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めぐろパーシモンホール・中目黒GTプラザホール
2017年、おかげさまで開館15周年を迎えます。

アンドレア・バッティストーニ
©上野隆文

指揮

〝歓喜の歌″で祝う、めぐろパーシモンホールの開館15周年。
めぐろパーシモンホール開館以来、多くの方に親しまれてきた「第九」演奏会。
開館15周年となる2017年、世界中から注目を集める若き指揮者アンドレア・バッティストーニ率いる
東京フィルハーモニー交響楽団と、オペラなどで著しい活躍を見せる実力派ソリストたちが集結。公
募により結成された合唱団と共に、〝歓喜の歌″でめぐろパーシモンホールの節目の年を飾ります。

Prof ile

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）　
　1987年ヴェローナ生まれ。国際的に頭角を表している若き才能であり、同世代の最も重要な指揮者の一人と評され
ている。東京フィルハーモニー交響楽団では2015年4月より首席客演指揮者、2016年10月に同首席指揮者に就任
し、テレビ朝日『題名のない音楽会』出演のほか、日本コロムビア（株）より5枚のCDを発表。ミラノ・スカラ座、カルロ・フェ
リーチェ劇場、ヴェニス・フェニーチェ歌劇場、ベルリン・ドイツ・オペラ、バイエルン国立歌劇場、スカラ・フィル、イスラエル・
フィル等世界的に最も著名な歌劇場や楽団と共演を重ねている。

めぐろで第九2017

時間 ｜ 開場 14:30 ／ 開演 15:00
会場 ｜ 大ホール
出演 ｜ 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）

 　 東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

 　 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）

 　公募によるめぐろ第九合唱団（合唱指導：泉 智之）

託 児
サービス

チケット
取 扱 い

ネット イー
プラスぴあ

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
   ※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 

チケット発売日 ｜ 4月18日（火）10:00

9/242017/ 日

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開館15周年記念

目黒区東山オーケストラ第23回 定期演奏会
スプリングコンサート

4/9
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 14:30 / 開演 15:00 
会場 ｜ 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 ｜ バーンスタイン:「キャンディード」序曲 
   ショスタコーヴィッチ:祝典序曲、シング•シング•シング 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

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00　会場｜ 大ホール
出演 ｜ 清水宏之(指揮)、三浦友理枝（ピアノ）

   目黒区民交響楽団（管弦楽）
曲目 ｜ シューマン：交響曲第1番 変ロ長調 Op.38 「春」

   グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 ほか

料金 ｜ 【全席自由】 1,000円
チケット発売日 ｜  4月1日（土）10:00

問合せ

めぐろパーシモンホール開館15周年記念
目黒区民交響楽団 第85回定期演奏会

6/4
［ 日 ］

チケット
取 扱 い 目黒区民交響楽団（望月）

2002年の開館から、多くの皆様方に支えられて15周年を迎えることができました。
感謝の気持ちを込めて、記念すべきこの一年を華やかに彩るプログラムをお届けします。

　 meguro.orchestra@gmail.com

目黒区民交響楽団（望月）2090-8342-1461

ヤマハ目黒吹奏楽団（楽団事務局）2080-4149-7158問合せ

6/11
［ 日 ］

時間 ｜ 開場 13:15 / 開演 13:45 （予定）
会場 ｜ 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 ｜ P.スパーク：祝典のための音楽
   E.エルガー：威風堂々第１番
   J.ウィリアムズ：スターウォーズ・サーガ
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

めぐろパーシモンホール開館15周年記念
ヤマハ目黒吹奏楽団 第37回定期演奏会

三浦友理枝

6 3
［土］

9 9
［土］

時間 ｜開演 11:00          13:30          16:00 
   ＊開場は各回15分前 ＊公演時間は約30分 ＊終演後、楽器体験コーナー約30分有

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）
曲目 ｜ 「となりのトトロ」メドレー ほか 
料金 ｜ 入場無料（要整理券）

第1回 第2回 第3回

音楽を聴いたり、楽器を体験してみたり、普段なかなか入れない
バックステージを見たり、さまざまなイベントに参加してホールで一日お楽しみください。
会場 ｜ 大・小ホール　
料金 ｜入場無料（一部公演は要整理券）
※未就学児入場可
※公演詳細は次号の本紙、後日発行の公演チラシ・
  めぐろパーシモンホールホームページをご覧ください。   

めぐろパーシモンホール　
開館15周年記念イベント

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＆中目黒ＧＴプラザホール
開館15周年記念イベント

０歳から参加できるコンサート。音楽を鑑賞した後は、楽器体験をしよう！

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

めぐろパーシモンホールと中目黒ＧＴプラザホールが開館15周年を迎えるのを記念し

て、無料で楽しめるイベントを開催！ホールにお越しいただくのが初めての方も、日頃か

らご愛顧いただいている方も、誰でも気軽に楽しめるプログラムをご用意しています。

ぜひこの機会にホールにお越しください。

（７月より「目黒吹奏楽団」に改名します）

０歳からのコンサート キラキラ金管五重奏

※未就学児入場可
※整理券配布方法はめぐろパーシモンホールホームページをご覧ください。



東京インターアーツ目黒 和草コンサート
にこぐさ5/20

［ 土 ］

時間 ｜ 　　　 開場 13:30 / 開演 14:00　　　開場 17:30 / 開演 18:00
会場 ｜ 中目黒ＧＴプラザホール
出演 ｜ 牧原くみ子（箏）、寺井奈美（箏）、富緒清律（箏・三絃）
   大江美恵（17絃）、武松洋子（朗読）、芦垣皋盟（尺八）
   野村浩子（Sop）、金井由里子（Pf）、高橋章子（Fl）
曲目 ｜ 古川太郎：組曲“富嶽三十六景”より「千住道中」 
   宮城道雄：秋の初風～平家物語「祇王と仏」に寄せる
   猪本隆：きつねがだまされた話 ほか
料金 ｜ 【全席自由】 一般3,000円 / 学生1,500円（小・中・高校生）
チケット発売日 ｜ 発売中

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

東京インターアーツ目黒支部
03-3426-4163（牧原）090-7843-0717（野村）

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！

めぐろパーシモンホール開館15周年記念
ミュージカル・コメディ 「キス・ミー・ケイト」

7/15
［ 土 ］

時間 ｜ 　　　 開場 11:30 / 開演 12:00　　　開場 16:30 / 開演 17:00

会場 ｜ 大ホール

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

料金 ｜ 【全席指定】 S席 5,500円 / A席 4,500円

   ※目黒区民割引 ： 各席種より500円引（5月14日までの取扱）

チケット発売日 ｜ ホール先行発売：4月17日（月）10：00

昼の部 夜の部

めぐろパーシモンホール事業課 203-5701-2913問合せ

チケット
取 扱 い

ネット

割 引 託 児
サービス

第64回児童舞踊合同公演

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

チケット
取 扱 い

2017年 第74回全国舞踊コンクール上位入賞者による
第34回アンコール公演

時間 ｜ 開演 16:00 （予定）  　会場 ｜ 大ホール
出演 ｜ 第74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

〈 共通 〉

6/17
［ 土 ］

6/18
［ 日 ］

東京新聞文化事業部 東京新聞文化事業部問合せ

 203-6910-2345 （平日10:00～18:00）

時間 ｜ 開場 13:30 / 開演 14:00  
会場 ｜ 小ホール
曲目 ｜津軽じょんから節 ほか　
料金｜【全席指定】 3,500円
チケット発売日 ｜ 3月27日（月）10:00

高橋竹童-魂の津軽三味線5/20
［ 土 ］

チケット
取 扱 い

ネット

高橋竹童

サウンドポート

サウンドポート 2045-243-9999問合せ

●大ホール
時間 ｜ 開場 16:15 / 開演 17:00
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)    

チケット発売日 ｜ 4月1日(土)10：00（3月30日(木) プランクトン先行販売開始）

山下洋輔

ショーロ・クラブ

プランクトン203-3498-2881 （平日11:00～19:00） 問合せ

チケット
取 扱 い

ネット プラン
クトン

ジャズ・ワールドビート20177/8
［ 土 ］

割 引

ぴあ イー
プラス

大・小通し券（大ホールS席＋小ホール）8,800円(前売券のみ、プランクトンのみ取扱) 

チケット発売日 ｜ 5月11日(木) 10:00

ー第52回ー 目黒区文化祭情報（入場無料・事前予約なし）

自主グループ公演 4月16日（日）

５月6日（土）

5月28日（日）

邦楽演奏会

吟剣詩舞道大会

大ホール

公演名会場 実施日

謡曲大会 ５月14日（日）

５月21日（日）民踊まつり

自主グループ展示発表 ４月19日（水）～４月23日（日）

小ホール

目黒区美術館区民ギャラリー



第5回 めぐろバレエ祭り
開催日
8月16日（水）～20日（日）

チケット
取 扱 い

ネット

ＮＢＳチケットセンター203-3791-8888
（平日10:00～18:00／土曜日10:00～13:00／日・祝休） 

問合せ

NBS
チケットセンター

NBS
チケットセンター

チケット
取 扱 い

ネット

託 児
サービス

1名
2,500円

ぴあ ロー
ソン

イー
プラス

そのほか、楽しいイベントが盛りだくさんです！

詳細は公式ホームページをご覧ください。http://meguro-balletfes.com/

4/9（日）

4/11（火）

5/20（土）

5/20（土）

6/3（土）

6/4（日）

6/11（日）

6/11（日）

6/17（土）
   24（土）

6/17（土）

6/18（日）

7/8（土）

7/9（日）

7/15（土）

7/25（火）
～28（金）
7/25（火）
～29（土）
8/16（水）
～20（日）

8/26（土）

8/27（日）

9/6（水）

9/9（土）

9/24（日）

10/8（日）

10/13（金）
  ～29（日）

10/22（日）

11/12（日）

11/24（金）

12/16（土）
  　17（日）

12/23（土・祝）

目黒区東山オーケストラ第23回定期演奏会
スプリングコンサート

気になる三人かい…柳家喬太郎・桃月庵白酒・春風亭一之輔

高橋竹童―魂の津軽三味線

東京インターアーツ目黒　和草（にこぐさ）コンサート

中目黒GTプラザホール開館15周年記念イベント

目黒区民交響楽団 第85回定期演奏会

ヤマハ目黒吹奏楽団 第37回定期演奏会

子どものためのワークショップ2017 演劇入門ワークショップ

伝統文化「歌舞伎」に親しむ

2017年 第74回全国舞踊コンクール上位入賞者による
第34回アンコール公演
第64回児童舞踊合同公演

ジャズ・ワールドビート2017

第15回パーシモンほたる祭り

ミュージカル・コメディ『キス・ミー・ケイト』

子どものためのワークショップ2017
ダンスワークショップ＋発表会
子どものためのワークショップ2017
夏休み演劇ワークショップ＋発表会

東京バレエ団「第5回めぐろバレエ祭り」

Journey in the Rhythm－NEW BEGINNING

第6回めぐろパーシモンホール避難訓練コンサート

柳家小三治落語会

めぐろパーシモンホール開館15周年記念 イベント

めぐろで第九2017

フレッシュ名曲コンサート　キャンペーンコンサート

大人の演劇ワークショップ

めぐろ童謡コンサート

東京マンドリン宮田楽団　オータムコンサート

桂歌丸・三遊亭円楽 二人会

Meguro Dance Town 2017

身体で聴こう音楽会

大ホール

大ホール

小ホール

中目黒ＧＴ
プラザホール
中目黒ＧＴ
プラザホール

大ホール

大ホール

小ホール

中目黒ＧＴ
プラザホールほか

大ホール

大ホール

大・小ホール

大・小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

大・小ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大・小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大・小ホール

小ホール

※上記予定は日程、タイトルが変更になる可能性があります。また、後日発表になる公演もあります。

2017年度　（公財）目黒区芸術文化振興財団
主催・共催公演ラインアップ

めぐろパーシモンホールの夏を盛り上げる、バレエのお祭り！

● 東京バレエ学校 スクール・パフォーマンス

● 東京バレエ団 
　 子どものためのバレエ 「ねむれる森の美女」

8/19［土］

時間 ｜ 開演時間未定（2回公演）  会場｜ 大ホール

演目 ｜「パキータ」、「エスメラルダ」、「ジゼル」第2幕より、「パリの炎」 ほか 

料金 ｜ おとな ： S席 5,000円 /A席 4,000円
   子ども（4歳～中学生） ： S席 2,500円 /A席 2,000円
開演時間、出演者は決まり次第公式ホームページにて発表いたします。

● 東京バレエ団〈バレエ・コンサート〉

1回目

2回目

1回目 2回目

8/20［日］

★〈バレエ・コンサート〉、子どものためのバレエ共通★

チケット発売日 ｜ 5月20日（土）10：00

時間 ｜ 　　　開演 11:30            開演 14:30
会場 ｜ 大ホール

出演 ｜  オーロラ姫：三雲友里加、デジレ王子：岸本秀雄 ほか 
    オーロラ姫：秋山瑛、デジレ王子：宮川新大 ほか
料金 ｜ おとな ： S席 5,000円 /A席 4,000円 
   子ども（4歳～中学生） ： S席 2,500円 /A席 2,000円

2017年

会場｜大ホール

8/16［水］時間 ｜開演 17:00 
料金 ｜ 【全席指定】 おとな 2,000円
　　　　　　　　  子ども（4歳～中学生） 1,000円

8/17［木］時間 ｜開演 16:30 
料金 ｜ 【全席指定】 おとな 3,000円
　　　　　　　　  子ども（4歳～中学生） 1,500円

チケット発売日 ｜ 6月24日（土）10：00

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ「白鳥の湖」

新春落語

デキシーランド・ジャズ・ジャンボリー
《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
東日本大震災復興支援コンサート

TOKYO FM　夢のゴスペルコンサート　Vol.5

文楽
（公財）北野生涯教育振興会主催
東日本大震災鎮魂コンサート
親子のためのふれあいコンサート

第15回めぐろクラシックセレクション

未来の音ガラコンサート

全国舞踊コンクール（予選・決選）

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

小ホール

大ホール

大ホール

大ホール

1/6（土）

1月予定

1/13（土）

2/3（土）

2～3月予定

3/3（土）

3/4（日）

3/11（日）

3/17（土）

3/18（日）

3/21（水・祝）

3～4月予定

2018年



会場 小ホール

講師 コンドルズ
近藤良平、スズキ拓朗

定員 30名

対象 小学4年生から中学3年生まで

演劇ワークショップ
毎年実施している人気の演劇ワークショップ。4月10日（月）から参加者を

募集します。

ダンスワークショップ
NHK「サラリーマンNEO」「からだであそぼ」でおなじみ、世界で活
躍するダンスカンパニー「コンドルズ」によるダンスワークショップ！
ダンス未経験でもＯＫ、みんなで楽しく体を動かしてみませんか？

子どものためのワークショップ 2017

近藤良平

熊谷和徳 プロ活動20周年記念公演

開催日 ｜ 8/26［土］　 時間 ｜ 開場 16：30 / 開演 17：00 　
会場 ｜ 大ホール

出演  ｜ 熊谷和徳、他ゲスト予定

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

チケット発売日 ｜ 5月15日（月）10:00

めぐろパーシモンホール 事業課203-5701-2913問合せ

「演劇入門ワークショップ」

前半プログラム

「夏休み演劇ワークショップ＋発表会」

後半プログラム

対象

日程

対象

日程 6/11［日］ 
13:00～20:00（予定）

7/25［火］～28［金］14:30～18:30
7/29［土］発表会、時間未定

会場 小ホール 会場 小ホール

定員 30名

講師 平田オリザ
（劇作家・演出家）

講師 吉田小夏
（劇作家・演出家/青☆組主宰）

定員 20名

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）

1,500円参加費 3,000円参加費 2,000円参加費

熊谷和徳　タップダンスワークショップ
世界で活躍するタップダンサー・熊谷和徳が直接指導！
ワークショップ参加者は8/26の公演の一部に出演予定です。経験は問いません。ぜひご参加ください！

〈関連ワークショップ〉

日時 〈ワークショップ〉 8/7［月］、14［月］、23［水］19:00～21:00（予定）
〈リハーサル〉 25［金］　〈本番〉 26［土］　計5回

会場 大ホールステージ

定員 100名

講師 熊谷和徳、KAZ TAP COMPANYメンバー

対象 小学3年生以上

5,000円参加費

5月25日（木）～6月30日（金）　※応募者多数の場合、抽選
申込方法等の詳細は、今後発行の募集チラシ、
めぐろパーシモンホールホームページをご覧ください。

申込期間

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。

区民割引
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） ※「めぐろバレエ祭り」のみ託児料￥2,500

03-5701-2904
留意
事項

ニューヨークと目黒区を拠点に、世界各地でリズムを刻み続ける
タップダンサー・熊谷和徳の20年の軌跡と、新たな出発を表現するステージ。
どうぞお見逃しなく！

託 児
サービス

チケット
取 扱 い

ネット 割 引ぴあ イー
プラス

めぐろパーシモンホール 事業課 203-5701-2913問合せ

ロー
ソン

〈 共通 〉

日程 7/25［火］～27［木］11:00～13:00
7/28［金］発表会 

“Journey in the Rhythm－NEW BEGINNING”

熊谷和徳

昨年のステージより

申込方法等の詳細は、今後発行の募集チラシ、めぐろパーシモンホールホームページをご覧ください。

※8/7の講師はカンパニーメンバーのみとなります。



　1920年代、パリ。多くの日本人画家も暮らした芸術と文化の都
に、一組の若く美しい日本人カップルが留学しました。板倉鼎（かな
え）・須美子夫妻です。既に画家としての素養を積んでいた夫・鼎、そ
して夫の手ほどきで新たに絵画に取り組んだ妻・須美子は、ともに魅
力的な油彩作品を次々に描き、サロン・ドートンヌほかに出品を重ねま
した。しかし、過酷な運命は、鼎、ふたりの子どもたち、そして須美子の
命を次々に奪ってゆきました。
　三十歳を迎えることさえ叶わず早世した二人の存在は、広く一般に
知られることはなく、さらに年月がその姿を隠してきました。しかし、近年
ようやく、永遠に若いままの二人の閃光にも似た画業は、研究が進
み、あらためて知られるようになってきました。
　この展覧会では、二人の残した仕事をふり返ります。そして、二人と
親交の深かった岡鹿之助や伊原宇三郎をはじめ、当館所蔵の、同時代にヨーロッパ留学・滞在中の
画家たちが描いた作品をあわせて展覧し、いまだ知られざる板倉夫婦を中心に、当館が開館以来の
収蔵テーマのひとつとしてきた戦前期の「画家の滞欧」の興味深い一側面をご覧いただきます。

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。）

4/8［ 土 ］ 6/4［ 日 ］「よみがえる画家－板倉鼎・須美子」展
ヨーロッパの木の玩具展

10/14［土］ 11/26［日］
7/8［土］ 9/3［日］

’18/1/17［水］ 2/1［木］

※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
5/17 ［水］  5/21［日］目黒区書作家協会展〈区民ギャラリー〉

9/20 ［水］ 10/1 ［日］区展（区民作品展）〈本館・区民ギャラリー〉
6/21 ［水］ 6/25［日］目黒区美術家協会展〈区民ギャラリー〉

’18/3/27 ［火］ 4/1［日］目黒区美芸作家協会展〈区民ギャラリー〉

関連イベント

板倉 鼎《黒椅子による女》1928年
油彩・キャンバス 
91.9cm×91.8cm

松戸市教育委員会蔵

【記念講演会】「板倉鼎と須美子、二人の画家の肖像」●講師：田中典子（松戸市教育委員会） 
●日時：4月29日（土・祝）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27日（土）14：00～15：00
●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トークを予定しております。

目黒区美術館開館30周年記念 日本パステル畫事始め展

めぐろの子どもたち展

’18/2/10［土］ 3/18［日］目黒区美術館30周年コレクション展＋秋岡芳夫全集５

「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～’18/1/31
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
meguro museum of art, tokyo

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

一　般 800（600）円
高大生・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

2017年度展覧会の予定

■ 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

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、2017年1月31日現在）

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
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

かなえ
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