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土・祝

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

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

◆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。

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）

※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） 

03-5701-2904
留意
事項

1994年東京生まれ。2009年全日本学生音楽コン
クール全国大会ピアノ部門中学校の部1位及び横浜
市民賞。2011年東京音楽コンクールピアノ部門1位
及び聴衆賞。2014年日本音楽コンクールピアノ部門
1位及び野村賞、井口賞、河合賞。これまでに、梅田
俊明、円光寺雅彦、大友直人、小林研一郎ほか各氏
の指揮で、東響、東京フィル、日本フィル等と共演。現
在、ベルリン芸術大学にてパスカル・ドゥヴァイヨン氏
に、また桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・
コース特待生として岡本美智子氏に師事。平成28年
度江副記念財団奨学生。強靭な音の核と柔軟性に
富んだ表現力を併せ持ち、音楽ジャーナリストの梅津
時比古氏より「彼はこの若さで、表現の底に、芸術に
とって必要な、静謐なものを具えている」と評されるなど、
次代を担うピアニストとして注目を集める期待の逸材。

Prof ile
Interview

今回ご出演いただくピアノの石田
啓明さんは現在ベルリンに留学中。
日本での演奏会のための一時帰
国の際に当ホールにお越しいた
だき、大ホールのピアノを弾いて
いただきました。

♪弾いてみての感想は？
歌いやすい、という感触がありました。ホールの残響がほどよくて、
響きすぎないので、そのものの音が聴こえるような気がします。
お客さんが入ると、もっと弾きやすくなるのではないでしょうか。

♪留学先のベルリン芸術大学ではどのような勉強をされ
ていますか？
パスカル・ドゥヴァイヨン先生に師事しています。今はもっぱら
体の使い方について指導を受けていて、自分の悪い癖を修正
しているところですが、やはり大変です。

♪ヨーロッパで暮らし学ぶことで、演奏家としての変化は
感じますか？
自分が日本人なのだな、ということは感じます。
ヨーロッパにいると日本を客観的に見ることができ、さらに今ま
で自分が歩んできた道も客観的に見られるようになって、そう
いったことが今までとは違うところだと思います。
日本にいた時には、変な言い方かもしれませんが、（演奏家とし

て）どう西洋人になるか、と考えていたのですが、どうあがいても
日本人なんだなということが分かりました。
そのうえでどう表現していくか、日本人なりの良さというものを探
していきたいと思うようになりました。

♪今回演奏する、リストのピアノ協奏曲第1番について。

この作品は小さい頃からよく聴いていますが、本当にいろいろ
な要素が詰まった曲だと思います。コンチェルトとしてはそれほ
ど長いものではないのですが、その中にヴィルトゥオーゾ（技
巧）的な部分と抒情的な部分、そして芝居がかったようなとこ
ろや滑稽なところもあるし。
お涙ちょうだいのように哀しさを強調していて、弾いていてか
えって面白く感じてしまうところもあります（笑）。お祭り騒ぎのよ
うな場面もあって、変化に富んだ楽しい曲だと思います。
リスト自身がそういう人だったんじゃないでしょうか。そういう人と
なりも感じられます。楽章が途切れなく進むので、ひとつの物
語を観るような感覚で聴いていただけると嬉しいです。

♪指揮の高関健氏と新日本フィルハーモニー交響楽団と
は初顔合わせとなりますね。

オーケストラとの共演はいつも緊張します。初めてご一緒する
指揮者やオーケストラは、自分が聴き手の場合と、一緒に演
奏する場合とでは違う面もあるので、わくわくもしますね。
今回、リストの協奏曲第1番を共演させて頂けることをとても楽
しみにしています。高関先生と新日本フィルさんと共に、曲の
面白さを存分に引き出せる演奏をしたいと思います。

日本の名だたるコンクールで1位を獲得し、現在はベルリンで研鑽を積む若きピアニスト・石田啓明が挑む、超絶技巧がちりばめられたリストの華麗なる協奏曲。
高関健のタクトと新日本フィルが多彩な音色で描き出すアラビアンナイトの世界―「シェエラザード」。早春のめぐろパーシモンホールを彩る充実のプログラム
をお楽しみください。

石田啓明
（ピアノ）

Hiroaki Ishida

©Masahide Sato
新日本フィルハーモニー交響楽団

＜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

時間 ｜ 開場 14:30 / 開演 15:00　会場 ｜ 大ホール
出演 ｜ 高関健（指揮）、石田啓明（ピアノ）、新日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲目  ｜ リスト ： 交響詩「前奏曲」
    リスト ： ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調
    リムスキー=コルサコフ ： 交響組曲「シェエラザード」
料金 ｜ 【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
   ※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。　※車椅子席はホールチケットセンター窓口・電話のみ取扱。
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

チケット
取 扱 い

ネット イー
プラス

ロー
ソンぴあ

www.persimmon.or. jp

@meguropersimmon

めぐろパーシモンホール @mmatinside
www.mmat.jp

託 児
サービス

めぐろパーシモンホール 
203-5701-2913

問合せ

©Shigeto Imura©K.Miura
高関健 石田啓明

チケット発売中



時間 ｜ 　　　 開場 13:30 / 開演 14:00           開場 16:00 / 開演 16:30
会場 ｜ 小ホール
出演 ｜ 百瀬太智（指揮）、東邦音楽大学ウインドオーケストラ・スペシャルユニット
曲目 ｜ リベルタンゴ、青春の輝き、sing sing sing ほか 
料金 ｜【全席自由】1,000円  
チケット発売日 ｜ 発売中

東邦音楽大学ウインドオーケストラ・スペシャルユニット
オータムコンサートonウインドオーケストラ［ 日 ］

10/9

チケット
取 扱 い

ネット 東邦音楽大学ウインドオーケストラ・
  スペシャルユニット事務局

1回目 2回目

東邦音楽大学ウインドオーケストラ・スペシャルユニット事務局問合せ
2049-235-2157（9:00～17:00）

未来の音シリーズ

< 共通 ＞

曲目 ｜《オール・ロシア・プログラム》
 プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ 第7番
 変ロ長調Op.83 「戦争ソナタ」
 ムソルグスキー ： 組曲「展覧会の絵」 ほか

Vol.26 藤田真央［ピアノ］

出演 ｜ 吉田南（ヴァイオリン）、五十嵐薫子（ピアノ）
曲目 ｜ イザイ ： 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番 
   ニ短調Op.27-3 ｢バラード｣
  R.シュトラウス ： ヴァイオリン・ソナタ 
 変ホ長調Op.18  ほか

Vol.25 吉田南［ヴァイオリン］

チケット
取 扱 い

ネット イー
プラス

時間 ｜ 開場 14:30 / 開演 15:00
会場 ｜ 小ホール
料金 ｜ 【全席指定】 2,500円 
チケット発売日 ｜ 発売中

※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。

めぐろパーシモンホール 203-5701-2913問合せ

めぐろパーシモンホール 203-5701-2913問合せ

読売日本交響楽団　公開リハーサル10/13
［ 木 ］

時間 ｜ 11:00～12:00 （開場 10:45）  会場 ｜ 大ホール
出演 ｜ 常任指揮者シルヴァン・カンブルラン　曲目 ｜ ベートーヴェン：交響曲第8番（予定）
料金 ｜ 【全席自由】 無料・予約不要　当日10時からホールチケットセンター窓口にて整理券配布
定員 ｜ 500名

時間 ｜  開場12:30 / 開演13:00（終演予定14：15）
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）、根本めぐみ（ホルン）
   廣田純一（トロンボーン）、田村優弥（チューバ）、清田裕里江（パーカッション）
曲目 ｜ 赤鼻のトナカイ、あわてんぼうのサンタクロース、そりすべり ほか
料金 ｜ 【全席自由】 おとな1,000円 / こども（4歳～中学生）500円
チケット発売日 ｜ 発売中

時間 ｜ 10:30 ～17:30
会場 ｜ 目黒区美術館　ワークショップ室
講師 ｜ 秋岡陽（音楽史 / フェリス女学院大学学長）、寺崎百合子（画家）
特別ゲスト ｜ 鈴木広志（サックス奏者、音楽家）
参加費 ｜ 2,000円  （材料費・保険料込）　対象・定員 ｜ 高校生以上 20名

※膝上鑑賞無料・座席が必要な場合はチケットをお求めください
※3歳以下のお子さまの入場はご遠慮ください

【参加受付】受付中（先着順）
【申込方法】メールまたはＦＡＸに記入事項①～⑥を記載して申込
【記入事項】
①希望コース「音楽と美術のワークショップ参加申し込み」 ②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな） ④電話・FAX番号・Eメールアドレス ⑤年齢 ⑥性別
【申込】めぐろパーシモンホール事業課
　　　　 workshop@persimmon.or.jp　FAX.03-5701-2968

めぐろオータムアート
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。

チケット
取 扱 い

めぐろパーシモンホール 203‐5701‐2913問合せ
ホール公式Facebookに出演者インタビュー掲載！

時間 ｜ 開場 12:15 / 開演 13:00　会場 ｜ 大ホール
出演 ｜ 大庭照子、わらべ館（鳥取県）、区内合唱団 ほか
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）
チケット発売日 ｜ 発売中 

第23回めぐろ童謡コンサート10/23
［ 日 ］

童謡の里めぐろ保存会
03-3461-7341（岡田・車椅子席も）

チケット
取 扱 い

童謡の里めぐろ保存会問合せ 203-5721-1949 （米澤）

4歳から楽しめるコンサート 親子で楽しむキラキラ金管五重奏

音楽と美術のワークショップ 楽器を視る・聴く・描く
－ 鉛筆から紡ぎだされる楽器のカタチ

ネット

    10/15［ 土 ］

    10/29［ 土 ］    ・10/30［ 日 ］

    12/4［日］

    12/11［日］

©Shigeto Imura



パイオニア㈱「身体で聴こう音楽会」事務局
203-6634-9262 FAX.03-6634-8736

申込・
問合せ

時間 ｜ 開場 13:20 / 開演 14:00　会場 ｜ 小ホール
出演 ｜ ハートフル・メッセンジャーズ（パイオニア手話コーラスグループ） ほか
料金 ｜ 【全席自由】 入場無料（要事前申込）　※未就学児入場可

身体で聴こう音楽会 第234回 定期コンサート12/25
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00　会場 ｜ 大ホール
出演  ｜ 小松亮太、オーケストラ モチーフ
曲目 ｜ ピアソラ：リベルタンゴ / アディオス・ノニーノ ほか
料金 ｜ 【全席自由】 一般 4,000円 / ペア券 5,500円（前売のみ） 
   学生 1,000円
   ※小中学生無料招待（目黒ユネスコ協会にて要事前申込）
チケット発売日 ｜ 10月1日（土）10:00

目黒ユネスコ コンサート2016 ～次世代への平和と文化のメッセージ～ 
アルゼンチンタンゴとクラシックのコラボ

12/4
［ 日 ］

NPO法人目黒ユネスコ協会問合せ
目黒ユネスコ協会チケット

取 扱 い
イー
プラス

一般社団法人日本ポピュラー音楽協会
203-3585-3903 （平日10:00～18:00） http://www.jpma-jazz.or.jp

問合せ

時間 ｜ 開場 14:15 / 開演 15:00  会場 ｜ 大ホール
出演 ｜ 薗田憲一とデキシーキングス ほか
料金 ｜ 【全席指定】 前売 Ｓ席 5,000円 / A席 4,500円

チケット発売日 ｜ 一般販売 10月11日（火）10:00

新春！ デキシーランド・ジャズ・ジャンボリー Vol.9’17/1/7
［ 土 ］

チケット
取 扱 い

ネット

※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。

日本ポピュラー音楽協会

※当日券500円増

ダレデモダンス presents ダンスワークショップ 参加者募集

TRF・SAMがプロデュースするダンスフェスティバルです。

Meguro Dance Town 2016

GRAND SUM -represent-

参加者募集についての詳細は「ダレデモダンス」ホームページをご覧ください。
社団法人ダレデモダンス

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00　会場 ｜ 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5番 ほか
料金 ｜ 【全席自由】 1,000円　チケット発売日 ｜  10月17日（月）10：00

目黒区民交響楽団　第84回定期演奏会12/11
［ 日 ］

チケット
取 扱 い 目黒区民交響楽団事務局（望月）

FAX.03-3713-6160
　 meguro.orchestra@gmail.com

目黒区民交響楽団事務局（望月）2090-8342-1461問合せ

時間 ｜  <午前の部> 開演11：30  <午後の部> 開演16：00  各回45分前開場
会場 ｜ 大ホール
出演 ｜ SAM（TRF）、ETSU（TRF）、CHIHARU（TRF）
   SOUL AND MOTION DANCE STUDIO DANCER ほか
料金 ｜ 【自由席】 3,500円  【指定席】 4,000円  
   ※3歳未満膝上鑑賞無料

SOUL AND MOTION DANCE STUDIO 203-5719-5944
　 info@soulandmotion.com　　担当：菊池／山口

問合せ

ダンクロ 2016　
時間 ｜    　　 開演13：30 　　　 開演17：00 各回30分前開場
会場 ｜ 小ホール　　出演 ｜ 公募等による幼児～小学生ダンサー ほか
料金 ｜ 【全席指定】 1,000円 ※3歳未満膝上鑑賞無料

日時 ｜ 12/18［日］　 10：30～20：00
会場 ｜ 小ホール　 対象 ｜ シニア・小学生・ダンス初心者 ほか
参加費 ｜  2,000円～3,000円（予定）※1レッスン受講料金　参加受付 ｜ 11月1日（火）

チケット
取 扱 い

ネット SOUL AND MOTION DANCE STUDIO

三遊亭円楽

春風亭昇太

春風亭小朝

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00
会場 ｜ 大ホール
料金 ｜ 【全席指定】 Ｓ席 3,700円 / A席 3,200円

チケット発売日 ｜ 10月3日（月）10:00
協賛 ｜ 自由が丘 蜂の家

春風亭小朝・三遊亭円楽・春風亭昇太
新春爆笑三人会

’17/1/6
［ 金 ］

チケット
取 扱 い

ネット ぴあ

※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。

託 児
サービス

’17/1/28
［ 土 ］

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00
会場 ｜ 大ホール　出演 ｜ 錦織健（テノール）、多田聡子（ピアノ）
曲目 ｜ プッチーニ：オペラ「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ ほか
料金 ｜ 【全席指定】 一般3,500円 / 学生1,000円 ※目黒区民割引:一般料金より500円引き
※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。
　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。
チケット発売日 ｜ 10月26日（水）10：00

めぐろパーシモンホール203-5701-2913問合せ

 錦織健 テノール・リサイタル（仮）

チケット
取 扱 い

ネット イー
プラス

’17/3/5
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00　会場 ｜ 小ホール　出演 ｜ 熊谷育美　ほか
料金 ｜ 【全席指定】 1,000円（チケット収入の一部を被災地に寄付）※車椅子席同料金
チケット発売日 ｜ 11月16日（水）10：00　助成｜ 一般財団法人地域創造

めぐろパーシモンホール203-5701-2913問合せ

東日本大震災復興支援コンサート

チケット
取 扱 い

ネット イー
プラスぴあ

ぴあ

http://www.daredemodance.or.jp/

12/10
［ 土 ］

TOKYO FM ＆ めぐろパーシモンホール・ゴスペル・クワイア
参加者募集

ムジカキアラ 203-6431-8186 （平日10:00～18:00）申込・問合せ

ＴＯＫＹＯ ＦＭ　夢のゴスペルコンサート Vol.4

日時 ｜ 11/26［土］10：00～11：30、11/30［水］・12/7［水］19：00～21：00
   12/3［土］9：45～11：15

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純名里沙を迎え、ご来場のお客様を含めた会場全体で合唱します。

ムジカキアラ

料金 ｜ 【全席指定】 一般 3,500円 / 小中学生 1,000円
 ＊未就学児入場可・膝上無料・座席が必要な場合は1,000円。
 ＊車椅子席同料金。めぐろパーシモンホール窓口・電話のみ取扱。
チケット発売日 ｜ 10月4日（火）10:00

チケット
取 扱 い

ネット

時間 ｜ 開場 15:30 / 開演 16:00　会場 ｜ 大ホール

「ＴＯＫＹＯ ＦＭ 夢のゴスペルコンサート Vol.4」に合唱団として参加しよう！
全4回のワークショップで第1部の発表曲と第2部の全体合唱の2曲をマスターします。

めぐろパーシモンホール 203-5701-2913問合せ

会場 ｜ 中目黒GTプラザホール　定員 ｜ 100名
講師 ｜ 松谷麗王（ゴスペルシンガー）
参加費 ｜ 8,500円※ワークショップ参加費（全4回）と「夢のゴスペルコンサート」入場料含む
参加受付｜ 受付中（先着順）

   ●全4回 ※12/10コンサート当日の午前中に大ホールでリハーサルを行います。

 203-5725-6150 （平日13:00～16:00）

※目黒区民割引：各座種より500円引き（前売りのみ）
※区民割引、車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱。
　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。

12/17［土］

12/18［日］

チケット発売日 ｜ 11月1日（火）10:00

申　込

1回目 2回目

©大八木宏武(都恋堂）



■ 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の
　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

目黒駅

西口
至恵比寿山手線

東急
目黒線

下目黒小学校
目黒区民センター

目黒川

田道小学校入口バス停

権之助坂バス停

至中目黒至大崎

大鳥神社

山手通り

至都立大学

交番

目黒区
美術館

東急東横線・東京メトロ日比谷線 至渋谷

至初台

至大崎

中目黒駅
バス停

山
手
通
り

至恵比寿

駒沢通り

中目黒GT

中目黒GT
プラザホール

中目黒駅

めぐろパーシモンホール 中目黒ＧＴプラザホール 目黒区美術館

めぐろ
区民キャンパス
バス停

めぐろ
区民キャンパス

三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

桜修館
中等教育学校

至駒沢通り

至緑が丘
至自由が丘

東急東横線

至目黒

至渋谷

目黒通り

めぐろパーシモンホール

都立大学駅

10/22［ 土 ］ 12/18［ 日 ］色の博物誌－江戸の色材を視る・読む

一　般 800（600）円
大高生・65歳以上 600（500）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、障がいのある方は半額、その付添者１名は無料

休館日 月曜日

「ぐるっとパス 2016」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～’17/1/31
料　　金 ｜ 2,000円（２ヶ月間有効）
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

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！

　目黒区美術館は、1992（平成4）年から2004（平成16）年にかけて、
「青」「赤」「白と黒」「緑」「黄色」をテーマにした「色の博物誌」シリーズ
を開催し、各色、考古・民俗・歴史・美術を横断しながらそれぞれの色材
文化史を紡いでいきました。
　美術館ではあまり取り上げられないテーマですが、色の原材料とその
特質を知ることによって、見えてくることはたくさんあり、作品も違う方向
から楽しむことができます。
　これまでの研究と出会いをもとに、今回6回目となる「色の博物誌」を
企画。テーマは「江戸時代の豊饒な色材」です。
　展示では、緑青、朱など、粒子が際立つ不透明感のある無機系の色材と、
藤黄、アオバナ、紅、藍などの透明感のある有機系の色材に着目し、人の知
恵と工夫により丁寧に作られてきた色料や絵の具により制作された《国絵図》と《浮世絵》で構成します。
　幕府の命により各藩が総力を挙げて制作した巨大で極彩色の《国絵図》と呼ばれるグラ
フィックな絵地図。手の中で愛玩され、民衆の中で木版によって普及した可憐な色材の《浮世
絵》。この両極の表現において、復元作品、化学分析、江戸の画法書なども交え、様々な角度
から、色を視て、読む楽しさをご紹介していきます。

【催し物】会期中に恒例「大人のための美術カフェ」やギャラリートークを開催します。
・関連ワークショップや講演会を開催します。
※催し物やワークショップの詳細については、ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

目黒区美術館
meguro museum of art, tokyo

〒153-0063 目黒区目黒2-4-36
tel.03-3714-1201 mail:mmatoffice@mmat.jp

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

入会申込・問合せ

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
（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）
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
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 （順不同、2016年8月31日現在）

ヤマハサウンドシステム（株）
ぴえー留
（一社）目黒区産業連合会
学校法人 トキワ松学園
（有）サンコピーセンター
ヤマハ目黒吹奏楽団

シェ・ソーマ都立大学
ジーピーケータリング（株）
（株）綜合舞台サービス

’17/1/17［火］ 2/1［水］

※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･後援事業

9/21 ［水］ 10/2 ［日］区展（区民作品展）〈本館・区民ギャラリー〉
’17/3/28 ［火］ 4/2［日］目黒区美芸作家協会展〈区民ギャラリー〉

めぐろの子どもたち展

’17/2/11［土・祝］ 3/19［日］目黒区美術館コレクション展―来しかた行くさき
＋秋岡芳夫全集４

2016年度展覧会の予定

《備中国絵図》寛永年間
190.0×189.2cm

                                       岡山大学附属図書館蔵
池田家文庫

関連
イベント

ー第51回ー
目黒区
文化祭
情　報
（入場無料）

洋舞祭 10/16（日）

10/22（土）

10/29（土）

11/5（土）

音楽祭

日本舞踊大会

合唱祭

大ホール

公演名会場 実施日 開始
時間

演劇祭 11/5（土）

10/16（日）

11/5（土）、6（日）

11/23（水・祝）～
11/27（日）

民謡大会

13:30

12:30

13:00

12:00

華茶道展

ユネスコ
美術展

小ホール

区民センターホール

目黒区総合庁舎本館1階
萩の間、D・E会議室
目黒区美術館
区民ギャラリー

公演名会場 実施日
開始
時間

9:30

10:30

10:00

10:00

チケット
取 扱 い

ネット

時間 ｜ 開場 14:45 / 開演 15:00　会場 ｜ 目黒区美術館
出演 ｜ 鈴木広志(サックス)、戸﨑廣乃（チェンバロ）
   小林武文（打楽器）
料金 ｜ ［全席自由］1,500円（展覧会観覧料込）
チケット発売日 ｜ 10月15日（土）10:00

江戸とバロック（仮）［ 土 ］
11/5

（10月22日（土）より発売）
目黒区美術館受付

色の博物誌展ミュージアムコンサート

めぐろパーシモンホール 203-5701-2913問合せ

山下寝具株式会社
明治40年創業 布団レンタル

152-0001
目黒区中央町 1-4-16
tel.0120-88-99-77
www.ygm.co.jp

Yamashita group

レンタル リネンサプライクリーニング 販売
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