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めぐろパーシモンホール開館15周年記念

めぐろパーシモンホール
オープンデー
9/9(土) 13：00 大ホール・小ホール

【大ホール】第1部

めぐろパーシモンホールを楽しみつくす一日！

1200席の大ホール、200席の小ホールでのコンサートや、ホールを
より深く知ることのできる探検ツアーを開催します。
[料 金］入場無料（各イベントの入場には当日配布する整理券が必要です）
※未就学児入場可 ※詳細はホールホームページをご覧下さい。

大ホール（定員 1000名）
12：00

大ホール前にて、すべてのイベントの整理券を配布開始。

ー

【第2部】
二期会マイスタージンガー
歌のコンサート

14：00
14：45

17：00

ホール探検ツアー

（定員20名）

ナナトール・チョベチルコ楽団
〈1回目〉
ナナトール・チョベチルコ楽団
〈2回目〉

14：00
15：15
16：15
16：45
ー

ー

15：45
16：15

13：00

ー

【第1部】
黒岩航紀・リード希亜奈
ピアノ・デュオ コンサート

ー

ー

13：00

小ホール（各回 180名）

17：30

©武藤章

黒岩航紀（ピアノ）
リード希亜奈（ピアノ）
小林武文

（ドラム・パーカッション）

【小ホール】

ホール探検ツアー

（定員20名）

【大ホール】第2部

チェ・ジェチョル

磯部舞子

（チャンゴ）

（ヴァイオリン）

二期会マイスタージンガー
ソプラノ
テノール
ピアノ

髙橋絵理、盛田麻央
岡本泰寛、高柳圭
水戸見弥子

アルト
バリトン

喜田美紀、小林紗季子
浅井隆仁、松本宰二
天田透

大野慎矢

上原なな江

（コントラバスフルート）（ガイダ［バグパイプ］）（マリンバ）

ナナトール・チョベチルコ楽団

【ホール探検ツアー】
発行：
（公財）
目黒区芸術文化振興財団

〒152-0023 目黒区八雲1-1-1 めぐろ区民キャンパス内
TEL：03-5701-2937（代表） FAX：03-5701-2968

[問合せ] めぐろパーシモンホール事業課

03-5701-2913

熊谷和徳〈タップダンサー〉

20th Anniversary special performance

Journey in the Rhythm – NEW BEGINNING
〈ジャーニー・イン・ザ・リズム − ニュー・ビギニング〉

タップダンサー・熊谷和徳の20年の軌跡と新たな出発
19 歳でタップダンスの本 場である

8.26（土）

開場 16：30/ 開演 17：00

大ホール 発売中

ニューヨークに渡り、プロ活動をス
タートさせて以来 20 年、世界でリズ
ムを刻んできた熊谷和徳。2016 年
にはニューヨークにおけるダンス／パ
フォーマンス分野の最高峰の賞である
“ ベッシー・アワード ” で、
アジア人タッ
プダンサーとして初の最優秀パフォーマー賞を受賞しました。
プロ活動 20 周年であり、また自身の 40 歳という節目でもあ
る年に開催する本公演にかける本人の思いは熱く、
この 20 年
間、
常に今という瞬間にすべてをぶつけてきたという熊谷自身
も見たことのないような新たな１ページを開くチャレンジにな
るだろう、
と語ります。
熊谷和徳の圧倒的なソロパフォーマンスをはじめ、
ジャズシー
ンで活躍するミュージシャン、
弦楽四重奏、
熊谷に続く気鋭の
タップダンサー、
自身が指導するワークショップ参加者等が登
場するステージは、
これまでの活動の集大成ともいえるものに
なるでしょう。
タップダンサー・熊谷和徳の軌跡をたどり、そして新たな歩
みがここめぐろパーシモンホールから始まる瞬間に、
ぜひ立ち
会ってください。
［出 演］
熊谷和徳
K.K.QUINTET & Strings
〔類家心平 (Trumpet)、
中嶋錠二 (Piano)、
池田 潔 (Bass)
吉岡大輔 (Drums)、
ラティール・シー (Percussion)
高橋 暁 (Violin)、
丸山明子 (Violin)、
田中景子 (Viola)
橋本 歩 (Cello)〕
谷口翔有子（Tap Dancer）
米澤一輝（Tap Dancer）
［料 金］
【全席指定】 一般 4,000 円 / 大学生 2,000 円
小・中・高校生 1,000 円

※目黒区民割引：一般より 500 円引
※車椅子席同料金はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱
※中学生以上の学生券購入者は入場時に学生証をご提示ください。

チケット
取扱

割引

チケット取扱

区民

託児
サービス

熊谷和徳

めぐろパーシモンホールチケットセンター（10：00 〜 19：00）

窓口販売

電話予約

ホールチケットセンター 03-5701-2904

めぐろパーシモンホール
ホームページ

（24時間受付）

www.persimmon.or.jp

留意 ◆特に記載のない公演を除き、未就学児の同伴・入場はご遠慮ください。◆やむを得ない事情により、出演者・曲目等が変更になる場合がありますので
事項 ご了承ください。◆公演情報の表示料金はすべて税込価格です。◆発売初日は、チケット専用電話がつながりにくいことがありますのでご了承ください。

チケット
ぴあ

イープラス

ローソン
チケット

託児サービス
託児料 2,000円

めぐろパーシモンホール
（受付時間  10：00 ～ 19：00）

03-5701-2904
※申込受付は公演の 2 週間前まで ※託児マークがある公演の
み託児あり ※預かり対象年齢は 1 歳から 6 歳（未就学児まで）

区民割引

区民

区 民 割 引は ホール チ
ケットセンター窓口で
の直接購入・電話予約
後の窓口引取のみ取扱
い。窓口で目黒区在住・
在勤・在学であること
が分かるものを購入枚
数分ご提示ください。

7/8

発売中

（土）

8/27

ジャズ・ワールドビート 2017

（日）

大ホール

［時 間］開場 16：15/ 開演 17：00
山下洋輔
スガダイロー
［出 演］山下洋輔×スガダイロー ( ピアノ・デュオ )
アントニオ・ザンブージョ（ファド / ボサノヴァ）from ポルトガル
二階堂和美 with Gentle Forest Jazz Band（スウィング・ヴォーカル＆ビッグバンド）
［料 金］
【全席指定】S 席 7,000 円 /A 席 6,000 円 ※当日券 500 円増
小ホール

［時 間］開場 13：00/ 開演 13：30
［出 演］ショーロ・クラブ（ブラジル系アコースティック・ミュージック）
桑原あい（ソロ・ピアノ）ほか

［料 金］
【全席指定】3,800 円 ※当日券 500 円増

※目黒区民割引：大・小ホール共各席種より 500 円引 ( 前売券のみ )

大・小通し券 ( 大ホール S 席＋小ホール )8,800 円

プラン
割引
区民
クトン
(平日11
：
00～19
：
00)
問合せ プランクトン 03 3498 2881
チケット
取扱

7/15

（土）

発売中

ミュージカル・コメディ
「キス・ミー・ケイト」

託児
サービス

子どものためのワークショップ 2017

ダンス・演劇発表会

ダンスワークショップ発表会

7/28 ［時

間］開場 11
：45/ 開演 12：00
（金） ［出 演］公募によるワークショップ参加者 ほか
※ワークショップの参加募集は締め切りました。

［振付・指導］近藤良平（コンドルズ主宰、
振付家、
ダンサー）
スズキ拓朗（チャイロイプリン主宰、
振付家、
演出家、
ダンサー）
協賛：
（株）アペックス

演劇ワークショップ発表会

7/29
（土）

後援：目黒区
協賛：サクマ製菓（株）
協力：碑文谷警察署、
東京急行電鉄（株）
チケット
取扱

問合せ めぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

9/6

（水）

大ホール
発売中

柳家小三治 一門会

チケット
取扱

問合せ

柳家小三治 柳家はん治

夢空間
夢空間 03-5785-0380（平日10：00～18：00） http://yume-kukan.net
大ホール
8/1（火）
発売

めぐろパーシモンホール開館 15 周年記念

第 24 回めぐろ童謡コンサート

［料 金］
【全席自由】前売 800 円 / 当日 1,000 円
障がい者 800 円（前売・当日）/ 中学生以下無料（整理券必要）
※未就学児入場可

チケット
取扱

問合せ

童謡の里めぐろ保存会
03-3461-7341（岡田・車椅子席も）
童謡の里めぐろ保存会 03-5721-1949（米澤）

18 歳からの大人の演劇ワークショップ

「マイライフ・マイステージ」
参加者募集！
「朗読」を基本としたワークショップを通して、
一人ひとりの大切な自分史を、
自分なりの「ことば」にして、
プロのアーティストと一緒に舞台で発表します。
［日 時］10/13（金）、15（日）、20（金）、21（土）、26（木）、27（金）、28（土）、29（日）
木・金曜日 18：30 ～ 21：30 / 土・日曜日 13：00 ～ 18：00 を予定
※ 10/28（土）は稽古のため 13：00 〜 20：00、
10/29（日）は本番のため時間未定

［会 場］リハーサル室 ほか

［時 間］開場 14：00/ 開演 14：30
［出 演］公募によるワークショップ参加者

［講 師］能祖將夫（桜美林大学芸術文化学群教授・北九州芸術劇場プロデューサー）

［演出・指導］吉田小夏（劇作家・演出家 / 青☆組主宰）

［申込期間］8/1（火）～ 9/5 (火) 必着

※ワークショップの参加募集は締め切りました。

協賛：
（公財）北野生涯教育振興会

両公演共通 【全席自由】入場無料（予約不要・当日直接会場にお越しください）
問合せ めぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

柳亭燕路

［時 間］開場 12：15/ 開演 13：00
［出 演］シュガーシスターズ、
わらべ館（鳥取県）
、
東京マンドリン宮田楽団
ひがしやま幼稚園、
地球クラブコスモス、
八雲学園中学校高等学校
自由が丘「友楽会」

［料 金］
【全席指定】S 席 5,500 円 /A 席 4,500 円

無料

※入場にはチケットが必要です。
（申込は 1 人 4 枚まで）
※ 3 歳以下のお子さまのご入場はご遠慮ください。

（日）

［時 間］昼の部  開場 11
：30/ 開演 12：00
夜の部  開場 16：30/ 開演 17：00
［出 演］松平健、
一路真輝、
平方元基、
水夏希、
ちあきしん
川﨑麻世、
杉山英司（スギちゃん）
、
太川陽介 ほか

小ホール

［料 金］
【全席指定】入場無料（要事前申込、
定員 600 名）

10/22

トニー賞受賞のブロードウェイ・ミュージカルが
めぐろパーシモンホールにやってくる！

東宝テレザーブ
03-3201-7777（9：30〜17：30）

［時 間］開場 13：00/ 開演 13：30
［出 演］警視庁音楽隊、
警視庁音楽隊カラーガード（ＭＥＣ）

［料 金］
【全席指定】Ｓ席 3,800 円
Ａ席
   3,300 円

めぐろパーシモンホール開館 15 周年記念

チケット
取扱

第 6 回めぐろパーシモンホール
避難訓練コンサート

［時 間］開場 18：00/ 開演 18：30
［出 演］柳家小三治、柳家はん治、柳亭燕路、柳家小はだ

( 前売券のみ、
プランクトンのみ取扱 )

大ホール

大ホール
7/10（月）
申込開始

［対 象］18 歳以上 ［定 員］20 名（抽選）
［参加費］1,500 円
※申込等詳細はホールホームページか後日発行される
    応募チラシをご覧ください。

協賛：
（株）アペックス

問合せ

めぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

能祖將夫 © 重松美佐

発売中

鈴木大介×大萩康司 ギター・デュオ

1/6

（土）
年

（土）

小ホール

2018

11/11

［時 間］開場 14：30/ 開演 15：00
［曲 目］グラナドス：詩的ワルツ集
ピアソラ：タンゴ組曲 ほか

大ホール
8/5（土）
発売

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
～レオニード・ヤコブソン記念～ 「白鳥の湖」

［時 間］開場 13：30/ 開演 14：00

［料 金］
【全席指定】S 席 7,500 円 /A 席 5,000 円

※車椅子席 7,500 円はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱
※ 4 歳以上入場可

［料 金］
【全席指定】3,000 円

※車椅子席同料金はホールチケット
センター電話・窓口のみ取扱

チケット
取扱

11/12

（日）

鈴木大介

大ホール
事前申込

大萩康司

東京マンドリン宮田楽団
100 周年記念オータムコンサート

［時 間］開場 13：00/ 開演 14：00
［出 演］東京マンドリン宮田楽団

※演奏は特別録音音源を使用
チケット
取扱

［曲 目］ラバースコンチェルト、
ドナウ川のさざなみ、
エルマンボ ほか
［料 金］
【全席指定】無料（要事前申込）
［申 込］往復ハガキによる申込み（申込み開始は 8 月中旬予定）
問合せ 東京マンドリン宮田楽団 ( 宮田 ) 090-1858-1284

まっぴるま特選落語会
三遊亭小遊三・三遊亭円楽 二人会

［時 間］開場 10：30/ 開演 11
：00
［出 演］三遊亭小遊三、
三遊亭円楽、
母心（漫才） ほか

［料 金］
【全席指定】Ｓ席 4,000 円 /Ａ席 3,500 円

1/6

（土）
年

（金）

大ホール
8/21（月）
発売

2018

11/24

問合せ

インプレサリオ
東京チケットセンター
インプレサリオ東京チケットセンター
03-6264-4221(10：00～18：00)    http：//www.impres-tokyo.com
小ホール
9/5（火）
発売

TRIO from quasimode
– Plays Jazz Standards vol.3

［時 間］開場 16：30/ 開演 17：00
［出 演］TRIO from quasimode（トリオ •フロム・クオシモード）
平戸祐介（ピアノ）
須長和広（ベース）
今泉総之輔（ドラム）

【全席指定】3,000 円
［料 金］
※車椅子席同料金はホール
チケットセンター電話・
窓口のみ取扱

チケット
取扱

平戸祐介

須長和広

今泉総之輔

東日本大震災鎮魂コンサート

『フォーレのレクイエムを学び歌う会』合唱団員募集
［公演日］2018/3/11
（日）
三遊亭小遊三

チケット
取扱

問合せ

11/25・26

（土・日）

三遊亭円楽

夢空間
夢空間 03-5785-0380（平日10：00～18：00） http://yume-kukan.net
大ホール
9/2（土）
発売

THE PIANO ERA 2017

［時 間］25 日（土）開場 17：15 / 開演 18：00
26 日（日）開場 15：45/ 開演 16：30

［料 金］
【全席指定】単日券 前売 7,500 円 / 当日 8,500 円

※ 2日通し券 13,000 円 ( 前売のみ・ホールチケットセンターでの取扱いなし)
※車椅子席同料金

チケット
取扱

問合せ

ノーヴァスアクシス 03-6310-9553 公式サイト http://www.thepianoera.com

［時 間］開場 14：15/ 開演 14：40
［会 場］小ホール

合唱団員募集
［練習日程］結団式 10/17
（火）18：30 ～ 21：00
    レッスン 原則月 3 回 火曜日 18：30 ～ 21：00（全 18 回）
［練習会場］鷹番住区センター / 中目黒 GT プラザホール
［合唱指導］荒牧小百合、
竹内雅挙
［定 員］60 名（応募者多数の場合抽選）

［参加費］13,000 円 ［申込期日］7/25（火）必着
［申込方法］氏名・年齢・電話・パートを明記した用紙と
返信封筒（82 円切手貼付）を下記宛送付
     〒 153-0053 目黒区五本木 1-12-16（公財）北野生涯教育振興会「フォーレ」係
問合せ （公財）北野生涯教育振興会 03-3711-1111

2018

2/3

大ホール

（土）

7/3（月）
発売

《フレッシュ名曲コンサート》
めぐろパーシモンホール 春のコンサート

年

大友直人×読響で聴く
ドヴォルザークの2大名曲

期待を集めるチェリストがのびやかに歌うチェロ協奏曲は必聴

［時 間］開場 14：30/ 開演 15：00
［出 演］大友直人（指揮）
、
水野優也（チェロ）
、
読売日本交響楽団（管弦楽）
［曲 目］ドヴォルザーク
チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104
交響曲 第 9 番 ホ短調 Op.95「新世界より」

【全席指定】S 席 3,500 円 /A 席 2,800 円 / 学生 1,000 円
［料 金］
※車椅子席 3,500 円はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱。
※中学生以上の学生券購入者は入場時に学生証をご提示ください。

水野優也

大友直人

第 13 回東京音楽コンクール（2015）
弦楽部門第 1 位 および 聴衆賞受賞

© Rowland Kirishima

チケット
取扱
2017

10/8

（日）

託児
サービス
小ホール
7/3（月）
発売

《フレッシュ名曲コンサート プレ・コンサート》

水野優也〈チェロ〉アフタヌーン・コンサート

年

［時 間］開場 13：30/ 開演 14：00
［出 演］水野優也（チェロ）
、
諸田由里子（ピアノ）
［曲 目］ショパン：チェロ・ソナタ
ストラヴィンスキー：イタリア組曲 ほか

［料 金］
【全席指定】500 円
チケット
取扱

主催：
（公財）目黒区芸術文化振興財団
（公財）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

読売日本交響楽団
© 読響

2018

3/21

（水・祝）

大ホール
8/7（月）
発売

めぐろパーシモンホール開館 15 周年記念

未来の音 ガラ・コンサート

年

2007 年からはじまり、
これまでに 26 組の若手演奏家が出演した「未来の音」シリーズ。
ホール 15 周年という節目に、
これまでの出演者の中から、
今や国内外で目覚ましい活躍をみせる演奏家が集結。
豪華な顔ぶれがそろうガラ・コンサートです。
［出 演］横坂源（チェロ）
、
北村朋幹（ピアノ）
郷古廉（ヴァイオリン）＋加藤洋之（ピアノ）
エール弦楽四重奏団
山根一仁（ヴァイオリン）
、
毛利文香（ヴァイオリン）
田原綾子（ヴィオラ）
、
上野通明（チェロ）

［料 金］
【全席指定】一般 3,000 円 / ペア 5,000 円 / 学生 1,000 円
横坂源

チケット
取扱

託児
サービス

© ワーナーミュー
ジックジャパン

北村朋幹

郷古廉

©HisaoSuzuki

山根一仁
©K.MIURA

毛利文香

田原綾子

上野通明

©M.Ikeda

おもちゃ

7/8 - 9/3

（土）

（日）

ヨーロッパの木の玩具
―ドイツ・スイス、北欧を中心に

目黒区美術館では開館以来 30
年にわたって、
国内外の良質な木
製玩具を収集してきました。本展
ではドイツ・スイス、北欧の玩具
メーカーで作られた優れたデザイ
ンと機能性を備えた木製玩具を
はじめ、ドイツ・エルツ地方の小
規模な工房で作られているクラフ
ト玩具を紹介します。会期中に
は実際に玩具で遊べるプレイコー
ナーも併設します。手触りの良い
玩具に触れて、
手から広がる世界
をお楽しみください。

協力：株式会社 アトリエ ニキティキ

開館時間

《煙出し人形 玩具売り》ドイツ・エルツ地方

関連イベント

10：00 ～ 18：00（入館は 17：30 まで）

休 館 日 月曜日

※ 7/17( 月・祝 ) は開館 7/18（火）
は休館

料    金
一 般
700（550）円
高大生・65 歳以上 550（400）円
小中生以下
無料
※（

© 桜井ただひさ

）内は 20 名以上の団体料金、
障がいのある方は半額・その付添者 1 名は無料

※目黒区美術館では、
開館 30 周年を記念して区民割引を実施いたします。目黒区内在住、
在勤、
在学
の方は受付で証明書類をご提示いただくと団体料金になります。
（他の割引との併用はできません。
）

２０１７年度展覧会の予定
目黒区美術館開館 30 周年記念

日本パステル畫事始め展

10/14（土）～ 11/26（日）
めぐろの子どもたち展

2018 年 1/17（水）～ 2/1（木）
目黒区美術館 30 周年コレクション展＋秋岡芳夫全集５

2018 年 2/10（土）～ 3/18（日）

協力・共催事業

開館 30 周年記念ワークショップセミナー

「ライフェンドレーエンでつくる動物たち」
ドイツの玩具職人によるライフェンドレーエンという木工技法について
の話と実演。木の輪をバームクーヘンのように円形に削り、
そこから沢
山の小動物を巧みに作り出します。

［日 時］7/15
（土）
、
16
（日）
、
17
（月・祝）
各日 第 1 回 11
：00 ～ 12：30、第 2 回 13：00 ～ 14：15、
第 3 回 14：30 ～ 15：45 ※ 16：00 ～17：30 は公開制作
［実 演］クリスチアン・ヴェルナー（工房名 Reifendrehwerk Christian Werner）
［料 金］参加費無料（ただし高校生以上は当日の展覧会観覧券が必要）
※事前申し込み不要・希望者は当日会場へ

［定 員］各回 50 人（先着）※各回入替制

「ぐるっとパス２０１７」
の販売
都内の美術館、博物館などに
無料または割引で入館できる
共通入場券＆割引券です。

販売期間｜
4/1～2018年1/31
料
金｜
2,000円(2か月間有効)
販売場所｜
目黒区美術館ほか

ピリエの会（目黒区美術館友の会）
入会のご案内
特 典｜①目黒区美術館で開催される企画展が
無料でご覧いただけます。( 有効期間 1 年間 )
②目黒区美術館の企画展のご案内等を
お送りします。
会 費｜一般会員 2,000 円 / 学生会員 1,500 円
申 込｜直接現金を添えて目黒区美術館へ

区展（区民作品展）
〈本館・区民ギャラリー〉

9/20（水）～ 10/1（日）

目黒区美芸作家協会展〈区民ギャラリー〉

2018 年 3/27（火）～ 4/1（日）

※展覧会の日程及び名称は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

www.mmat.jp

@mmatinside

@megurokubijutsukan

8/16-8/20
（水） （日）
8/16・17
（水・木）
第1部

第 5 回 めぐろバレエ祭り

大ホール
発売中

東京バレエ学校
スクール・パフォーマンス

8/16（水）開場 16：30 / 開演 17：00

［料 金］
【全席指定】大人 2,000 円 子ども（4 歳～中学生）1,000 円

8/17
（木）開場 16：00 / 開演 16：30
金］
【全席指定】大人 3,000 円 子ども（4 歳～中学生）1,500 円

第2 部

［料

※４歳未満のお子様はご入場いただけません。また膝上でのご鑑賞はご遠慮ください。
※予定販売枚数に達し、
販売が終了している場合もございます。

NBS チケットセンター
ウェブのみ http://www.nbs.or.jp/

チケット
取扱

8/19
（土）

大ホール
発売中

9/24
（日）

大ホール
完売御礼

めぐろパーシモンホール開館 15 周年記念

めぐろで第九 2017

開館 15 周年を記念して開催する 2017 年の「めぐろで第九」は、
東京フィルハーモニー交響楽団の首席指揮者を務めるアンドレ
ア・バッティストーニと一般公募による合唱団が〝歓喜の歌″で
節目の年を飾ります。
めぐろ第九合唱団の練習
合唱団の練習は 5 月よりスタートし、2 回目となる 5/27（土）に
は指揮者のアンドレア・バッティストー二氏が来館され、顔合わ
せを兼ねて練習をみていただきました。熱い指導に合唱団の士気
も高まり、本番公演に繋がる貴重な時間となりました。

東京バレエ団 子どものためのバレエ
「ねむれる森の美女」

午前の部 開場 11
：00 /開演 11：30
［出 演］オーロラ姫：三雲友里加
デジレ王子：岸本秀雄
午後の部 開場 14：00 /開演 14：30
［出 演］オーロラ姫：秋山 瑛
デジレ王子：宮川新大

8/20
（日）

大ホール
発売中

東京バレエ団 バレエ・コンサート

昼 の 部  開場 13：00 / 開演 13：30
夕方の部  開場 16：00 / 開演 16：30

［出 演］
「エスメラルダ」パ・ド・ドゥ ―上野水香、
柄本 弾
「ジゼル」第１幕 パ・ド・ユイット
第2幕 パ・ド・ドゥ ―渡辺理恵、
秋元康臣 ほか
「パリの炎」パ・ド・ドゥ ―足立真里亜、
井福俊太郎
「パキータ」― 二瓶加奈子、
宮川新大
「Choreographic Project Ⅱ」

※振付、
音楽、
出演者は後日発表いたします。

指揮 アンドレア・バッティストーニ コメント
今回、めぐろパーシモンホールの 15
周年を祝し、東京フィルと「めぐろ
第九合唱団」と共に歴史上最も偉大
な交響曲の一つであるベートーヴェ
ンの交響曲第 9 番を演奏できること
をうれしく思います。
アマチュアの合唱団にとっては、こ
の作品は非常に難しいものだと思い
ますが、（今回、顔合わせと練習を終
えての印象は）彼らは非常に意欲的です。
私はアマチュアの合唱団や演奏家と共演することが大好きです。
なぜなら、彼らは大きなエネルギーと情熱をもって自分自身を乗り
越えようと取り組むからです。たとえ技術的には十分ではないと
しても、私たちは完璧な音を目指すのではなく、私たちの感情を常
に新たな世界に導いてくれる「音楽」を目指しているのです。今
回の演奏会が、彼らにとってそのような機会となることを願ってお
ります。
そして、ここめぐろパーシモンホールでの初めての演奏をとても楽
しみにしています。
ぜひ、ご来場いただき、私たちの歓喜の歌をお楽しみください。

両公演共通
［料 金］【全席指定】S 席：大人 5,000 円 / 子ども（4 歳～中学生）2,500 円
A 席：大人 4,000 円 / 子ども（4 歳～中学生）2,000 円
※４歳未満のお子様はご入場いただけません。
                    また膝上でのご鑑賞はご遠慮ください。

※予定販売枚数に達し、
販売が終了している場合もございます。
チケット
取扱

NBS チケットセンター
http://www.nbs.or.jp/
全公演共通

※その他イベントが盛りだくさんです。
詳しくは、
めぐろバレエ祭り公式ウェブサイトをご覧ください。
http://meguro-balletfes.com/
託児
サービス

託児料 2,500 円
申込 NBS チケットセンター

問合せ NBS チケットセンター
03-3791-8888（平日10：00 ～ 18：00、土曜10：00 ～ 13：00）

髙橋絵理

与儀巧

富岡明子

青山貴

［時 間］開場 14：30/ 開演 15：00
［出 演］指揮：アンドレア・バッティストーニ
（東京フィルハーモニー交響楽団 首席指揮者）
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
ソリスト：髙橋絵理（ソプラノ）
、
富岡明子（メゾソプラノ）
与儀巧（テノール）
、
青山貴（バリトン）
合     唱：公募によるめぐろ第九合唱団（合唱指導：泉 智之）
［曲 目］ベートーヴェン：劇音楽「エグモント」序曲 Op.84
ベートーヴェン：交響曲 第 9 番 ニ短調 Op.125「合唱付き」

［料 金］
【全席指定】S 席 3,500 円 /A 席 2,500 円 ＜完売御礼＞
※車椅子席 3,500 円はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱

助成：芸術文化振興基金助成事業  
チケット
取扱

託児
サービス

公演日

【入場無料 & 事前予約不要】
※開始時間は今後発行のチラシ、
ホールホームページをご覧ください

会場

公演名

１０月 ７ 日（土）
１０月１５日（日）
１０月２１日（土）
１
１月１８日（土）
１
１月 ４ 日（土）
１０月１５日（日）
・29日（日）
１０月 28 日（土）

合唱祭
洋舞祭

大ホール

音楽祭
日本舞踊大会
演劇祭

小ホール

民謡大会

区民センターホール

華茶道展

目黒区総合庁舎
本館 1 階 和室・茶室、D・E 会議室

ホールからのお知らせ
めぐろパーシモンホール・中目黒 GT プラザホール開館 15 周年を記念した特設ウェブサイトが完成！

特設ウェブサイトでは、
開館15周年記念公演の情報や出演アーティストからのメッセージを掲載し、
節目の年をさらに盛り上げます！

15 周年特設ウェブサイト URL：http://www.persimmon.or.jp/15th/
ホール公式 twitter/Facebook で最新情報をいち早くお届け！
公演内容やチケット販売情報の他に、
ホールの様子や出演者のホットな情報が満載です。

@meguropersimmon

@meguropersimmonhall

めぐろパーシモンホール賛助会のご案内

15 周年特設ウェブサイト

｜入会申込・問合せ｜
めぐろパーシモンホール事業課

03 - 5701-2913

（公財）目黒区芸術文化振興財団は、目黒区における芸術文化の振興をはかり、地域の発展向上に寄与することを目的として設立された団体です。この目的に賛同し、ともに
文化の香り高いまちづくりを実現させるための「賛助会員」を募集しております。
（年会費は法人一口 20,000 円、
個人一口 3,000 円）ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

また、アートレターは、賛助会の皆さまからいただきました会費によって発行しています。
めぐろパーシモンホール賛助会会員（法人）

（株）中目黒ジーティー （株）アクト綜研
（株）シーズン花達
（株）オーシャン
（株）式典
（株）東式企画
大宮糧食工業（株）
京浜防災（株）
（株）清光
セコム（株）

めぐろパーシモンホール

至緑が丘

ぴえー留
ワッティー（株）
（株）白川電機製作所
学校法人 トキワ松学園
（有）メグロウッドコーポレーション 学校法人 日出学園
秋山錠剤（株）
ヤマハ目黒吹奏楽団
（株）石福
カヤバシステムマシナリー（株）
（株）カラサワ
山下寝具（株）
パナソニックＥＳエンジニアリング シェ・ソーマ都立大学
ゼネラルボンド（株） （株）アペックス
ジーピーケータリング（株）
（株）東京支店
（株）伊庭工務店
（株）綜合舞台サービス
（株）亀屋万年堂
金子公認会計士事務所
目黒自動車交通（株） ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会
ヤマハサウンドシステム（株）
（順不同、4 月 30 日現在）

中目黒GTプラザホール

目黒区美術館

