
鈴木秀美
©K.Miura

5/19（土） 開場16：00開演17：00・5/20（日） 開場13：00開演14：00
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料金s 【全席指定】 S席10,000円／A席9,000円／B席8,000円／学生席2,000円
  ※車椅子席8,000円、学生席は二期会チケットセンターのみ取扱

問合せs 二期会チケットセンター　03-3796-1831（平日10：00～18：00、土曜10：00～15：00）

二期会
チケットセンター

チケット
スペース

チケット
取扱い

郷家暁子

和田朝妃 齋藤由香利今井実希

市川浩平

前川健生

金子慧一

的場正剛

花房英里子

杉山由紀

梶田真未

渡邊仁美

宮地江奈 島内菜々子
©Yoshinobu Fukaya/aura.Y2

会場s 大ホール 発売中
指揮s 鈴木秀美 演出sエヴァ・ブッフマン

出演s 

 5月19日 5月20日
アルチーナ 梶田真未 渡邊仁美
ルッジェーロ 花房英里子 杉山由紀
ブラダマンテ 郷家暁子 和田朝妃
モルガーナ 宮地江奈 今井実希
オベルト 島内菜々子 齋藤由香利
オロンテ 市川浩平 前川健生
メリッソ 金子慧一 的場正剛
合唱：二期会合唱団
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（NBO）

二期会ニューウェーブ・オペラ劇場
ヘンデル作曲「アルチーナ」〈新制作〉
バロック・オペラの感動と興奮！

壮麗なオーケストラと数多くの魅惑のアリアで紡ぐ恋する魔女の物語…

オペラ全３幕　日本語字幕付原語（イタリア語）上演



共通

バレエレッスンの様子スクール・パフォーマンスの様子　©Kiyonori Hasegawa BON踊りの様子

子どものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』　©Kiyonori Hasegawa

スクール・パフォーマンス
8/21（火）第一部  開演時間調整中
8/22（水）第二部  開演時間調整中
会場s 大ホール
料金s 【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s6/23（土）

8/21（火） ～8/26（日） 
めぐろバレエ祭り
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！

第6回

チケット
取扱い

NBSチケットセンター
ウェブのみ http://www.nbs.or.jp/

託児
サービス 1名2,500円　（申込先：ＮＢＳチケットセンター）

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）
  公益財団法人 日本舞台芸術振興会　http://www.nbs.or.jp/

その他楽しいイベントが盛りだくさんです！
詳細は随時公式サイトに掲載予定
http://meguro-balletfes.com/

8/21（火）・22（水）東京バレエ学校
マリウス・プティパ生誕200年記念
東京バレエ団〈夏祭りガラ〉
8/24（金） 開演時間調整中
8/25（土） 開演時間調整中
会場s 大ホール

8/24（金）・25（土）
子どものためのバレエ
「ドン・キホーテの夢」
開演時間調整中（１日２回公演予定）

会場s 大ホール

8/26（日）東京バレエ団

チケットセンター
チケット
取扱い

料金s 【全席指定】 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
チケット発売日s5/12（土）



売完売売完売
御礼御礼

目黒区の鳥、シジュウカラです。

伝統文化「雅楽」に親しむ
雅楽の解説を聞いて、「管絃」「舞楽」を鑑賞します。
楽器や舞も体験できます。
会場s 小ホール 
講師s 伶楽舎　宮丸直子　出演s伶楽舎
料金s 【全席自由】500円

目黒ユネスコ コンサート2018
～次世代への平和と文化のメッセージ
会場s 大ホール 発売中
出演s 須川展也［サクソフォン］、奥村愛［ヴァイオリン］、小柳美奈子［ピアノ］
曲目s  エルガー：愛のあいさつ、ビゼー／ボルヌ：カルメン・ファンタジー　ほか
料金s  【全席自由】一般3,500円／学生1,000円／ペア券5,500円（前売のみ）
 ※小・中学生無料招待あり（4/9（月）目黒ユネスコ協会にて受付開始、先着100名。）

問合せs（公財）北野生涯教育振興会　03-3711-1111

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）

目黒吹奏楽団
第38回定期演奏会
会場s 大ホール
出演s 鳥谷部武夫［指揮］、大田昌穂［司会］、目黒吹奏楽団
曲目s 「ウェスト・サイド・ストーリー」よりシンフォニック・ダンス
 トゥーランドット・セレクション 2007、サッカー・オン・ブラス　ほか
料金s 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
問合せs目黒吹奏楽団（楽団事務局）　080-4149-7158

6/9（土）
開場13：00／開演13：30

5/27（日）
開場13：30／開演14：00

2018年 第75回全国舞踊コンクール
上位入賞者による
アンコール公演
会場s 大ホール
出演s 第75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s 【全席自由】前売2,500円／当日2,800円

第65回児童舞踊合同公演
会場s 大ホール
出演s 児童舞踊団体
料金s 【全席自由】2,000円

6/10（日）
開場13：30／開演14：00

6/16（土）
開演16：00（予定）

6/17（日）
開演15：00（予定）

第137回
東京マンドリン宮田楽団
定期演奏会
会場s 大ホール
出演s 東京マンドリン宮田楽団
曲目s バレエ音楽「コッペリア」より　ほか
料金s 【全席指定】入場無料（要事前申込）

チケット発売日s5/14（月）

7/1（日）
開場14：00／開演15：00

問合せs東京マンドリン宮田楽団（宮田）　090-1858-1284

NPO法人
目黒ユネスコ協会

チケット
取扱い

問合せs NPO法人目黒ユネスコ協会　03-5725-6150（平日13:00～16:00）

東京インターアーツ目黒

和
に こ ぐ さ

草コンサート
会場s 中目黒GTプラザホール 発売中
出演s  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［ソプラノ］、金井由里子［ピアノ］、高橋章子［フルート］
曲目s  古川太郎：組曲“富嶽三十六景”より「御殿山の花見」

宮田耕八朗：モチモチの木、カッチーニ：アヴェ・マリア　ほか
料金s  【全席自由】 一般3,000円／学生1,500円（小・中・高校生）

 親子ペア券（一般+小・中・高校生）4,000円　※未就学児入場無料

5/19（土）
昼の部 開場14：30／開演15：00
夜の部 開場17：30／開演18：00

問合せs東京インターアーツ目黒支部（牧原）　03-3426-4163

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）

チケット
取扱い

東京新聞事業局
文化事業部

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

気になる三人かい… 
桃月庵白酒・
三遊亭兼好・
春風亭一之輔
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 
料金s 【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

4/6（金）
開場18：00／開演18：30

チケット
取扱い 夢空間

撮影：山田雅子
三遊亭兼好 桃月庵白酒 春風亭一之輔

目黒区東山オーケストラ
第24回定期演奏会
スプリングコンサート
会場s 大ホール
出演s 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s目黒区東山オーケストラ（森田）　03-3715-1166

4/8（日）
開場14：30／開演15：00

申
込
方
法

往復はがき（一人一葉）に、住所・名前・電話番号
・年齢を明記の上、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　雅楽係
※参加証を返送いたします。

申
込
方
法

〈目黒区民先着100名ご招待〉
往復はがき（１枚につき２名まで）による申込み
申込受付は4/16（月）～4/27（金）消印有効
※詳細は今後発行のチラシ・ホールホームページをご覧ください

〈共通〉



■広告枠の大きさ：１枠（タテ）60mm ×（ヨコ）95mm
■掲載料金（税込）：1枠1回／中面35,000円、外面49,000円
■発行部数：80,000部（季刊）
■配布先： 　【74,000部】目黒区全域新聞折込（朝日・読売・毎日・産経・東京）
 　【 6,000部 】財団主催・共催公演来場者配布、
 目黒区内公共施設窓口陳列、学校（目黒区内公立小・中学校、
 音大・音楽専門学校等）、他館配布　等
■募集開始：平成30年４月10日（火）10：00～

（公財）目黒区芸術文化振興財団
めぐろパーシモンホール事業課
電話：03-5701-2924　FAX 03-5701-2968
ホームページ：http://www.persimmon.or.jp/

お問合せ

掲載広告募集！

JUST GUITAR JUST VOCAL

宇崎竜童
弾き語りLIVE 2018
ダウン・タウン・ブギウギ・バンドでの
鮮烈なデビューから40年。
宇崎竜童が、ギターの弾き語りと
自身の歌声だけで魅せる
大人のためのステージ。

会場s 大ホール 
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
 ※小・中学生券はRo-Onチケットのみ取扱

チケット発売日sホール先行発売：3/26（月）（３/31（土）より一般発売）

ジャズ・ワールドビート 2018

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）

小ホール  アフタヌーン・サロン・ジャズ 
出演s  仲野麻紀withヤン・ピタール［サックス、ウード］

岩川光トリオ［ケーナ：岩川光、ピアノ：林正樹、アコーディオン：佐藤芳明］
Tokyo Django Collective feat.北床宗太郎［マヌーシュ・ジャズ］
喜多直毅＆黒田京子デュオ［ヴァイオリン、ピアノ］

7/14（土）
開場16：00／開演16：30

Ro-Onチケットチケット
取扱い

宇崎竜童

浜田真理子チャボロ・シュミット ゲスト：渡辺香津美
©Yosuke Komatsu（ODD JOB）

類家心平 ゲスト：菊地成孔

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

チケット発売日s4/14（土） （4/5（木）プランクトン先行販売開始）

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

プランクトンチケット
取扱い 割 引

会場 公演名 実施日

大ホール
自主グループ公演 4月15日（日）
邦楽演奏会 5月5日（土・祝）

小ホール
謡曲大会 5月13日（日）
民踊まつり 5月27日（日）

目黒区美術館区民ギャラリー
華道展・茶道展 4月7日（土）・8日（日）
自主グループ展示発表 4月18日（水）～4月22日（日）

第53回 目黒区文化祭 入場無料・事前予約不要
※開始時間は今後発行されるチラシ・ホールホームページをご覧ください。

夏のまっぴるま落語会
三遊亭小遊三・林家たい平
二人会
会場s 大ホール
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・窓口のみ取扱
チケット発売日s4/9（月）

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

チケット
取扱い

三遊亭小遊三 林家たい平

7/7（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

7/20（金）
開場13：00／開演13：30

大ホール  ジャズ・ワールドビート 
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］
  【ゲスト出演】 渡辺香津美［ギター］、太田惠資［ヴァイオリン］
 浜田真理子［ヴォーカル］
 RS5pb（類家心平5ピースバンド）【ゲスト出演】 菊地成孔［サックス］

郷土愛に燃えるふたりの落語対決！　
大月VS秩父　目黒編　勝敗はいずれに…

ジャズで繋がる、世界が広がる
ジャズを軸に、ロック＆ポップス、マヌーシュ・ジャズ、アラブに南米フォルクローレまで
世界の音楽が咲き乱れる百花繚乱フェスティバル！



カニサレス・フラメンコ・クインテット

©Amancio Guillén

2.
電話予約
（10：00～19：00）

03-5701-2904

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.
窓口販売
（10：00～19：00）

ホールチケットセンター

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

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

託児サービス

※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
　申込先はＮＢＳチケットセンター

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。

熊谷和徳
タップダンス公演（仮）
会場s 小ホール
出演s  熊谷和徳　ほか
料金s  【全席指定】一般4,000円／学生1,000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
チケット発売日s4/23（月）

カニサレス・フラメンコ・
クインテット
来日公演2018
会場s 大ホール 
出演s  カニサレス・フラメンコ・クインテット
料金s  【全席指定】
 一般7,000円
 高校生以下3,500円
 ※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

チケットs4/28（土） 
発売日  （4/11（水）プランクトン先行販売開始）

問合せs めぐろパーシモンホール事業課　03-5701-2913

問合せs めぐろパーシモンホール事業課　03-5701-2913

東京六人組

会場s 小ホール 発売中
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　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

7/31（火）
開場18：30／開演19：00

9/29（土）
開場15：00／開演16：00

チケット
取扱い

子どものためのワークショップ 2018
子どものための
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？
日程s  7/24（火）～26（木）11：00～13：00

7/27（金）発表会、時間未定
会場s 小ホール
講師s  コンドルズ

近藤良平、スズキ拓朗
対象s 小学4年生から中学3年生まで
定員s 30名（先着順）
参加費s2,000円
申込開始s5/17（木）～ ※定員に達し次第締め切り

子どものための
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。今年も実施します。

「演劇入門ワークショップ」
日程s  6/17（日）13：00～20：00
会場s 小ホール
講師s  平田オリザ（劇作家・演出家）
対象s  当演劇ワークショップ

初参加の中学・高校生
参加費s1,500円

 前半プログラム

「夏休み演劇ワークショップ＋発表会」
日程s  7/24（火）～27（金）14：30～18：30

7/28（土）発表会、時間未定
会場s 小ホール
講師s  大池容子（劇作家・演出家／
 うさぎストライプ主宰）
対象s  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）
参加費s3,000円

 後半プログラム

近藤良平

スズキ拓朗

平田オリザ

8/4（土）・5（日）
開演時間調整中

チケット
取扱い

タップダンスワークショップ開催予定。
公演・ワークショップの詳細は、今後発行のチラシ・ホールホームページをご覧ください

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

プランクトンチケット
取扱い 割 引

定員s 前半・後半共に30名（先着順）　申込開始s前半・後半共に4/16（月）～ ※定員に達し次第締め切り

申込方法等の詳細は、今後発行の募集チラシ・ホールホームページをご覧ください

大池容子

熊谷和徳



フレッシュ名曲コンサートキャンペーン

藤田真央〈ピアノ〉
アフタヌーン・コンサート
会場s 小ホール
料金s  【全席指定】500円
チケット発売日s7/2（月）

公演日s2019.3/2（土） 
時間s 開場14：30／開演15：00
会場s 大ホール
出演s カーチュン・ウォン［指揮］
 藤田真央［ピアノ］
 読売日本交響楽団［管弦楽］ 
※詳細は今後発行のチラシ
　ホールホームページをご覧ください

───2018年度 めぐろパーシモンホール 主催・共催公演ラインアップ───
2018年

4/6（金） 気になる三人かい…
桃月庵白酒・三遊亭兼好・春風亭一之輔 大ホール

4/8（日） 目黒区東山オーケストラ
第24回定期演奏会 スプリングコンサート 大ホール

4/30（月・休）
第7回めぐろパーシモンホール
避難訓練コンサート
出演s 警視庁音楽隊

警視庁音楽隊カラーガード（MEC）

大ホール

5/19（土）
　　20（日）

二期会ニューウェーブ・オペラ劇場
『アルチーナ』 大ホール

5/19（土） 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

5/27（日） 目黒ユネスコ コンサート2018 大ホール

6/9（土） 伝統文化「雅楽」に親しむ 小ホール

6/10（日） 目黒吹奏楽団 第38回定期演奏会 大ホール

6/16（土） 2018年　第75回全国舞踊コンクール
上位入賞者による アンコール公演 大ホール

6/17（日） 第65回児童舞踊合同公演 大ホール

6/17（日）
子どものためのワークショップ2018　
演劇入門ワークショップ
講師s平田オリザ

小ホール

7/1（日） 第137回東京マンドリン宮田楽団定期演奏会 大ホール

7/7（土） ジャズ・ワールドビート 2018 大・小ホール

7/8（日） 第16回パーシモンほたる祭り 大・小ホール

7/14（土） 宇崎竜童 弾き語りLIVE2018 大ホール

7/20（金） 夏のまっぴるま落語会　
三遊亭小遊三・林家たい平　二人会 大ホール

7/24（火）
　 ～7/27（金）

子どものためのワークショップ2018　
夏休みダンスワークショップ
＋発表会
講師s近藤良平、スズキ拓朗

小ホール

7/24（火）
　～7/28（土）

子どものためのワークショップ2018　
夏休み演劇ワークショップ＋発表会
講師s大池容子

小ホール

7/31（火） 東京六人組 小ホール

8/4（土）
　5（日） 熊谷和徳タップダンス公演（仮） 小ホール

8/21（火）
　～8/26（日） 東京バレエ団「第6回めぐろバレエ祭り」 大・小ホール

9/8（土）
フレッシュ名曲コンサート　
キャンペーン
藤田真央〈ピアノ〉
アフタヌーン・コンサート

小ホール

9/29（土） カニサレス・フラメンコ・クインテット
来日公演2018 大ホール

9/30（日） 未来の音　vol.27  
カルテット・アマービレ 小ホール

10/18（木） 柳の家の三人会 大ホール

11/11（日） 第25回めぐろ童謡コンサート 大ホール

12/2（日） 目黒区民交響楽団　第88回定期演奏会 大ホール

12/9（日） クリスマス／アヴェ・マリア
～サンクトペテルブルグ室内合奏団 大ホール

12/15（土） 未来の音　vol.28
本堂 誠［サクソフォン］ 小ホール

12/23（日・祝） 身体で聴こう音楽会 小ホール

2019年
1/12（土） デキシーランド・ジャズ・ジャンボリー 大ホール

1月予定 新春落語 大ホール

1～3月予定 ＪＡＺＺコンサート 小ホール

3/2（土）
フレッシュ名曲コンサート　
出演s カーチュン・ウォン［指揮］

藤田真央［ピアノ］
読売日本交響楽団［管弦楽］

大ホール

3/16（土） 親子のためのふれあいコンサート 小ホール

3/17（日） 第16回めぐろクラシックセレクション 大ホール

3月予定 TOKYO FM　夢のゴスペルコンサート　Vol.6 大ホール

3～4月予定 全国舞踊コンクール（予選・決選） 大ホール

9/8（土）
開場13：30／開演14：00

フレッシュ名曲コンサート

主催s（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s東京オーケストラ事業協同組合　問合せsめぐろパーシモンホール事業課　03-5701-2913

チケット
取扱い

2016年、第5回グスタフ・マーラー国際指揮者コンクールで優勝し、
世界での活躍を期待される気鋭 カーチュン・ウォン。
2017年、若手ピアニストの登竜門、クララ・ハスキル国際ピアノ・コンクールで
優勝した藤田真央。世界から熱い注目を集める2人の若き才能と読響の初共演！

藤田真央

カーチュン・ウォン
©S.Imura

©Lavender Chang

本公演速
報！

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



藤田 嗣治 本のしごと
没後50年を記念し、画家 藤田嗣治が生涯にわたって
数多く手がけた挿絵本の仕事を紹介します。戦前のフ
ランスで発行された本、1930－40年代の日本での仕事、
1950年フランスに移住した後の大型豪華本の挿絵など
の「本のしごと」を中心に、絵画や版画、藤田が友人
に送った葉書や絵手紙、手作りの玩具、陶芸作品など
も展示し、藤田の幅広い創作活動を紹介します。

 4/14（土）～6/10（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４/３０（月・休）は開館、５/１（火）は休館
料金s 一般1,000（800）円、高校生・大学生／65歳以上800（600）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
監修s林洋子（美術史家）　企画協力s株式会社キュレイターズ

※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

藤田嗣治　1928年頃 撮影：アンドレ・ケルテス　ullstein bild／Uniphoto Press

──文字を装う絵の世界

没後50年



都立大学駅

めぐろ区民
キャンパス

目黒通り

東急東横線

至 目黒

至 自由が丘

至 駒沢通り

至 渋谷

三菱東京
UFJ銀行

三井住友銀行

めぐろ区民
キャンパス
バス停

めぐろパーシモンホール
至 初台

至 大崎

中目黒駅
バス停

中目黒駅
至 渋谷

至 自由が丘

東急東横線
東京メトロ日比谷線

中目黒GTプラザホール

中目黒GT

駒沢通り

至 恵
比寿

山
手
通
り

西口

至 恵比寿

JR山手線

東急目黒線
東京メトロ南北線
都営三田線

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 大崎

大鳥神社

山手通り

交番

下目黒
小学校

プール
テニス
コート

目
黒
通
り

目黒区美術館

目黒駅

●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
TEL03（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
TEL03（6412）5377

● 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
●東急バス　
　（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
TEL03（3714）1201

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。

（株）式典
（株）清光
（株）石福
ぴえー留
セコム（株）
京浜防災（株）
秋山錠剤（株）
（株）カラサワ

山下寝具（株）
（株）東式企画
目黒吹奏楽団
（株）アクト綜研
（株）オーシャン
ワッティー（株）
（株）アペックス
（株）亀屋万年堂

（株）シーズン花達
ゼネラルボンド（株）
大宮糧食工業（株）
（株）中目黒ジーティー
（株）白川電機製作所
学校法人 日出学園
ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会
カヤバシステムマシナリー（株）

めぐろパーシモンホール
賛助会会員（法人）

入会申込・問合せsめぐろパーシモンホール事業課 203-5701-2913

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

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

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

@mmatinside　 @megurokubijutsukan

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。
 t-mmat@sg-m.jp

目黒区美術館メルマガ会員募集中！
めぐろパーシモンホールHP　
http://www.persimmon.or.jp

美術館からのご案内

2018年度展覧会スケジュール

※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。

後援展覧会　会場 目黒区美術館 区民ギャラリー ───────────────────

特典s   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。
 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 1,500円
  （有効期間1年間）

申込s 直接現金を添えて目黒区美術館へ

ピリエの会（目黒区美術館友の会）
入会のご案内

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。

目黒区美術館 区民ギャラリー
利用のご案内

展覧会情報

フィンランド陶芸
─芸術家たちのユートピア 7/14（土）～9/6（木）

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）

目黒区書作家協会展 5/16（水）～5/20（日）
目黒区美術家協会展 6/20（水）～6/24（日）
目黒区美芸作家協会展 2019.3/26（火）～3/31（日）

ビルゲル・カイピアイネン
《飾皿（菫）》1964年
アラビア製陶所　個人蔵
（「フィンランド陶芸」展示）

青木野枝《Untitled》
1994年　目黒区美術館蔵
Photo:Tadasu Yamamoto
（「目黒区美術館コレクション展」展示）

パナソニックＥＳエンジニアリング（株）東京支店
（有）メグロウッドコーポレーション
ヤマハサウンドシステム（株）
ジーピーケータリング（株）
学校法人 トキワ松学園
（株）綜合舞台サービス

（順不同、２月28日現在）

賛助会QRコード


