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第6回

めぐろバレエ祭り

おとなも子どもも、夏はめぐろでバレエざんまい！

8/21 〜8/26
（火）

（日）

めぐろバレエ祭り名物！特別企画

東京バレエ団

プティパ生誕200年記念

「スーパーバレエMIX
BON踊り」
1回目

〈夏祭りガラ〉
8/24（金）開場18：30／開演19：00
8/25（土）開場11：00／開演11：30

14：00〜14：40

8/25（土） 2回目 17：00〜17：40
小林十市 振付・出演
＋
プロジェクションマッピング花火大会

会場s

大ホール

会場s 八雲体育館
料金s

発売中

東京バレエ団

入場無料・予約不要

子どものためのバレエ

※未就学児入場可

「ドン･キホーテの夢」
1回目 開場11：00 ／開演11：30

8/26（日） 2回目 開場14：00 ／開演14：30
会場s

大ホール

出演s 1回目 キトリ：沖香菜子

BON踊りの様子

2回目 キトリ：川島麻実子

発売中

バジル：宮川新大
バジル：秋元康臣

東京バレエ団

クラス･レッスン見学会
8/25（土）9：30〜10：30
会場s
料金s

画：槇村さとる

大ホール 対象s小学校1年生以上
入場無料・予約不要
©Kiyonori Hasegawa

0〜3歳のための
プティパ･バレエ音楽会

「ドン・キホーテの夢」共通 〉
〈〈夏祭りガラ〉
料金s【全席指定】おとな：S席 5,000円

8/25（土）
1回目
2回目

A席 4,000円
子ども（4歳〜中学生）
：S席 2,500円
A席 2,000円

11：30〜12：00
12：30〜13：00

会場s

チケット
取扱い

小ホール

NB S
チケットセンター

対象s 0〜3歳のお子さまと保護者の方
料金s 1組800円（要事前申込）
申込先sNBSチケットセンター

その他楽しいイベントが盛りだくさん！
詳細は公式サイトをご覧ください http://meguro-balletfes.com/

託児
サービス

2,500円 申込先：ＮＢＳチケットセンター（公演日の14日前まで先着順で受付）

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

カルテット・アマービレ
2016年9月 難関で知られる第65回ARD ミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門
第３位に入賞、あわせて特別賞（コンクール委嘱作品の最優秀解釈賞）を受賞。
桐朋学園大学在籍中に結成。磯村和英氏、山崎伸子氏に師事。第10回横浜国際音楽コ
ンクール第１位及び全部門グランプリ、第12回ルーマニア国際音楽コンクール 第１位ほかを
受賞。2017年5月 第19回別府アルゲリッチ音楽祭にてマルタ・アルゲリッチ氏と共演した。

未来の音シリーズ
vol.27

カルテット･アマービレ

難関の国際コンクールで3位入賞の快挙を遂げた、
若きカルテットによる精緻かつ鮮烈な弦楽四重奏の名曲プログラム！

9/30

（日） 開場14：30／開演15：00

会場s 小ホール 発売中
出演s カルテット･アマービレ

篠原悠那、北田千尋［ヴァイオリン］、中 恵菜［ヴィオラ］、笹沼 樹［チェロ］
曲目s ハイドン：弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調 Op.76, No.3 Hob.III-77「皇帝」

ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調 Op.10
ラヴェル：弦楽四重奏曲 へ長調

本堂 誠 〈サクソフォン〉

vol.28

12/15（土）開場14：30／開演15：00
〈共通〉

会場s小ホール 発売中
出演s本堂

料金s【全席指定】2,500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

誠［サクソフォン］、深見まどか［ピアノ］

曲目sバルトーク：ルーマニア民俗舞曲 Sz.56

グリーグ：チェロ・ソナタ イ短調 Op.36 ほか

本堂 誠

チケット
取扱い

©井村重人

フレッシュ名曲コンサートキャンペーン

藤田真央
1998年東京都生まれ。3歳からピアノを始める。
2017年、東京音楽大学１年在学中に、第27回
クララ・ハスキル国際ピアノ・コンクールで優勝。
併せて「青年批評家賞」
「聴衆賞」
「現代曲賞」
の特別賞を受賞し、一躍世界の注目を浴びる。
幼少のころから国内外での受賞を重ねると同時に、
2013年に初めてのリサイタルを開催。
これまでに、現田茂夫、飯森範親、大友直人、レ
イ・ホトダ、クリスティアン・ツァハリアス、リュー・ジ
ア、リッカルド・ミナーシ各氏の指揮により、東京
都交響楽団、東京交響楽団、神奈川フィルハー
モニー管弦楽団、ユタ交響楽団、ローザンヌ室内
管弦楽団、マカオ管弦楽団等のオーケストラと共
演。リサイタルも各地で行っている。
CDはナクソス・ジャパンからリリース。現在、特別
特待奨学生として東京音楽大学2年ピアノ演奏
家コース・エクセレンスに在学し研鑽を積んでいる。
©井村重人 平成29年度公益財団法人青山財団奨学生。

藤田真央〈ピアノ〉
アフタヌーン･コンサート

9/8

（土） 開場13：30／開演14：00

会場s 小ホール

曲目s ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 Op.110

リスト：「巡礼の年第2年イタリア」より ペトラルカのソネット第104番
リスト：「巡礼の年第2年イタリア」より ダンテを読んで ｰソナタ風幻想曲
バッハ（ブゾーニ編曲）
：シャコンヌ BWV1004
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ 第7番 「戦争ソナタ」 変ロ長調 Op.83

料金s【全席指定】500円
チケット発売日s7/2（月）

チケット
取扱い

本公演情報

《フレッシュ名曲コンサート》読響×カーチュン・ウォン〈指揮〉×藤田真央〈ピアノ〉
2019.

3/2（土）開場14：30／開演15：00

曲目s ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 Op.30

ムソルグスキー（ラヴェル編曲）
：組曲「展覧会の絵」
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

会場s 大ホール
出演s カーチュン・ウォン［指揮］

チケット発売日s7/2（月）

藤田真央［ピアノ］
読売日本交響楽団［管弦楽］

©Lavender Chang

カーチュン・ウォン

読売日本交響楽団

©読響

チケット
取扱い

託児
サービス

無料

〈共通〉
主催s公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団、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s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

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
※託児マークがある公演のみ託児あり
※託児料は公演毎で異なりますので公演情報を
ご確認ください
※申込受付は公演の２週間前まで
※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。

ジャズ・ワールドビート2018 7/7（土）
ジャズ・ワールドビート

大ホール

発売中

カニサレス・フラメンコ・ 9/29
15：00
クインテット 来日公演2018

（土）

大ホール 開場16：15／開演17：00
小ホール 開場13：00／開演13：30

出演s チャボロ・シュミット・トリオ［ギター／マヌーシュ・ジャズ］
【ゲスト】渡辺香津美［ギター］、太田惠資［ヴァイオリン］

開場

会場s 大ホール

発売中

浜田真理子［ヴォーカル］

出演s カニサレス・フラメンコ・クインテット

RS5pb（類家心平 5ピースバンド）【ゲスト】菊地成孔［サックス］

料金s【全席指定】一般 7,000円／高校生以下 3,500円

アフタヌーン・サロン・ジャズ

小ホール

残席僅少

出演s 仲野麻紀 with ヤン・ピタール［サックス、ウード］
チャボロ・シュミット
喜多直毅＆黒田京子デュオ［ヴァイオリン、ピアノ］ ほか
〈 共通 〉
料金s 大ホール 【全席指定】一般 6,500円（目黒区民は500円引き）／高校生以下 3,000円
小ホール 【全席指定】4,500円（目黒区民は500円引き）
セット券（大ホール＋小ホール） 9,000円（プランクトンにて前売のみ取扱）
※目黒区民割引は前売のみ ※当日券500円増 ※4歳以上入場可
※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

プランクトン

（土）
宇崎竜童弾き語りLIVE 2018 7/14
開場16：00／開演16：30
会場s 大ホール 発売中
曲目s 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ、ロックンロール・ウィドウ ほか
料金s【全席指定】5,500円／小・中学生1,000円

宇崎竜童

問合せs Ro-Onチケット 047-365-9960（平日10：00〜18：00、土曜10：00〜14：00）

7/20（金）

開場13：00／開演13：30

開場18：30／開演19：00

柳家喬太郎 柳家花緑

柳家三三

柳家喬太郎
柳家三三 ほか
料金s【全席指定】S席3,700円
A席3,200円

チケット
取扱い

撮影：山田雅子

夢空間

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

第25回

めぐろ童謡コンサート 11/11（日）

開場12：15／開演13：00

目黒日本大学中学校・高等学校（現 日出学園中学校・高等学校）
童謡クラブ 萩の会

のみ取扱

夢空間

三遊亭小遊三

林家たい平

東京六人組

料金s【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
チケット発売日s8/1（水）

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

7/31（火）

開場18：30／開演19：00

残席僅少

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］
曲目s トゥイレ： 六重奏曲 変ロ長調 Op.6
モーツァルト（磯部周平 編曲）
：トルコ行進曲

10/18（木）

出演s 芹洋子、わらべ館（鳥取県）、区立げっこうはらこども園、区立大岡山小学校

料金s【全席指定】S席3,800円／A席3,300円
※車椅子席３,8００円はホールチケットセンター電話・窓口

ほか

料金s【全席指定】一般 3,500円／学生 2,000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
チケット
取扱い

問合せsプランクトン 03-3498-2881（平日11：00〜19：00）

会場s 大ホール

会場s 大ホール 残席僅少

会場s 小ホール

割引

チケット発売日s7/23（月）

Ro-Onチケット

三遊亭小遊三
会
二人
林家たい平

カニサレス・フラメンコ・クインテット

※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

※小・中学生券はRo-Onチケットのみ取扱

夏のまっぴるま落語会

©Amancio Guillén

プランクトン

出演s 柳家花緑

JUST GUITAR JUST VOCAL

チケット
取扱い

チケット
取扱い

会場s 大ホール

問合せsプランクトン 03-3498-2881（平日11：00〜19：00）

チケット
取扱い

※目黒区民は一般より500円引き（前売のみ）
※当日券500円増
※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

柳の家の三人会

割引

／開演16：00

チケット
取扱い

童謡の里めぐろ保存会
03-3461-7341（岡田・車椅子席も）

目黒区民交響楽団
第88回 定期演奏会
会場s 大ホール

問合せs 童謡の里めぐろ保存会

03-5721-1949（米澤）

12/2（日）

開場13：30／開演14：00

出演s平井秀明［指揮］、目黒区民交響楽団［管弦楽］

曲目s チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」抜粋
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲「シェヘラザード」
料金s【全席自由】1,000円 チケット発売日s10/1（月）
チケット
取扱い

目黒区民交響楽団

、090-8342-1461（望月）
問合せs目黒区民交響楽団 Tel/Fax：03-3803-1178（橋本）
メール：meguro.orchestra@gmail.com

子どものためのワークショップ発表会
演劇やダンスの経験が無くても親しみながら参加できることを目的とし、
学校の枠を超えた仲間と出会い楽しめるワークショップ。それが「子どものためのワークショップ」です。
特別な時間、特別な場所、特別な仲間……そんな今ここでしか味わえない子どもたちの息吹をご覧ください。お待ちしております。

7/27
子どものための
11：45
ダンスワークショップ 12：00
2018発表会

（金）

ダンス講師

近藤良平

開場
開演

どもたちにお題を出すと大人では想像もつかない

子ことで盛り上がったりすることがあります。なので、
最初のエッセンスは僕が出して、そのあとの盛り上がり
を大事にするという図式を大切にしたいと思います。今
頭の柔らかいうちに色々体験すると、更に大人になった
時自分がやってきたことを活かせるんじゃないかなと思
うので、特別な空間を作っていきたいと思います。

会場s 小ホール
出演s 公募による小学４年生から中学３年生までの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s 近藤良平［コンドルズ主宰、振付家、ダンサー］

ダンス講師

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、コンドルズメンバー］

スズキ拓朗

「発表しなきゃいけない」じゃなくて、
「楽しいと思うこ
とを今からもう１回やりますよ。見て、楽しいでしょ」と
いうところにいけないかな、と思っています。
もちろん、ほわほわ〜という感じだけじゃダメです。や
るところは本気でやろう！ってやるんですけど、どっちみ
ちそれも楽しいっていう方向にしていきたいです。

協賛s
（公財）北野生涯教育振興会、
（株）アペックス

子どものための
演劇ワークショップ
2018発表会

7/28（土）

開場14：00
開演14：30

会場s 小ホール

演劇講師

大池容子

演出・指導s 大池容子［うさぎストライプ主宰、劇作家、演出家］
協賛s
（公財）北野生涯教育振興会

〈 共通 〉

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sめぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

めぐろオータムアート
〈音楽と美術のワークショップ第７回〉

音の玉手箱 ─ 竹と木でつくる
サウンドオブジェと民族楽器

10/27（土）・28（日）

分から遠いものを演じる時に、その目的の方ばかり

自見ていると苦しくなっちゃうと思うんです。だから

まず、無責任に大嘘をつくことを楽しんでもらいたくて。
そのためには、今そこにある本当のこと、例えば身体や
空間や身の回りのものを観察して、その発見の中から
フィクションにつながりそうなものを探していく。一見、
回り道のようですけど面白いものが生まれてくるんじゃ
ないかなと思っています。

出演s 公募による中高生のワークショップ参加者 ほか

料金s【全席自由】

ークショップをやる上では「楽しく遊ぼう！」とい

ワうことを大事にしたいと思います。

めぐろオータムアートは、目黒区と（公財）目黒区芸術文化振興財団が共同で行う、
音楽・美術・建築など、さまざまな芸術文化にふれることのできるイベントです。
今回はその中から音楽・美術のイベントをご紹介します。

周防亮介ヴァイオリンコンサート

1０：3０〜16：3０

会場s 目黒区美術館ワークショップ室

会場s 中目黒GTプラザホール
出演s周防亮介［ヴァイオリン］ ほか

講師s 関根秀樹（古代技術・民族文化研究家／和光大学・桑沢デザイン研究所非常勤講師）

料金s【全席自由】1,000円

参加費sおとな 2,500円／小・中・高校生 1,500円（材料費・保険料込）

チケット発売日s9/5（水）

申込方法

定員s20名

対象s小学３年生以上 ※小学３・４年生は保護者と一緒に参加してください

Eメール、FAX、はがき のいずれかの方法で申込
詳細はホールホームページをご覧ください
申込開始s 9/10（月） ※先着順、定員に達し次第締切

11/18（日）

開場13：3０／開演14：００

チケット
取扱い

©TAKUMI JUN

周防亮介

〈共通〉
問合せsめぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

1日目は、タップダンスとは異ジャンルのアーティストとして、ジャズ界最高
峰のピアニスト山下洋輔をゲストに招き、
トークを交えながらの即興セッショ
ン。2日目には、U Aなどア ーティストの音 楽プロデュースも手 掛ける
LITTLE CREATURESの青柳拓次を音楽監督に迎え、気鋭のミュージ
シャンと熊谷が認めるタップダンサーたちによる迫力あるパフォーマンス
をお届け。タップダンスの歴史から表現の奥深さを感じる充実の2日間！

熊谷和徳タップダンス公演

Tap into The Light

〜タップのリズムが光を灯す

8/4

開場18：30

（土）開演19：00

会場s

8/5

小ホール

発売中 ※8/5公演 残席僅少

出演s 4日（土）
：〈Talk＆Session〉

開場14：30

熊谷和徳、山下洋輔［Pf.］
KAZ TAP COMPANY

（日）開演15：00

ほか

5日（日）：〈Performance〉
熊谷和徳、青柳拓次［Gt./Vo.］
ラティール・シー［Per./Vo.］
井上陽介［Ba.］
KAZ TAP COMPANY ほか

19歳でタップダンスの本場であるニューヨークに渡り、
プロ活動をスタートさせて以来、
世界でリズムを刻んできたタップダンサー熊谷和徳の
めぐろパーシモンホール2DAYS公演！

料金s【全席指定】 単日券 一般4,000円

©Jimmy& Dena Katz

山下洋輔

©Makoto Ebi

学生 1,000円

青柳拓次

2公演セット券 7,000円

※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
※車椅子席・2公演セット券はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱
2公演セット券はどちらか一方の
チケット
公演が完売した時点で取扱終了
取扱い

初心者向け
タップダンスワークショップ開催！

8/3（金） 19：00〜21：00
会場s小ホール
講師s熊谷和徳、KAZ

TAP COMPANY

クリスマス／アヴェ・マリア 12/9（日）
サンクトペテルブルグ室内合奏団

開場13：30／開演14：00

会場s 大ホール

三浦一馬
タンゴ・セレクション
会場s 大ホール

パッヘルベル：カノン
J.S.バッハ：G線上のアリア ほか

出演s 三浦一馬［バンドネオン］

料金s【全席指定】4,500円
チケット発売日s8/22（水）
光 藍社
チケットセンター

問合せs光藍社チケットセンター 050-3776-6184（平日10：00〜18：00）

北野財団混声合唱団 第1回チャリティコンサート

石田泰尚［ヴァイオリン］
髙橋洋太［コントラバス］
山田武彦［ピアノ］
大坪純平［エレキギター］
＆スペシャルカルテット
曲目s ロドリゲス：ラ・クンパルシータ
モーレス：ウノ

─あの町この町〜日本の唱歌・抒情歌を集めて

ピアソラ：アディオス・ノニーノ

2019/3/10（日）開場14：00／開演14：30

ピアソラ：ブエノスアイレスの夏 ほか

会場s小ホール

合唱団員募集
練習日程s結 団 式 10/10（水）18：30〜21：00
レッスン 原則火曜日 18：30〜21：00（全20回）
練習会場s鷹番住区センター／中目黒GTプラザホール 合唱指導s荒牧小百合／竹内雅挙
申込方法

定員s60名程度

参加費s11,000円

申込期日s7/25（水）必着（応募者多数の場合抽選）

往復ハガキに氏名・住所・年齢・電話・パートを明記して、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「合唱団」係

問合せs
（公財）北野生涯教育振興会

2/24（日）

2019/

開場14：3０／開演15：００

〜古典タンゴからピアソラまで

曲目s J.S.バッハ（グノー編曲）
：アヴェマリア

チケット
取扱い

参加費s1,000円
対象・定員s小学3年生以上 先着50名
先着順にて申込受付中！詳細はホールホームページをご覧ください。

03-3711-1111

©井村重人

三浦一馬

料金s【全席指定】一般 3,500円
学生 1,000円
※目黒区民割引は一般より500円引き
※車椅子席はホールチケットセンター
電話・窓口のみ取扱
※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

チケット発売日s10/13（土）
チケット
取扱い

託児
サービス

©井村重人

©井村重人

石田泰尚

山田武彦

無料

割引

めぐろパーシモンホール・中目黒GTプラザホール
開館15周年を経て、さらなるステップへ！

2017年度に実施した開館15周年記
念公演では、アーティストと一緒にス
テージに立てる一般公募の合唱団や
タップダンスワークショップ、小さなお子
様から鑑賞できる演奏会や楽器体験
など、鑑賞だけでなく、さまざまな形で
芸術を楽しめる内容をお届けしました。
また、広報では地域の皆様にご協
力いただいたほか、 一般公募により

────────

発足した広報ボランティアではチラシ
配布や広報協力店舗の開拓などにご
尽力いただきました。
ホールの記念すべきこの一年を地
域の皆様と共に盛り上げることが出来
ましたこと、感謝申し上げます。
今回培った地域の皆様との繋がり
を糧に、皆様により親しまれ愛される
ホールを目指して参ります！

開館15周年記念 3月実施公演の事業報告 ─────────

人形浄瑠璃文楽 レクチャーと公演

未来の音 ガラ・コンサート

［公演日］2018 年3月3日（土）

［公演日］2018 年3月21日（水・祝）

［ 会 場 ］小ホール

［ 会 場 ］大ホール

［ 出 演 ］豊竹呂勢太夫、鶴澤藤蔵、桐竹勘十郎 ほか

［ 出 演 ］北村朋幹［ピアノ］シューマン：ダーヴィト同盟舞曲集

［ 演 目 ］二人三番叟、義経千本桜〜道行初音旅

めぐろパーシモンホール開館10周
年の際も出演した、現在人形浄瑠璃
文楽を牽引する豊竹呂勢太夫さん、
鶴澤藤蔵さん、桐竹勘十郎さんを迎
えて、15周年を記念する華やかな演
目を上演しました。また、この公演
では、出演者によるレクチャーもあ
り、初めての方でも文楽の世界を十
分に楽しむことが出来ました。
太夫の語り、情を表現する三味線、
微妙な動きや心情まで表現する人形
を、間近で見てその息使いまで感じ
ることが出来た公演に、来場者から
大きな拍手が送られ、大好評の中幕
を閉じました。

（山根一仁、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］）
〈アンコール〉リスト（北村朋幹編曲）
：ウィーンの夜会 第６番

めぐろパーシモンホール公演

めぐろパーシモンホール公演

めぐろパーシモンホール開館15周年

広報ボランティア活動報告
開館15周年を迎えた2017年。めぐろパー
シモンホールでは「ホールのことをもっと知っ
ていただこう」
と広報ボランティアを募集しま
した。結果、14名の方にご応募いただき、
目黒区内のお店や病院など、めぐろパーシ
モンホールのチラシを置いていただいたり、

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
横坂源［チェロ］＋ 北村朋幹［ピアノ］ラフマニノフ：チェロとピアノのためのソナタ
エール弦楽四重奏団 シューベルト：弦楽四重奏曲 第13番 「ロザムンデ」

お店のSNSでホールの公演を宣伝するなど
ご協力いただける場所を開拓していただきま
した。また、公演チラシやこのアートレター
の発送作業もお手伝いいただくなど、多大
なご協力をいただき、職員一同心から感謝
しております。本当にありがとうございました。

2007年の開始以来26組の若手演奏
家を紹介してきた「未来の音」シリー
ズの、ホール開館15周年を記念して
開催したガラ・コンサート。国内外で
活躍する気鋭の演奏家たちの、個性
際立つ演奏に、春の大雪にもかかわ
らずご来場いただいたお客様からは
大きな拍手が贈られました。ピアノ
の北村さんに編曲をお願いして実現
した、シリーズ出演者全員によるア
ンコールで奏でられたハーモニーは、
今後の新たな展開を予感させる希望
に満ちた明るさを湛えていました。

日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念

フィンランド陶芸
芸術家たちのユートピア
1

2

3

4

5
1
2
3
4
5

アルフレッド・ウィリアム・フィンチ 花瓶 1897-1902年 アイリス工房
花瓶 《カレヴァ》 1906-1914年
キュッリッキ・サルメンハーラ 壺 1958年頃
フリードル・ホルツァー＝シャルバリ ボウル（ライス・ポーセリン）1950年代
ルート・ブリュック 陶板 《聖体祭》 1952-1953年

※1〜 5コレクション・カッコネン

photo:Niclas Warius

※2〜5 アラビア製陶所

7/14 〜9/6
（土）

（木）

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7/16（月・祝）は開館、7/17（火）は休館
料金s 一般 800
（600）円、高校生・大学生／65歳以上 600（500）円、中学生以下 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
※各種割引の併用はできません

主催s 公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 目黒区美術館
特別協力sコレクション・カッコネン
協力s有限会社スコープ、アラビア、イッタラ
協賛s大日本印刷、フィンエアー、フィンエアーカーゴ
後援sフィンランド大使館、フィンランドセンター
企画協力sS2株式会社

1900年のパリ万国博覧会で世界的に評価されたフィン
ランド陶芸は、1930年代後半に躍進をみせ、やがて世
界的な潮流を生み出すまでに成長しました。その既成
概念にとらわれない豊かな表現は世界の人々を魅了し、
日本の工芸界にも大きな影響を与えました。
日本とフィンランドの外交関係樹立100周年を記念して
開催する本展では、フィンランドで陶磁器が生み出され
た20世紀はじめ頃の黎明期より最盛期ともいえる1950
年代から1960年代までを名作と共にたどります。

※展覧会の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

ピリエの会（目黒区美術館友の会）
入会のご案内

2018年度展覧会スケジュール

特典s ①目黒区美術館で開催される企画展が

区展（区民作品展）

9/19（水）〜9/30（日）

村上友晴展

10/13（土）〜12/6（木）

めぐろの子どもたち展

2019.1/19（土）〜2/3（日）

目黒区美術館コレクション展

2019. 2/16（土）〜3/24（日）

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。
③目黒区美術館ラウンジの
ドリンクチケットを差し上げます。
会費s 一般会員 2,000円／学生会員
（有効期間1年間）
青木野枝《Untitled》
1994年 目黒区美術館蔵
Photo:Tadasu Yamamoto

申込s 直接現金を添えて目黒区美術館へ

目黒区美術館 区民ギャラリー
利用のご案内

（「目黒区美術館コレクション展」展示）

後援展覧会

会場 目黒区美術館 区民ギャラリー

目黒区美芸作家協会展

1,500円

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。

2019. 3/26（火）〜3/31（日）

※展覧会の名称及び日程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）

（株）石福

目黒吹奏楽団

（株）中目黒ジーティー

ぴえー留

（株）オーシャン

（株）白川電機製作所

ワッティー（株）

セコム（株）

都立大学駅

目黒区八雲1-4-6

学校法人 トキワ松学園

学校法人 日出学園

（株）綜合舞台サービス

ジーピーケータリング（株）
ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会

（株）シーズン花達

至 初台

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

●東京メ
トロ日比谷線、東急東横線

「中目黒駅」すぐ

（順不同、5月1日現在）

目黒区美術館
田道小学校入口バス停

大鳥神社
至 大崎

中目黒GT

（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。

●東急バス

至恵

目黒区民
センター

目黒区美術館
下目黒
小学校

目黒川
交番

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

●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

●東急バス

中目黒駅
バス停

中目黒GTプラザホール

賛助会QRコード

カヤバシステムマシナリー（株）

中目黒ＧＴプラザホール

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

西口

目黒 駅
至 大崎

TEL 03-6421-1120

ヤマハサウンドシステム（株）

秋山錠剤（株） （株）亀屋万年堂

り
駒沢通

至 渋谷

（有）メグロウッドコーポレーション

京浜防災（株） （株）アペックス
（株）カラサワ

203-5701-2913

パナソニックＥＳエンジニアリング
（株）東京支店

大宮糧食工業（株）

三井住友銀行
東急東横線

ゼネラルボンド（株）

（株）東式企画

（株）清光

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

至 自由が丘

@megurokubijutsukan

入会申込・問合せs めぐろパーシモンホール事業課

山下寝具（株）

（株）式典

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

