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これまでに26組の若き演奏家が登場した「未来の音シリーズ」。
ホール開館15周年を記念してお贈りする、今や国内外で目覚ましい
活躍を見せる演奏家たちによるガラ・コンサートです。

3/21

開場14：30

（水・祝）開演15：00

会場s 大ホール
出演 s
・
曲目

発売中

ガラ・コンサート

北村朋幹［ピアノ］シューマン：ダヴィッド同盟舞曲集 Op.6
郷古 廉［ヴァイオリン］＋ 加藤洋之［ピアノ］ ルクー：ヴァイオリン・ソナタ ト長調
横坂 源［チェロ］＋ 北村朋幹［ピアノ］ラフマニノフ：チェロ・ソナタ ト短調 Op.19

料金s
【全席指定】一般 3,000円／ペア券 5,000円

学生 1,000円
※車椅子席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

※演奏者の意向により、当初の曲目から変更となっております。何卒ご了承下さい。

チケット
取扱い

エール弦楽四重奏団

託児
サービス

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］
シューベルト：弦楽四重奏曲 第１３番 イ短調 D.804「ロザムンデ」

ホール開館15周年記念の特設サイトに掲載している、ご出演の皆様より頂いたお祝いのメッセージをご紹介！

北村朋幹

郷古 廉

横坂 源

［ピアノ］

［ヴァイオリン］

［チェロ］

過去 出演 情報

過去出演情報

過去出演情報

vol.15
2011年11月5日

vol.6
2008年12月20日

vol.14
2011年9月17日

©TAKUMI JUN

©Hisao Suzuki

開館15周年、おめでとうございます。思い返すと、
僕が初めてめぐろパーシモンホールに伺ったのは
10年以上も前のことですが、以後も定期的に、色々
な形で演奏させていただく事ができており、とても
嬉しく思っております。本当に楽しい思い出が沢山
ある5年前の10周年ガラコンサートに引き続き、今
回また新たな作品に取り組めることを、心から楽し
みにしております！

©ワーナーミュージックジャパン

めぐろパーシモンホール開館15周年、おめでとうご
ざいます。2008年に「未来の音」シリーズに出演
をしてから今日まで、いろんな人との出合い、様々
な経験、
勉強をしてきました。
めぐろパーシモンホー
ルの舞台に再び立てることを、今からとても楽しみ
にしています。

山根一仁

毛利文香

［ヴァイオリン］

［ヴァイオリン］

過去出演情報

過去 出 演 情 報

vol.18
2013年12月14日

vol.22
2015年12月12日

この度は開館15周年おめでとうございます。出演の
際には、お近くに住んでいらっしゃるお客様の姿を
多くお見かけし、パーシモンホールが音楽と住民と
を繋ぐ大切な空間として共有され、素晴らしい関係
をこれまで築いてこられたことに感激し、また、一
人の演奏家として感謝致します。作品の持つ多くの
メッセージ、色彩、エネルギーを若い仲間達と共に
放出し、夢の世界の景色を皆さんと一緒に体験させ
て頂ける日を心から楽しみにしています。

上野通明
過去出演情報

［ヴィオラ］

vol.23
2016年1月17日

©K.Miura

この度は開館15周年おめでとうござい
ます。僕が初めてめぐろパーシモン
ホールで演奏したのは2013年、小ホー
ルでのリサイタルでした。とても落ち
着いた雰囲気のホールで、楽しく演奏
したことを今でも覚えています。今回
はカルテットの仲間と演奏させていた
だきます。またこのホールで音楽を創
れること、今からとても楽しみにして
います。

［チェロ］

田原綾子

©M.Ikeda

開館15周年、本当におめでとうござい
ます！
記念すべき機会にて再びこのホールの
舞台に立たせていただけること、大変
光栄に思うと共に、心より楽しみにし
ております。

開館15周年、おめでとうございます！
共に長い時間を過ごしてきた信頼する
メンバーと、このような素晴らしい舞
台に参加させて頂けること、とても嬉
しく、また大変光栄に思っております。
今回初めて演奏させて頂くホールで、
今からどきどきしていますが、心から
楽しんで演奏したいです。よい音楽が
奏でられるよう、精一杯頑張ります。

めぐろパーシモンとの出会いは、2016
年の未来の音シリーズ。張り切って盛
りだくさんのプログラムにし、満席の
お客様に聴いて頂くことができ感激し
たのを覚えています。その後もドッペル
コンチェルトを弾かせていただき、楽し
い思い出がたくさん詰まったこのホー
ルで、それぞれ留学してどんどん進化
している素晴らしい室内楽の仲間と一
緒に演奏できるのがとても楽しみです！

《フレッシュ名曲コンサート》

大友直人

水野優也

めぐろパーシモンホール

春のコンサート
─大友直人×読響で聴く、ドヴォルザークの２大名曲─

美しい旋律と躍動するリズム！交響曲第9番 “新世界より”。
期待を集める新鋭チェリスト・水野優也が10代最後の日に挑む、チェロ協奏曲の傑作。
不動の人気を誇るドヴォルザークの名曲プログラムをお楽しみください。
©Rowland Kirishima

2/3

読売日本交響楽団

（土）開場14：30／開演15：00

会場s大ホール
出演s

発売中

大友直人［指揮］
水野優也［チェロ］ 2015年 第13回東京音楽コンクール弦楽部門第１位および聴衆賞
読売日本交響楽団［管弦楽］

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」

曲目s

©読響

料金s
【全席指定】Ｓ席3,500円／Ａ席2,800円／学生1,000円
※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
チケット
取扱い

託児
サービス

プレ・コ ン サ ートレ ポ ート

水野優也 アフタヌーン・コンサート

2017年10月8日（日）

［会 場］小ホール
［出 演］水野優也［チェロ］、諸田由里子［ピアノ］
［曲 目］シューマン：幻想小曲集 Op.73
ドヴォルザーク：ロンド ト短調 Op.94
ストラヴィンスキー：イタリア組曲
ショパン：チェロ・ソナタ ト短調 Op.65

優也さんとピアノの諸田由里子さんによる
プレコンサートを開催しました。水野さん
が用意してくれたのは、気合の感じられる
聴きごたえあるプログラム。熱のこもった

〈アンコール〉

ドヴォルザーク：４つの歌より第１番 “孤独な私の魂に”

演奏に、満員の会場から大きな拍手が贈ら

「
《フレッシュ名曲コンサート》めぐろパー

れました。アンコールでは、ドヴォルザー

シモンホール春のコンサート」でドヴォル

クが自らの歌曲の中からチェロ協奏曲に引

ザークのチェロ協奏曲を、大友直人氏の指

用した作品が演奏されました。お客様から

揮、読売日本交響楽団と共演するチェリス

は2月3日の公演が楽しみ！という声が寄

ト・水野優也さん。本公演に先立ち、水野

せられました。

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

チケット取扱

めぐろパーシモンホールチケットセンター

1.

2.

窓口販売

電話予約

（10：00〜19：00）

ホールチケットセンター

（10：00〜19：00）

03 - 5701- 2904

3.

ホームページ
（24時間受付）

http://www.persimmon.or.jp

留意事項 ◆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

目黒区民割引

託児料：¥2,000

めぐろパーシモンホール
チ ケ ット セ ン タ ー
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。
※区民マークがある公演のみ割引あり

目黒区の鳥、シジュウカラです。

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〜
（土）
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「白鳥の湖」
会場s 大ホール

開場13：30／開演14：00

発売中

第1部は日本各地で活動するゴスペル団体によるパフォーマンス。
第2部はスペシャルゲストにSOLIDEMO（ソリディーモ）を迎え、
ご来場のお客様を含めた会場全体で合唱します。
会場s 大ホール

料金s【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
※演奏は特別録音音源を使用
チケット
取扱い

ＴＯＫＹＯ FM
3/3（土）
夢のゴスペル・コンサート Vol.５ 開場17：30／開演18：00

発売中

料金s【全席指定】一般3,500円／小中学生1,000円
※未就学児入場可・膝上鑑賞無料・座席が必要な場合は1,000円
※車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱
チケット
取扱い

インプレサリオ東京
チケットセンター

ムジカキアラ

問合せsムジカキアラ 03-6431-8186（平日10：00〜18：00）

03-6264-4221（10：00〜18：00）
http://www.impres-tokyo.com

問合せs インプレサリオ東京チケットセンター

TRIO from quasimode
─Plays Jazz Standards vol.3
会場s 小ホール

1/6（土）

開場16：30／開演17：00

発売中

出演s TRIO from quasimode 平戸祐介［ピアノ］、須長和広［ベース］、今泉総之輔［ドラム］
曲目s Speak Low、Giant Steps、A Shade of Jade ほか
料金s【全席指定】3,000円（1ドリンク付き）
※車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱
チケット
取扱い

新春爆笑三人会

完売
御礼
3,200
20
00

1/12（金）

開場13：00／開演13：30

会場s 大ホール
出演s 春風亭小朝、春風亭昇太、林家たい平
たい
い平 ほか
料金s【全席指定】S席3,700円／A席

円

新春！デキシーランド・
ジャズ・ジャンボリー Vol.10
会場s 大ホール

協賛：自由が丘 蜂の家

1/13（土）

開場14：15／開演15：00

3/11（日）

開場14：15／開演14：40

会場s 小ホール
出演s 宝井琴柑［講談師］、澤村杏太朗［指揮］
藤井 冴［ソプラノ独唱］、小林大祐［バリトン独唱］

特別編成小編成オーケストラ、公募による合唱団
第1部 講談「伊達政宗と震災復興」
第2部 フォーレ：
「レクイエム」

チケット
取扱い

（公財）北野生涯教育振興会

ＮＰＯ法人日本声楽家協会
03-3821-5166 http://www.jvf.gr.jp

問合せs
（公財）北野生涯教育振興会 03-3711-1111

親子のためのふれあい
コンサート2018

０才からの音楽会

3/17（土）

1回目 開場10：30／開演11：00
2回目 開場14：00／開演14：30

会場s 小ホール
出演s 宇高靖人［ギター］、東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
料金s【全席自由】2,500円 ※当日券500円増
※3歳未満は膝上鑑賞可能。座席が必要な場合はチケットをお求め下さい。

チケット発売日s1/15（月）

発売中

チケット
取扱い

出演s 薗田憲一とデキシーキングス、有馬靖彦とデキシージャイブ

デキシーキャッスル、中川喜弘とデキシーサミット
外山喜雄とデキシーセインツ

東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
info@uniphil.gr.jp

問合せs東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 事務局 03-3766-0876

料金s【全席指定】S席5,000円／A席4,500円 ※当日券500円増
※JPMAフレンズ・クラブ プレミアム会員（個人・法人）10％引、
一般社団法人日本ポピュラー音楽協会のみ取扱
チケット
取扱い

「想いを胸に 生きる」

料金s【全席自由】1,000円
チケット発売日s1/10（水）

協賛：サッポロホールディングス株式会社

春風亭小朝・春風亭昇太・林家たい平
たい平
平

東日本大震災鎮魂コンサート vol.5

CNプレイガイド

スペシャル・ゲスト
北村英治［cl］

一般社団法人
日本ポピュラー音楽協会

めぐろパーシモンホール開館15周年記念

第15回めぐろクラシックセレクション

3/18（日）

開場14：30／開演15：00

目黒区クラシック音楽家協会コンサート

問合せs 一般社団法人日本ポピュラー音楽協会（JPMA）
03-3585-3903（平日10：00〜18：00） http://www.jpma-jazz.or.jp

会場s 大ホール

人形浄瑠璃文楽
レクチャーと公演

曲目sドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲 第４番 ホ短調 Op.90「ドゥムキー」抜粋
料金s【全席自由】一般2,000円／学生1,000円（小・中・高・大学生）

完売
小ホール
御礼
豊竹呂勢太夫、 鶴澤藤蔵、 桐竹勘十郎
竹勘十郎
竹勘

会場s
出演s
演目s 二人三番叟、 義経千本桜〜道行初音旅
料金s【全席指定】3,500円

ほか

3/3（土）

1回目 開場13：00／開演13：30
2回目 開場16：30／開演17：00

出演s 橘田恵美子［ソプラノ］、アマービレ・ピアノ・トリオ
中屋早紀子［メゾ・ソプラノ］、木田左和子［ピアノ］ ほか

※車椅子席は目黒区クラシック音楽家協会のみ取扱

チケット発売日s1/22（月）
チケット
取扱い

目黒区クラシック
音楽家協会

問合せs目黒区クラシック音楽家協会（端山） 090-2751-3403

ほか

第75回

3/23（金）〜4/4（水）

全国舞踊コンクール
会場s 大ホール
料金s 入場無料（直接会場にお越しください）

目黒区東山オーケストラ

4/8（日）

第24回定期演奏会
スプリングコンサート

開場14：30／開演15：00

会場s 大ホール

1月31日（水）まで出場者募集

出演s 永末紀恵［指揮］、目黒区東山オーケストラ

※日時等詳細は全国舞踊コンクールホームページをご覧ください

目黒区立東山小学校特設管弦楽クラブ5・6年生

問合せs 東京新聞事業局文化事業部
03-6910-2345（平日10：00〜18：00）
http://www.tokyo-np.co.jp/event/buyocon/index.html

曲目s バーンスタイン：
「キャンディード」序曲、
「美女と野獣」 ほか
料金s 入場無料（直接会場にお越しください） ※未就学児入場可
問合せ 目黒区東山オーケストラ（森田） 03-3715-1166

気になる三人かい…

4/6

（金）

桃月庵白酒・
三遊亭兼好・
春風亭一之輔

開場18：00／開演18：30

避難訓練コンサート

4/30（月・休）

開場13：00／開演13：30

会場s 大ホール
出演s 警視庁音楽隊、警視庁音楽隊カラーガード（MEC）

落語界のトップを走る若手、
三者三様の会。是非お見逃しなく！
会場s 大ホール

第7回 めぐろパーシモンホール

料金s【全席指定】入場無料（要事前申込、定員600名）
三遊亭兼好

桃月庵白酒

※3歳以下のお子さまのご入場はご遠慮ください
※入場にはチケットが必要です

春風亭一之輔
撮影：山田雅子

料金s【全席指定】S席3,700円／A席3,200円

申込開始日s 3/12（月）
※申込は1人4枚まで

※車椅子席３,７００円はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱

チケット発売日s1/9（火）
チケット
取扱い

チケット
取扱い

夢空間

問合せ

問合せs夢空間 03-5785-0380（平日10：00〜18：00） http://yume-kukan.net

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）

めぐろパーシモンホール事業課

03-5701-2913

二期会ニューウェーブ・オペラ劇場
『アルチーナ』 5/19

20（日）

（土）
・

19日（土）開場16：00／開演17：00
20日（日）開場13：00／開演14：00

〈オペラ全3幕〉日本語字幕付き原語（イタリア語）上演
作曲：ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル
会場s

料金s【全席指定】S席10,000円／A席9,000円

大ホール

B席8,000円／学生席2,000円

出演s 指揮：鈴木秀美

※学生席は二期会チケットセンターのみ取扱

演出：フローリス・ビッサー

チケット発売日s1/27（土）

舞台美術：ディベケ・ヴァン・レイ
アルチーナ：
〈19日〉梶田真未、
〈20日〉渡邊仁美 ［ソプラノ］

チケット
スペース

チケット
取扱い

ルッジェーロ：
〈19日〉花房英里子、
〈20日〉杉山由紀 ［メゾソプラノ］ ほか
管弦楽：ニューウェーブ・バロック・オーケストラ・トウキョウ

二期会
チケットセンター

問合せs 二期会チケットセンター

合唱：二期会合唱団

03-3796-1831（平日10：00〜18：00、土曜10：00〜15：00）

東京六人組

7/31（火）

開場18：30／開演19：00

気鋭のソリスト、在京オーケストラの
首席奏者たちによる極上のアンサンブル。

料金s【全席指定】一般3,500円／学生2,000円

会場s 小ホール

チケット発売日s1/ 29（月）

出演s 上野由恵［フルート］、荒 絵理子［オーボエ］

金子 平［クラリネット］、福士マリ子［ファゴット］
福川伸陽［ホルン］、三浦友理枝［ピアノ］

発売中

※車椅子席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
取扱い

問合せs めぐろパーシモンホール事業課

03-5701-2913

落語界の至宝、柳家小三治。
今回は自慢の弟子たちとの共演です。
今
いぶし銀の長講一席をご堪能ください。
い
。

三之助

2/27（火）開場18：30／開演19：00
2
−

め
めぐろパーシモンホール
大ホール
S席3,800円（完売）／A席3,300円

−

はん治

柳家小三治

主催・お問合せ 夢空間 03-5785-0380

チケット
販売窓口
※未就学児の
ご入場はお断り
いたします。

後援 公益財団法人目黒区芸術文化振興財団

◆ 夢空間
（平日10時〜18時）03-5785-0380

http://yume-kukan.net
0570-02-9999［Pコード：483-029 ］ http://pia.jp/t
◆ ローソンチケット 0570-000-407
（オペレーター対応）
［ Lコード：31347 ］
◆ e+
（イープラス） http://eplus.jp
◆ めぐろパーシモンホールチケットセンター《窓口販売のみ》10時〜19時
◆ ぴあ

東日本大震災
復興支援コンサート
目黒区友好都市・宮城県気仙沼市と目黒区の音楽家たちによる、
東日本大震災復興支援コンサート。
第1部は、気仙沼市で活動する気仙沼市民吹奏楽団と目黒区で活動する
目黒吹奏楽団が、このコンサートのために混成楽団を編成して演奏します。
第2部は、気仙沼市出身のシンガー・ソング・ライター畠山美由紀によるコンサート。
フィナーレには、目黒区立中目黒小学校合唱団との合唱の共演をお楽しみください。

3/4

（日）開場13：30／開演14：00

会場s小ホール

残席僅少

畠山美由紀、気仙沼市民吹奏楽団と目黒吹奏楽団による混成楽団
目黒区立中目黒小学校合唱団

出演s

宮城県気仙沼市出身のシンガー・ソング・ライター。
近年の活動としては、2011年、故郷・気仙沼を想い「わが美しき故
郷よ」と題した詩、歌を発表し話題に。2014年、往年の演歌、歌謡
曲の名曲集、アルバム「歌で逢いましょう」を発表。2016年にはソ
ロ・デビュー15周年を記念した、中島ノブユキ率いる東京ニューシティ
管弦楽団とのフィルコンサート等、様々なコンサートを開催し大盛況を
得る。現在は、NHK「歌謡コンサート」
「The Covers」等、数多くの
テレビ番組に出演する他、FMヨコハマ「Travelinʼ Light」のDJとし
て活動中。畠山美由紀は、聴く人の心に寄り添う歌を歌い続ける。

司会：佐藤千晶
料金s
【全席指定】1,000円 （チケット収入の一部を被災地に寄付）
※車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱
チケット
取扱い

助成：一般財団法人地域創造
問合せsめぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

同日開催
イベント

宮城県気仙沼市 物産展 & 震災復興写真展
宮城県気仙沼市の特産品の販売と気仙沼市の被災当時の
様子を記録した写真展を開催します。

3/4（日）10：00〜13：00
会場s 小ホール

※13:30以降はコンサート来場者のみ入場可

ホワイエ

料金s 入場無料

宮城県気仙沼市と目黒区の音楽を通じた交流
2016年よりはじまり今回で

ジョイントコンサート

気仙沼市でのアウトリーチ

気仙沼市出身アーティストとの共演

2016/2/28（日） 大ホール

2017/2/12（日）

2017/3/5（日） 小ホール

特別養護老人ホーム 恵心寮（宮城県気仙沼市）

2017年に開催した「東日本大震災復興支援コン
サート」では、気仙沼市出身のアーティストであるシ
ンガー・ソング・ライターの熊谷育美さんとジャズピ
アニストの岡本優子さんが、目黒区立中目黒小学
校合唱団の皆さんと歌の共演をしました。

3回目の開催となる東日本大
震災復興支援コンサート。こ
れまでに、気仙沼市で活動
されている気仙沼市民吹奏
楽 団と目黒 吹 奏 楽 団との
ジョイントコンサートや、気仙
沼市出身アーティストと目黒
区内小学校との共演等、こ
のコンサートを通じて気仙沼
市と目黒区の交流を育んで
きました。ここではその記録
をお届けします。

2016年に開催した「東日本大震災復興支援コン
サート」で初めて実現した気仙沼市民吹奏楽団と目
黒吹奏楽団（旧：ヤマハ目黒吹奏楽団）のジョイン
トコンサート。この公演をきっかけに楽団同士の交流
が深まり、2018年に開催する本公演では3回目の
共演を果たします！

2017年はコンサート関連企画として、気仙沼市の特
別養護老人ホーム恵心寮へ訪問演奏会を実施しま
した。東日本大震災復興支援コンサートに毎年出演
していただいている目黒吹奏楽団のサックス四重奏
の皆さんが素敵な演奏を披露してくださいました。

開館15 周年記念公演
事業報告！

2002年の開館から、おかげさまで15周年を迎えためぐろパーシモンホールと中目黒GTプラザホール。
感謝の気持ちを込めて開催した記念公演は、多くの方にご来場いただき、節目の年を華やかに彩りました。
3月に開催する「人形浄瑠璃文楽レクチャーと公演」と「未来の音ガラ・コンサート」もお楽しみに！

中目黒GTプラザホール開館15周年記念イベント

めぐろパーシモンホール開館15周年記念イベント

0歳からのコンサート キラキラ金管五重奏

めぐろパーシモンホール
オープンデー

［公 演］2017年 6月3日（土）
［会 場］中目黒GTプラザホール
［出 演］原田照久 （トランペット）、 金丸響子 （トランペット）

鈴木優 （ホルン）、 廣田純一 （トロンボーン）
山崎勇太 （チューバ）、 清田裕里江 （パーカッション）

［公 演］2017年 9月9日（土）
［会 場］大ホール、小ホール ほか

大ホールでは、2017年のフレッシ

小ホールでは、小学校での打楽器

ュ名曲コンサートでリストのピアノ

ワークショップの講師をお願いし

中目黒GTプラザホールでは開館

となり、大盛況のうちに終了する

協奏曲を演奏した黒岩航紀さんが、

ている打楽器奏者の小林武文さん

15周年を記念して、金管五重奏に

ことが出来ました。

リード希亜奈さんと共に、2 台ピ

率いる、世界各地の楽器が集まっ

パーカッションを加えた「0歳か

コンサート終了後の楽器体験では、

アノのデュオや独奏でピアノの魅力

たユニークな編成のバンドが、子

らのコンサート キラキラ金管五

音出しに悪戦苦闘したり、自分の

を存分に披露。続いて、小ホール

どもから大人までを楽しませてい

重奏」を開催しました。クラシッ

体よりも大きなチューバに触れ喜

の人気シリーズ
「これがオペラだ」

ました。

クはもちろん、ミュージカル、ジ

ぶ様子など、来場された皆さまの

に出演した歌手たちによる、オペ

終演後にはバックステージツアー

ブリ、ディズニーと幅広いジャン

笑顔が溢れるとても温かい公演と

ラアリアや日本の歌など、バラエ

も行い、ホールをたっぷりお楽し

ルを演奏した公演は3回全て完売

なりました。

ティに富んだプログラム。

みいただいた１日となりました。

〈熊谷和徳タップダンス公演〉

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
［公 演］2017年 8月26日
（土）〈ワークショップ〉8月7日（月）、14日（月）、23日（水）、25日（金）

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
［公 演］2017年 9月24日（日）
［会 場］大ホール

［会 場］ 大ホール

［出 演］指

（東京フィルハーモニー交響楽団
）
首席指揮者

揮： アンドレア・バッティストーニ

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）

一般公募の合唱団を結成した第九

練習に励んできました。満員御礼

演奏会として、開館より３年毎に開

の会場では、温かい拍手に迎えら

ホール開館15周年の2017年は、

本番のステージで響かせた靴音は

催している「めぐろで第九」
。15周

れ合唱団が入場し、スピード感溢

タップダンサー・熊谷和徳さんの

さすがの迫力。

年を記念する今回は、世界から注

れる情熱的な指揮に導かれながら、

プロ活動20年目の節目の年でも

熊谷和徳さんの圧倒的なソロパ

目を集める若き指揮者アンドレ

これまでの練習の成果を発揮する

ありました。両者にとっての特別

フォーマンス、気鋭のジャズミュ

ア・バッティストーニ氏率いる東京

ことができました。合唱団からの

な年に、100名のワークショップ

ージシャンやストリングカルテッ

フィルハーモニー交響楽団との夢

貴重な体験が出来たという喜びの

参加者とステージで共演しようと

トとの共演など、
タップダンサー・

の共演が実現しました。公募によ

声と共に、ご来場の皆様からもご

いうことに。幅広い年代の初心者

熊谷和徳の20年の集大成ともい

り集まった160人の合唱団は合唱

好評をいただき、節目の年にふさ

から経験者まで、100名の参加者

えるステージとなりました。

指導の泉智之先生の下、5月から

わしい素敵な公演となりました。

が4日間のワークショップを経て

［助 成］芸術文化振興基金助成事業

目黒区美術館
30 周年コレクション展

ひろがる色と形 ─1950-60年代の抽象表現から
当館の収蔵作品から、1950 - 60年代の抽象表現を取り上げます。
油彩の岡田謙三・猪熊弦一郎・古茂田守介・赤穴宏、陶芸の安原喜明、
金工の槻尾宗一ほかの優れた作品によって、形や色が織りなす調和をご覧ください。

2/10

〜3/18

（土）

（日）

開館時間s10：00〜18：00（入館は17：30まで）

休館日s月曜日（ただし２/１２（月・休）は開館し２/１３（火）休館）
料金s一般
※（

600（450）円、高大生・65歳以上 450（350）円、小中生以下 無料
）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頂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）

岡田謙三《 銀 》1954-55年

同時
開催

油彩・カンヴァス 目黒区美術館蔵

槻尾宗一《 ユニット花器 》1955年

鉄 目黒区美術館蔵

秋岡芳夫全集５ ＫＡＫの仕事
─河

潤之介・金子 至とともに

「秋岡芳夫全集」は、2011年に当館で開催した目黒ゆかりの工業デザイナー
秋岡芳夫（1920-1997）の展覧会「DOMA 秋岡芳夫展」後に立ち上げた
当館独自のシリーズ展示です。毎回小テーマを一つ定めて紹介しており、５回目となる
今回は秋岡芳夫の1950年代の工業デザインの仕事に焦点をあてて展覧します。
KAK＋ 学習研究社 《『 科学 』の付録 》 個人蔵

※関連催事情報は目黒区美術館ホームページをご覧ください。
│目黒区美術館 03-3714-1201

http://www.mmat.jp

美術館からのご案内
展覧会情報

「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。

めぐろの子どもたち展

販売期間

目黒区立の幼稚園・こども園、小学校、中学校で学ぶ子どもたちが
授業中に制作した図画工作・美術・書などの作品を展示します。あわせて
「米国ジョージア州チェロキー郡児童・生徒絵画作品展」
を同時開催します。

１/１７

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。
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

申込

直接現金を添えて目黒区美術館へ

会場s 本館・区民ギャラリー

協力・共催事業 ─
────────────────────────────

目黒区美芸作家協会展

2,000円／学生会員 1,500円（有効期間1年間）

目黒区美術館 区民ギャラリー利用のご案内

３/２７（火）〜４/１（日）10：00〜18：00（初日・最終日は変更有）
料金s 無料

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

（木）10：00〜18：00（入館は17：30まで）

料金s 無料

1/31まで

2,000円（2か月間有効）

販売場所

２/１

（水）〜

休館日s月曜日

料金

美術に関する個人・グループ・団体の作品発表の場として、
目黒区美術館区民ギャラリーの有料貸し出しをしています。
詳細は目黒区美術館までお問い合わせください。

会場s 区民ギャラリー

※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。

ホール・美術館の最新情報はこちら !

目黒区美術館HP

http://www.mmat.jp
めぐろパーシモンホールHP

目黒区美術館メルマガ会員募集中！

http://www.persimmon.or.jp

お申込みはこちらのアドレスへ空メールを送信するだけで完了です。

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
（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
至 駒沢通り

めぐろパーシモンホール

●東急東横線

「都立大学駅」徒歩７分
●東急バス

めぐろ区民
キャンパス

（渋34）渋谷駅〜東京医療センター
（黒07）目黒駅〜弦巻営業所
（多摩01）多摩川駅〜東京医療センター
（都立01）都立大学駅北口〜成城学園前駅
「めぐろ区民キャンパス」すぐ

三菱東京
UFJ銀行
至 目黒

目黒通り

めぐろパーシモンホール
賛助会会員（法人）

東急東横線

都立大学駅

至 渋谷

めぐろパーシモンホール事業課

入会申込・問合せ

（株）中目黒ジーティー

京浜防災（株）
セコム（株）

（株）アペックス

（株）式典

秋山錠剤（株）

（株）亀屋万年堂

（株）清光

ゼネラルボンド（株）

（株）アクト綜研

ワッティー（株）

ヤマハサウンドシステム（株）
ぴえー留
学校法人 トキワ松学園

ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会
（株）白川電機製作所

（株）綜合舞台サービス

（有）メグロウッドコーポレーション カヤバシステムマシナリー（株）

（株）東式企画

（株）石福

パナソニックＥＳエンジニアリング（株）東京支店

中目黒ＧＴプラザホール
東急東横線・
東京メトロ日比谷線
至 自由が丘

至 渋谷

中目黒駅

中目黒GT

〒152-0023 目黒区八雲 1-1-1
TEL 03（5701）2924

「中目黒駅」すぐ
（渋41）渋谷駅〜大井町駅
「中目黒駅」すぐ
※ 中目黒ＧＴプラザホールには駐車場
はありません。中目黒ＧＴ内地下の民
間有料駐車場のご利用となります。

田道小学校入口バス停

大鳥神社
至 大崎

至恵

●東急バス

下目黒
小学校

目黒川
交番

テニス
コート

プール

（渋41）
（渋72）
「田道小学校入口」徒歩 3 分
（黒01）
（黒02）
（黒06）
（黒07）
（東98）
「権之助坂」徒歩 5 分

権之助坂バス停

〒153-0063 目黒区目黒 2- 4 - 36
TEL 03（3714）1201
東急目黒線
東京メトロ南北線
都営三田線

目黒 駅
至 大崎

目黒区民
センター

目黒区美術館

西口

り
駒沢通

●JR山手線、東京メ
トロ南北線

都営三田線、東急目黒線
「目黒駅」徒歩10 分

山手通り

〒153-0051 目黒区上目黒 2-1-3
TEL 03（6412）5377
比寿

（順不同、11月30日現在）

目黒区美術館

●東急バス

中目黒駅
バス停

中目黒GTプラザホール

●東京メ
トロ日比谷線、東急東横線

目黒吹奏楽団
ジーピーケータリング（株）

学校法人 日出学園

（株）オーシャン

至 初台

203-5701-2913

山下寝具（株）

大宮糧食工業（株） （株）カラサワ

三井住友銀行
至 自由が丘

@megurokubijutsukan

（株）シーズン花達

山手通
り

※ 駐車場は駐車台数に限りがあります
ので、ご来館はできるだけ公共交通
機関をご利用ください。

@mmatinside

り
目黒通

めぐろ区民
キャンパス
バス停

t-mmat@sg-m.jp

JR山手線
至 恵比寿

