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ネット

目黒を拠点に世界で活躍する「東京バレエ団」によるバレエのお祭りを今年も開催いたします。

バレエを「観る」「踊る」「楽しむ」など、バレエの魅力がたっぷりつまったイベントが盛りだくさん！

今年もめぐろパーシモンホールでバレエ三昧の夏をお過ごしください！！

子どものためのバレエ
「ねむれる森の美女」の
華やかなラストシーン。

昨年のバレエ祭りより
お父さんと子どもが一緒に参加した
「お父さんといっしょ」の様子

子どものためのバレエに新作
「ドン・キホーテ」が登場します！
ご期待ください。

昨年のバレエ祭りより
大人の体験イベント
「白鳥の湖を踊ろう！」の様子

8/22
［ 土 ］

子どものためのバレエ

『ドン・キホーテ』
（ニュープロダクション）

8/20
［ 木 ］

東京バレエ学校

スクール・パフォーマンス

ＮＢＳチケットセンター (平日10:00-18:00 / 土曜日10:00-13:00）
203-3791-8888 　WEB  http://www.nbs.or.jp/main/ticket.html

チケット
取 扱 い

子どものためのバレエ

『ねむれる森の美女』8/23
［ 日 ］

めぐろバレエ祭り第3回

8/20　23木 日

★このほか、スーパー盆踊り（仮称）、バレエ体験ワークショップ、大人のためのバレエ・レッスン、など多数開催予定！詳細はNBSまたはホールHPをご覧ください。

開演時間調整中 〈２回公演〉開演時間調整中 開演　　　13:00　　　16:00
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チケット料金 ｜ 「ドン・キホーテ」「ねむれる森の美女」 S席 5,000円 / A席 4,000円［4歳～中学生  S席 2,500円 / A席 2,000円］
  「スクール・パフォーマンス」おとな（高校生以上）1,000円 / 子ども（4歳～中学生）500円
      チケット発売 ｜ 「ドン・キホーテ」「ねむれる森の美女」 ● 5/23（土）10:00～ NBS ※ホールはウェブのみ発売 ● 5/25（月）10:00～ ホール 電話予約・窓口販売開始
  「スクール・パフォーマンス」６/２７（土）10:00～ NBS、ホールともウェブのみ取扱
      

主催・お問合せ ｜ （公財）日本舞台芸術振興会 東京バレエ団/東京バレエ学校　03-3791-7000（平日10:00-18:00） http://www.nbs.or.jp/
共　　　　催 ｜ （公財）目黒区芸術文化振興財団

1回目 ２回目



1,620
5,400

目黒区東山オーケストラ第21回 定期演奏会
スプリングコンサート

4/12
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 14:30 / 開演 15:00　場所 ｜ 大ホール
出演 ｜ 永末紀恵（指揮）、目黒区東山オーケストラ
   目黒区立東山小学校特設管弦楽クラブ5・6年生
曲目 ｜ シベリウス ： 交響詩「フィンランディア」、アナと雪の女王メドレー ほか
料金 ｜ 入場無料(直接会場にお越しください)、未就学児入場可

目黒区東山オーケストラ（森田）　203-3715-1166問合せ

夢空間　203-5785-0380
http://yume-kukan.net

問合せ

時間 ｜ 開場 18:00 / 開演 18:30　場所 ｜ 大ホール
出演 ｜ 柳家花緑、柳家喬太郎、柳家三三
料金 ｜ 【全席指定】 S席 3,700円 / A席 3,200円
   ※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 ｜ 発売中

柳の家の三人会4/13
［ 月 ］

チケット
取 扱 い

ネット

夢空間（平日 10:00～18:00）

ぴあ ロー
ソン

イー
プラス

撮影 山田雅子

柳家花緑

柳家喬太郎

柳家三三

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00
場所 ｜ 小ホール
出演 ｜ 高橋竹童（津軽三味線）
料金 ｜ 【全席指定】 3,500円
   ※車椅子席同料金、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 ｜ 発売中

高橋竹童～魂の津軽三味線～5/9
［ 土 ］

チケット
取 扱 い

ネット
高橋竹童

ヤマハ目黒吹奏楽団（楽団事務局）　2080-4149-7158問合せ

ヤマハ目黒吹奏楽団 第35回定期演奏会6/14
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00
場所 ｜ 大ホール
出演 ｜ 鳥谷部武夫（指揮）、大田昌穂（司会）
   ヤマハ目黒吹奏楽団
曲目 ｜ エルカミーノ レアル、エルサレム讃歌
   ハリーポッター、ハウルの動く城 ほか
料金 ｜ 入場無料（整理券不要・直接会場にお越しください）
   未就学児入場可

目黒区民交響楽団
203-3808-1178 （橋本）
203-3726-1511 （島田）

問合せ

目黒区民交響楽団 第81回定期演奏会6/21
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00
場所 ｜ 大ホール
出演 ｜ 平井秀明（指揮）、目黒区民交響楽団（管弦楽）
曲目 ｜ チャイコフスキー：交響曲第6番「悲愴」 ほか
料金 ｜ 【全席自由】 1,000円
チケット発売日 ｜ 5月1日（金）10：00～

チケット
取 扱 い

東京インターアーツ目黒 和草コンサート
にこぐさ5/16

［ 土 ］

時間 ｜ 　　　 開場 13:30 / 開演 14:00　　　開場 18:00 / 開演 18:30
場所 ｜ 中目黒ＧＴプラザホール
出演 ｜ 牧原くみ子（箏・三絃）、富緒清律（箏・三絃）、芦垣皋盟（尺八）、武松洋子（朗読）
   野村浩子（ソプラノ）、金井由里子（ピアノ）、高橋章子（フルート） ほか
曲目 ｜ 千秋次郎 ： フルートと13絃のための「空いろの初夏」（委嘱初演） ほか
料金 ｜ 【全席自由】 3,000円
チケット発売日 ｜ 4月5日（日）10：00～

東京インターアーツ目黒支部（牧原）　203-3426-4163問合せ

昼の部 夜の部

チケット
取 扱 い

（平日10:00～18:00）東京インターアーツ目黒支部
03-3426-4163（牧原）090-7843-0717（野村）

東京新聞文化事業部　203-6910-2345問合せ

第62回児童舞踊合同公演

時間 ｜ 開演 15:00 （予定）
場所 ｜ 大ホール
出演 ｜ 児童舞踊団体
料金 ｜ 【全席自由】 2,000円

東京新聞チケット
取 扱 い

第72回全国舞踊コンクール上位入賞者による
第32回アンコール公演

時間 ｜ 開演 16:00 （予定）
場所 ｜ 大ホール
出演 ｜ 第72回全国舞踊コンクール
   各部門三位までの入賞者 ほか
料金 ｜ 【全席自由】 前売 2,500円 / 当日 2,800円

サウンドポート

サウンドポート　2045-243-9999問合せ

〈 共通 〉

6/27
［ 土 ］

6/28
［ 日 ］

昨年の定期演奏会より

第78回定期演奏会より

昨年の児童舞踊合同公演より



伝統文化「狂言」に親しむ7/24
［ 金 ］

7/31
［ 金 ］

（公財）北野生涯教育振興会
203-3711-1111

問合せ

時間 ｜ ［両日とも］ 開場 14:00 / 開演 14:30
場所 ｜中目黒ＧＴプラザホール 
出演 ｜ 深田博治、高野和憲（狂言師）
参加費 ｜ 1,000円（２回通し）
定員 ｜ 80名
受付 ｜ 先着順に受付を開始し、参加証を返送。定員になり次第締め切り。
申込 ｜ 往復はがき（一人一葉）に、名前、年齢、住所、電話番号明記の上、下記宛て送付
   〒153-0053 目黒区五本木1-12-16
   （公財）北野生涯教育振興会

パーシモン・パレット・プログラム2015

演劇ワークショップ
参加者募集

創作オペラ「ヤマタノオロチ」合唱団募集

施設利用抽選会における
重要な変更のお知らせ
めぐろパーシモンホール・中目黒ＧＴプラザホールの

施設利用抽選会におきまして、
下記の点について変更をいたします。

203-5701-2819
めぐろパーシモンホール／中目黒ＧＴプラザホール

1

2

3

抽選会参加の条件として、利用者登録を事前に済ませる必要があります。
（平成27年6月実施の抽選会より実施）

「演劇入門ワークショップ」 「夏休み演劇ワークショップ＋発表会」

毎年実施している人気の演劇ワークショップ。４月以降に参加者を募集します。詳細は、今後
発行の募集チラシ、めぐろパーシモンホールのホームページをご覧ください。

自主グループ

華茶道展

自主グループ展示発表

4月19日（日）

4月4日（土）・5日（日）

4月22日（水） ～26日（日）

5月9日（土）

5月17日（日）

5月17日（日）

5月31日（日） 

邦楽演奏会

民踊まつり

吟剣詩舞道大会

謡曲大会

大ホール

小ホール

目黒区美術館区民ギャラリー

公演名場所 実施日

撮影 瀬山栄一

東京マンドリン宮田楽団(宮田)　2090-1858-1284問合せ

第134回東京マンドリン宮田楽団定期演奏会7/5
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 14:00 / 開演 15:00　場所 ｜ 大ホール
曲目 ｜ ペールギュント組曲 ほか
出演 ｜ 東京マンドリン宮田楽団
料金 ｜ 【全席指定】 無料（要事前申込）
申込 ｜ ハガキによる申込み　先着200名様　※申込開始日は5月下旬予定

山中千尋トリオ JAZZコンサート（仮称）11/8
［ 日 ］

場所 ｜ 大ホール
出演 ｜ 山中千尋（ピアノ）、ベース、ドラム予定
開演時間、チケット料金等詳細近日発表
チケット発売日 ｜ 夏予定

狂言の歴史や基本を学び、「附子」の実演を交え、狂言の表現を体験します。
ぶす

（入場無料）

前半プログラム 後半プログラム

場所

講師

対象

定員

時間

場所

講師

対象

定員

時　間 開演 14:00

公演日 ’16/3/6［日］

場　所 大ホール

練習会場 鷹番住区センター ほか

合唱指導 竹内雅挙（声楽家） ほか

定　員 60名

参加費 12,000円（別途楽譜印刷代）

出　演 加藤昌則（作曲・指揮）
宮本益光（構成・オペラ歌手） ほか

練習日程 結団式6月5日（金） 18:30～21:00
練習6月16日（火）～28年3月5日（土）の
原則火曜日（全30回） 18:30～21:00

往復ハガキに、①講座名「ヤマタノ
オロチ」②郵便番号・住所③氏名
（ふりがな）④電話・FAX番号⑤年
齢⑥性別⑦希望パートを書いて
5/20（水）(必着)までに
（公財）北野生涯教育振興会
［〒153-0053 五本木1-12-16
203-3711-1111］へ

目黒区文化祭情報第５０回

時間 7/5［日］ 13:00～20:30（予定） 7/28［火］～8/1［土］
最終日は発表会、時間未定小ホール
小ホール

30名

平田オリザ（劇作家・演出家）
未定

未定

当演劇ワークショップ初参加の
中学・高校生 中学・高校生で前半プログラム出席者

（出席は昨年以前も可）

山中千尋が3年ぶりにめぐろパーシモンホールに帰ってくる！

抽選会には利用者登録が完了している方のみご参加いただけます。

利用者登録証をスタッフが確認いたしますので、必ずご持参ください。利用者
登録証をお忘れの方や、登録有効期限が切れている方は抽選会に参加でき
ない場合がございますのでご注意ください。

抽選会当日は、窓口が非常に混雑しますので、当日の利用者登録、登録証の
再発行、登録内容の問合せはできない場合があります。抽選会に参加を希望
される方は、抽選会前日までに登録・照会を行っていただきますようお願いします。

ご確認ください！

利用者登録はお済みですか？
利用者登録証をお持ちですか？
利用者登録証の有効期限は切れていませんか？

申込方法



めぐろパーシモンホール賛助会のご案内

めぐろパーシモンホール賛助会会員（法人）
（株）北川商会
（株）中目黒ジーティー
（株）シーズン花達
（株）式典
大宮糧食工業（株）
（株）清光
（株）アクト綜研
木島通信電線（株）
（株）オーシャン
（株）東式企画

京浜防災（株）
セコム（株）
秋山錠剤（株）
（株）カラサワ
ゼネラルボンド（株）
（株）伊庭工務店
目黒自動車交通（株）
ワッティー（株）
（有）メグロウッドコーポレーション
（株）石福

松栄興産（株）
（有）八雲堂書店
山下寝具（株）
（株）アペックス
（株）亀屋万年堂
（有）森戸ビル
ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会
（株）白川電機製作所
（株）SHOW-YA Holding
学校法人 日出学園

カヤバシステムマシナリー （株）
パナソニックＥＳエンジニアリング
（株）東京支店
金子公認会計士事務所
ヤマハサウンドシステム（株）
ぴえー留
（株）ダイナセル
（一社）目黒区産業連合会
トキワ松学園

（順不同、2月28日現在）

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事業課 203-5701-2913申込問合せ

4/11［ 土 ］
6/7［ 日 ］

新潟市美術館の名品たち
―ピカソとクレーもやってきた

一　般 700（550）円
大高生・65歳以上 550（400）円
小中生 無料

料金 開館時間 10:00 - 18:00
（入館は17:30まで）

※（  ）内は２０名以上の団体料金、障害のある方は半額、
　その付添者１名は無料

休館日 月曜日
※ただし、5月4日は開館。7日は休館。

「ぐるっとパス 2015」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～’16/1/31
料　　金 ｜ 2,000円（２ヶ月間有効）
販売場所  ｜ 目黒区美術館

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

目黒区美術館メルマガ会員募集中！
お申し込みは、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！

t-mmat@sg-m.jp こちらのQRコードからご登録もできます！

めぐろパーシモンホール
チケット専用電話
（受付時間　10:00～19:00）

03-5701-2904

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）

窓口販売

チケット取扱 ※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。http://www.persimmon.or.jp/

めぐろパーシモンホール
ホームページ
（24時間受付）

ネット

2015年度展覧会の予定

7/11［土］ 9/13［日］ 村野藤吾の建築－模型が語る豊饒な世界

’16/1/16［土］ 1/31［日］
’16/2/13［土］ 3/21［月・祝］

※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。

協力･共催事業

4/14 ［火］ ４/19 ［日］目黒区写真美術協会展〈区民ギャラリー〉

6/24 ［水］ 6/28 ［日］目黒区美術家協会展〈区民ギャラリー〉

9/22 ［火・祝］ 10/4 ［日］区展（区民作品展）〈本館・区民ギャラリー〉

5/20 ［水］ 5/24 ［日］目黒区書作家協会展〈区民ギャラリー〉

’16/3/23 ［水］ 3/27 ［日］目黒区美芸作家協会展〈区民ギャラリー〉

関連イベント

鳥居敏文「ロバに乗る少年」1937年
112.0×162.0cm　油彩／カンバス　
　　　　　　　　新潟市美術館蔵

　目黒区美術館に２年先立つ1985年に開館した
新潟市美術館が形成してきた良質なコレクションを、
魅力的な作品を選択して紹介します。展示にあたって
は、当館コレクションとの間に、「同じ作家の異なった
作風や制作時期の作品」をはじめ、いくつかの「照応
関係」を設定し、ふたつのコレクションの「加算」から
生まれる新しい拡がりを示します。両者を比較検討し
ながら、「ある時代を背景とした美術館とコレクション
のあり方」について考えます。

【記念講演会】●講師：松沢寿重、新潟市美術館学芸係長●日時：4月11日（土）14：00～15：30●
申込不要、聴講無料。ただし、当日の観覧券が必要です。
【大人のための美術カフェ】●担当：当館担当学芸員●日時：5月9日（土）14：00～15：30●申
込不要、聴講無料。ただし、当日の観覧券が必要です。
その他、会期中当館学芸員によるギャラリーツアーを予定しております。

■ 東急東横線
 「都立大学駅」徒歩7分

■ 東急バス
 （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

※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。

〒152-0023 目黒区八雲1-1-1
TEL 03（5701）2924

■ 東京メトロ日比谷線・東急東横線
 「中目黒駅」すぐ

■ 東急バス
 （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
　ご利用となります。

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

■ JR山手線、東京メトロ南北線、
 都営地下鉄三田線、東急目黒線
 「目黒駅」徒歩10分

■ 東急バス・都営バス
 （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

〒153-0063 目黒区目黒2-4-36
TEL 03（3714）1201
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気仙沼と、東日本大震災の記憶
リアスアーク美術館 東日本大震災の記録と津波の災害史

めぐろの子どもたち展

空調工事等にともなう閉館 10月5日（月）～平成28年1月15日（金）　空調機の改修工事等のため、閉館いたします。
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