益財団法人練馬区文化振興協会 https://www.neribun.or.jp/や各施設のウェブサイト等をご確認ください。 

◆練馬区立美術館（〒176-0021 東京都練馬区貫井 1-36-16 TEL 03-3577-1821） 

 タイトル 日程 会場 内容 

展覧会 

日本・ポーランド国交樹立

100周年記念 

ショパン―200年の肖像 

4月 26日（日） 

～6月 28日（日） 
2・3階展示室 

多彩な美術作品や資料

を通じ、ショパンの音楽

と生涯を主軸に、自筆の

楽譜や手紙、油彩画、版

画、ポスター、彫刻、書

籍など約 250 点にてシ

ョパン像を紹介。 

コンサート 

スペシャル・コンサート 

ショパンを讃えて 

4月 26日（日） 

18:20～20:00 
2階ロビー 

出演者：川口成彦（ピア

ノ） 

スペシャル・コンサート 

ピアノの詩人ショパン 

～その 39年の生涯 

5月 17日（日） 

18:20～20:00 
2階ロビー 

出演者：高橋多佳子（ピ

アノ） 

講演会 

Lecture1 ～ポーランドを知

る 2日間～ 

5月 16日（土） 

①14:30～15:30 

②15:45～16:45 

5月 23日（土） 

②14:30～15:30 

①15:45～16:45 

1階視聴覚室 

講師 

①：関口時正（東京外国

語大学名誉教授） 

②：白木太一（大正大学

教授） 

①パリのポーランド人たち 

－ショパンからキスリングま

で／②ショパンを育んだ都市

ワルシャワの歴史 

https://www.neribun.or.jp/
https://www.neribun.or.jp/
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講演会 

Lecture2 ～ショパンを多視

点から考える：全 2回～ 
6月 13日（土） 

①15:15～16:15 

②16:30～17:30 

1階視聴覚室 

講師 

①：武田幸子（ショパン

研究） 

②：多田純一（ショパン

研究） 

①ショパンの手稿譜と楽譜出

版／②日本におけるショパン

受容と「ショパン弾き」澤田

柳吉の音楽活動 

Lecture3 ～ショパン・コン

クールを知る～ 
6月 20日（土） 

14:30～16:30 
1階視聴覚室 

講師：下田幸二（音楽評

論家・ピアニスト） 
《独立ポーランドとショパ

ン》～ポーランド楽派とショ

パン国際コンクールの黎明期 

トーク ギャラリートーク 

5月 13日（水） 

6月 4日（木） 

15:00～ 

2・3階展示室  

 

◆練馬文化センター（〒176-0001 東京都練馬区練馬 1-17-37 TEL 03-3993-3311） 

 タイトル 日程 会場 内容 

コンサート 

第 62回ワンコイン・コンサー

ト ROCOこどもじゃず 

4月 29日（水・祝） 

14:00開演 
小ホール 

出演：ROCO（ヴォー

カル、ウクレレ）ほか 

辻井伸行ピアノ・リサイタル 

オール・ショパン 

6月 2日（火） 

19:00開演 
大ホール 出演：辻井伸行 

練馬区演奏家協会コンサート 

ショパンの想い～祖国への愛 

6月 20日（土） 

14:00開演 
小ホール 

出演：中井恒仁（ピア

ノ）・武田美和子（ピア

ノ） 

横山幸雄プロデュース  

ピアノ貴公子たちのショパン 

6月 27日（土） 

15:00開演 
大ホール 

出演：横山幸雄・金子三

勇士・實川風・牛田智大 

映画 音楽映画名作選 
5月 9日（土） 

13:00開演 
小ホール 『別れの曲』『愛の調べ』 

 

◆石神井公園ふるさと文化館分室（〒177-0045 東京都練馬区石神井台 1-33-44 練馬区立石神井

松の風文化公園管理棟内 TEL 03-5372-2572） 

 タイトル 日程 会場 内容 

特集展示 音楽とことば 
4月 18日（土） 

～6月 28日（日） 
1階展示室 

粟津則雄、五味康祐など

区ゆかりの文化人によ

るショパンの音楽に関

する著作等を小コーナ

ー展示で紹介。 

コンサート 

ピアノによるミニコンサート 

ショパンの思い出 

4月 26日（日） 

14:00～15:00 
2階多目的室 出演：守重結加（ピアノ） 

コンサート（仮称） 
5月 31日（日） 

14:00～15:00 
2階多目的室 

区ゆかりの詩人・黒田三

郎の名詩を、長男でミュ

ージシャンの黒田正己

による朗読と歌で紹介。 

五味康祐のオーディオで聴く

レコードコンサート 

6月 27日（土） 

A回 13:30～15:00 

B回 15:30～17:00 

2 階五味康祐

オーディオ展

示室 

定員：各回 20名 
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◆その他の会場 

 タイトル 日程 会場 内容 

コンサート 

まちなかコンサート 
6月 13日（土） 

11:00～11:45 

石神井松の風

文化公園管理

棟 2 階多目的

室 

出演：林田さつき（ソプ

ラノ）、長谷川陽一（ホ

ルン）、藤原桂子（ピア

ノ） 

アトリウムミニステージ 
6月 17日（水） 

12:15～12:45 

練馬区役所本

庁舎 1 階アト

リウム 

 

その他 まちなかピアノ（仮称） 未定 未定  

 

＊本リリースに記載の内容は、2020 年（令和 2年）1月 20 日現在の情報になります。 

イベント内容等に変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。 


