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※新型コロナウイルス感染症予防のため、今後催しが変更となる可能性がございます。最新情報は各施設のホームページをご確認ください。

東京バレエ団

「サマー・バレエ・コンサート」
8/6（金）開場18：15／開演19：00

発売中

会場▶ 大ホール

演目・出演▶
『パキータ』 出演：中川美雪、宮川新大 ほか

『Choreographic Project 2021』ほか

大ホール公演

東京バレエ団

子どものためのバレエ

「ねむれる森の美女」
8/7（土） 開場14：15／開演15：00
8/8（日） 1回目 開場10：45／開演11：30

ねむれる森の美女

発売中

2回目 開場14：15 ／開演15：00

©Kiyonori Hasegawa

会場▶ 大ホール

出演▶8/7、8/8 2回目 オーロラ姫：金子仁美、デジレ王子：池本祥真 ほか
8/8 1回目

〈 大ホール 公 演・共 通 〉
料金▶【全席指定】

一般

中学生以下

オーロラ姫：足立真里亜、デジレ王子：大塚卓 ほか

S 席 6,000円／A 席 5,000円
S 席 3,000円／A 席 2,500円

チケット
取扱

楽天チケット

NBS
チケットセンター

8/2
8/8

（月）

第9回

（日）

子どもから大人まで夏はめぐろでバレエざんまい！
はじめてのバレエ

パキータ

8/6（金）1回目 10：30〜11：10

©Kiyonori Hasegawa

会場▶ 小ホール

2回目 11：30〜12：10

料金▶ 8
 00円／名 対象▶３歳〜６歳のバレエ未経験者

チャコットプレゼンツ

ミニトゥシューズにデコレーションしよう!

©Shoko Matsuhashi

各種イベント

Choreographic Project 2021

8/6（金）1回目 10：00〜11：00
会場▶ 小ホールロビー

2回目 11：30〜12：30

料金▶ 2
 ,200円／名 対象▶ 小学生

親子でバレエ・ストレッチ

8/8（日） 1回目 9：30〜10：15

2回目 10：30〜11：15

会場▶ 小ホール

料金▶ 8
 00円／1組

対象▶ ❶４歳〜６歳と保護者の方（２名１組）
❷ 小学校１年生〜４年生と保護者の方（２名１組）

ミニトゥシューズにデコレーション

その他のイベント情報は本紙中面にも掲載！
各種イベントの申込み先はそちらをご覧ください。

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。

〈めぐろバレエ祭り〉公式サイト https://meguro-balletfes.com/
問合せ▶NBSチケットセンター 03-3791-8888（平日10：00～16：00、土日祝休み）

検索 めぐろバレエ祭り

自 由 な 精 神で 正 統 を 行 く 。

未来の音 vol.33

吉見友貴

〈ピアノ〉

7/17

（土）開場14：30／開演15：00

会場▶ 小ホール

公演チケット完売御礼

曲目▶ ハイドン：ピアノ・ソナタ

ハ長調 Hob.XVI：50
第７番 変ホ長調 D.568
アルベニス：イベリア 第1巻
フォーレ：ヴァルス・カプリス 第1番 Op.30
ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
変ホ長調 Op.22
シューベルト：ピアノ・ソナタ

視聴券▶1,000 円

アーカイブ配信期間▶公演終了後 ～7/31（土）23：59

視聴券取扱▶チケットぴあ（オンラインのみ）
※詳細はホールホームページをご覧ください。
M E S S AG E

め 前に大ホールにてラヴェルの協奏曲を演奏しましたが、あの時の開
ぐろパーシモンホールは私にとって大変思い出深いホールで、２年

放的な空間は今でも鮮明に覚えています。この度は、再びめぐろパーシモ
ンホールで演奏出来ることを、とても楽しみにしております。
今回のプログラムは、前半はウィーンを代表する作曲家ハイドンとシューベ
ルトのソナタ、そして後半は「ダンス」をテーマに、香り高いスペインの
風が吹くアルベニスの「イベリア第１巻」、優雅さと美しい微光が感じら
れるフォーレの「ヴァルス・カプリス」、そして最後にポーランドの気高い
作曲家ショパンの「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ」
で構成しました。様々な国の多彩な作品らをこのホールで弾けること、そ
して皆様に共有できることを心待ちにしております。
日私は、世界三大コンクールの一つであるエリザベート王妃国際コ
ンクール（ベルギー）に参加しました。結果として、ファイナルまで
あと一歩の、セミファイナリスト12人の１人に選ばれました。しかし結果
以上に期間中多くの発見をすることができました。ピアノや音楽との向き
合い方、そして更には私が音楽をする意味を自問自答しましたが、ステー
ジでのパフォーマンスは、コンクールでありながら大変幸せなことで、同
時に大きな自信を得ることが出来ました。
今回は、ベルギーから帰国後初めてのリサイタルになります。彩り豊かで
鮮やかな世界を皆さまにお届けしたいと思います。
吉見友貴

Yuki Yoshimi［Piano］

2000年生まれ。高校 2年在学中、第86回日本音
楽コンクールで最年少優勝を果たす。
その他、
多数のコンクールで入賞。
浜離宮朝日ホー
ルやトッパンホールでのリサイタルの他、2019年
にはCHANEL Pygmalion Days Artistとしてリ
サイタルを行うほか、室内楽にも積極的に取り組
み、国内外の様々な演奏家と共演している。
これまでに東響、東京シティ・フィル、東京フィル、
新日本フィル、神奈川フィル等と共演。2020年12
月には、日本フィルの定期演奏会にてミシェル・
ダルベルト氏の代役を務め、好評を博した。
現在、ニューイングランド音楽院に奨学生として、
そして桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース
に全額免除特待生として在学中。

先

©Shigeto Imura

未来の音 vol.34

北川千紗

〈ヴァイオリン〉

11/20

（土）

Chisa Kitagawa［Violin］

開場14：30／開演15：00
会場▶ 小ホール
出演▶三又瑛子［ピアノ］

曲目▶ レスピーギ：ヴァイオリン・ソナタ
料金▶【全席指定】2,800 円

ロ短調 P.110

※車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱い

チケット発売日▶7/10（土）
チケット
取扱

ほか

2020年第89回日本音楽コンクール第１位、岩谷
賞（聴衆賞）等を受賞。2019年第16回チャイコフ
スキー国際コンクールセミファイナリスト。2011
年より2016年までに８つの国際コンクールで優
勝している。
これまでにサヴァリア交響楽団、シベリア州国立
交響楽団、シンガポール交響楽団、リスト音楽院
管弦楽団、東京フィル、東京シティ・フィル、東
響などと共演。国内外の国際音楽祭に毎年出演。
CHANEL Pygmalion Days 2019アーティスト。
東京藝術大学附属音楽高等学校を経て同大学を
卒業。宗次德二特待奨学生として桐朋学園大学
大学院修士課程を修了し、同大学院にて引き続
き研鑽を積む。使用楽器は一般財団法人ITOHよ
りGuadagnini1779を貸与されている。

©Kei Uesugi

目黒区の鳥、シジュウカラです。

新型コロナウイルス感染予防のため、
ご来館のお客様にご協力のお願いです。
マスク等の着用

柳の家の三人会

会場▶ 大ホール

発売中

柳亭市馬
柳家花緑
柳家喬太郎

柳家花緑

体温管理

7/7（水）

咳エチケット

ソーシャルディスタンス

7/22（木・祝）
〜8/1（日）

ブロードウェイ ミュージカル

開場17：30／開演18：30

柳亭市馬

手洗い消毒

全13 公演

柳家喬太郎

出演▶

愛され続けて40年 ! ここでしか見られない夢のステージをあなたに !

ほか

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・窓口のみ取扱い

４度目のピーターパンを演じ
させて頂くことが出来て、と
ても幸せです。
公演40周年という節目の年
に、演出や音楽、何もかも
が新しくなります。
パワーアップした姿、そして
皆さまにとって “素敵な夏の
思い出” になるように頑張り
ますので、是非劇場に足を
お運びください。
吉柳咲良

撮影全て：山田雅子

チケット
取扱

夢空間

問合せ▶夢空間 0570-06-6600（平日11：00～18：00） http://yume-kukan.net

情熱の踊り

参加者募集 !

『フラメンコ』に親しむ

9/4（土）

開場13：00／開演13：30

心揺さぶられる魂の歌、激しいリズムを刻むギター、情熱のステップを踏む
踊りを、フラメンコ界第一人者の解説と共にお楽しみください。

会場▶ 大ホール

発売中

出演▶吉柳咲良（ピーターパン）、小西遼生（フック船長・ダーリング氏）、美山加恋（ウェンディ）

瀬戸カトリーヌ（ダーリング夫人）、宮澤佐江（タイガー・リリー） ほか

料金▶【全席指定】S 席 おとな 9,000円、こども5,500円
A席 おとな 5,000円、こども3,000円

※こども 3歳～12歳 ※3歳未満膝上鑑賞可。お子様の頭が保護者様の肩の高さを超える場合はチケッ
トをお求めください。 ※ご来場のお子さま（12歳以下）全員に40周年記念のお楽しみグッズをプレゼント！

吉柳咲良

会場▶ 小ホール

小松原庸子

スペイン舞踊団

15：00

申込方法

往復はがき（一人一葉 ）に、住所・氏名・電話番号を明記の上、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「フラメンコ」係

問合せ▶（公財）北野生涯教育振興会 03-3711-1111

宮澤佐江

12：00

休演日

参加費▶ 1,000 円

申込締切▶7/30（金）必着（応募者多数の場合抽選）

瀬戸カトリーヌ

7/22（木祝）23（金祝）24（土）25（日）26（月）27（火）28（水）29（木）30（金）31
（土）8/1
（日）

11：00

対象▶小学生以上

美山加恋

公演日程

講師▶小松原庸子（小松原庸子スペイン舞踊団主宰）

定員▶ 78 名

小西遼生

16：00
17：00
チケット
取扱

ホリプロ

※♪印は終演後に40周年
スペシャルイベント開催 !

問合せ▶ホリプロチケットセンター 03-3490-4949（平日11：00～18：00／土日祝休み）

ダンス

7/23（金・祝）

開場12：30／開演13：00

演劇＆ダンス

受付開始▶7/9（金）

開場1３：30／開演14：00

会場▶ 小ホール

会場▶ 小ホール

出演▶公募による中学1年生から高校3年生までの

出演▶公募による小学 3 年生から 6 年生までの

ワークショップ参加者

講師▶近藤良平（コンドルズ主宰、振付家、ダンサー）

ワークショップ参加者

件名に希望する発表会名 、本文に 枚数
（2枚まで）
、氏名 、住所 、電話番号を記
載の上、以下の申込先にEメールで申込

申込方法

ワークショップ発表会

料金▶【全席自由】入場無料（要事前申込）

7/24（土）

〈 共 通〉

ワークショップ
発表会

子どものためのワークショップ2021

ダンス発表会

dance@persimmon.or.jp
演劇 &ダンス発表会

講師▶大池容子（劇作家、演出家、うさぎストライプ主宰、青年団演出部）

香取直登（理系ダンスカンパニー・ケミカル 3 主宰、振付家、

engeki@persimmon.or.jp
協賛▶（公財）北野生涯教育振興会

ダンサー、コンドルズメンバー）

講師

近 本ですかゲームですかボール投げですか。
ごろは、なにが楽しい？

世の中には、まだ経験したことがないやったことのな
いことっていっぱいあるよ。
おどること、はねること、表現することもまだまだたく
さんあるよ。しかも仲間となら色々さらに楽しい。
そんなワクワクの気持ちを、夏に、やっちゃいましよう！
「こんどうさんと一緒に」
やっちゃいましょう！ 待ってま
す！ 発 表 会 つきダンスワーク
ショップ！
仮タイトル「夏のなが〜い夢」
近藤良平

©HARU

今 プ発表会に携わらせていただくことになりま

年も子どものための演劇 &ダンスワークショッ

した。昨年はオンラインでの実施だったため、完成
した作品をご覧いただくことはできなかったのです
が、みんなで作り上げた作品は本当に素晴らしいも
のでした。先の見えない状況ではありますが、それ
ぞれの得意なことを活かしつつ、新しいことにも果
敢にチャレンジする子どもたち
の姿をぜひ見 届けていただけ
ればと思います。
“いま”を軽やかに乗りこなす彼
らの発想やアイディアは、私たち
大人にも勇気をくれるものだと
大池容子
思っています。

8/2（月）〜8/8（日）
各種イベント情報

第9回

0～3歳児のための
楽しいバレエ・ワークショップ
バレエ音楽のリズムにのって
身体を動かす楽しさを味わって！
日時▶

8/8（日）①11：30～12：15

会場▶ 小ホール

②15：30～16：15

大人バレエ・ストレッチ

バレエの要素を取り入れた、美と健康のためのストレッ
チのレッスンです。東京バレエ学校で人気の講師、森田
雅順が丁寧に指導、初心者でも気軽に参加できます！
日時▶

8/8（日）12：30～13：15

会場▶小ホール

対象▶18 歳以上

料金▶1,500円

2

年ぶりのワークショップ発表会、どんな子達と
出会えるのか楽しみです。子ども達から出てく
るキラキラした原石のようなアイデアは、いつも僕を
ハッとさせてくれます。その魅力をさらに輝かすことが
できるよう、振付できればと思います。
僕がダンスや演劇と本格的に関わり出したのは大学
生に入ってからでした。このワークショップに参加す
る子ども達は、それよりずっと早
く舞台に立つという経験するわ
けですよね。初めての舞台に立
つ子もいるかもしれない。そんな
子にとっても最高の夏の思い出
になるよう、子ども達と共に全力
香取直登 ©HARU
で楽しみたいと思います。

今年で９回目となる真夏のバレエのお祭りが、めぐろの街
に帰ってきた！心浮き立つバレエの舞台に、いろいろ体験
できちゃうワークショップなど、多彩にお届けします。子ど
もも大人もみんな楽しいバレエざんまいの熱い７日間。

ぬり絵であそぼう!

〈めぐろバレエ祭り〉定番のぬり絵のコーナー。
大人気のバレリーナのぬり絵にチャレンジして！
日時▶

8/7（土）11：30～15：00
8/8（日） 9：30～15：00

会場▶ 小ホールロビー

対象▶ 4 歳以上

対象▶ 0 歳～3 歳のお子さまと保護者の方

料金▶ 無料（事前予約優先）

（1組2名）

※つかまり立ちができるようになったお子さまが対象

料金▶ 800円／組

森田雅順

お 申し込 み方 法 は め
ぐろバレエ祭りホーム
ページをご覧ください。

©Kiyonori Hasegawa

【WEB】
〈めぐろバレエ祭り〉公式サイト https://meguro-balletfes.com/

各種イベント
【 電 話 】NBSチケットセンター 03-3791-8888
申込先
WEB申込は7/7（水）21：00〜、電話は7/9（金）10：00〜 受付開始

©Mizuho Hasegawa

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。
検索 めぐろバレエ祭り

問合せ▶ NBSチケットセンター 03-3791-8888（平日10：00～16：00、土日祝休）

掲載広告募集！
■ 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
■ 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・日経）

【 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、目黒区内駅陳列、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
■ 発行予定：秋号
（10月上旬発行）
、冬号（2022年1月上旬発行）、春号（2022年3月下旬発行）

（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
お問合せ
電話：03-5701-2924 FAX 03-5701-2968
ホームページ：https://www.persimmon.or.jp/

第28回

めぐろ童謡コンサート

10/24（日）

開場12：15／開演13：00

会場▶ 大ホール

目黒区民交響楽団［管弦楽］

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）※未就学児入場可

チケット発売日▶8/2（月）

曲目▶ ラロ：歌劇「イスの王様」序曲
ショパン：ピアノ協奏曲第1番
ベルリオーズ：幻想交響曲

チケット発売日▶10月初旬

問合せ▶童謡の里めぐろ保存会 事務局 03-5721-1949（米澤）

避難訓練コンサート

チケット
取扱

11/18（木）

開場13：00／開演13：30

※中止となった4/25の振替公演

会場▶ 小ホール
出演▶ 祭ばやし［金管五重奏］

目黒区民
交響楽団

三浦友理枝

問合せ▶目黒区民交響楽団 Tel/Fax：03-5701-5355（河村）
携帯：090-2442-3842（河村） MAIL：meguro.orchestra@gmail.com

東京マンドリン宮田楽団 12/18（土）
開場14：00／開演15：00
コンサート

※中止となった7/3の振替公演

原田照久・東野匡訓［トランペット］、伊藤舜［ホルン］
小篠和弥［トロンボーン］、山﨑勇太［チューバ ］

会場▶ 大ホール

出演▶ 東京マンドリン宮田楽団

料金▶【全席指定】入場無料（要事前申込・定員100名）

料金▶【全席指定】入場無料（要事前申込）

※3歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。 ※入場にはチケットが必要です。

申込方法▶はがき（1枚につき2名まで）による申込（抽選）

申込開始日▶ 10/4（月）
			
			

ホ短調 Op.11
Op.14

料金▶【全席自由】1,000円

童謡の里めぐろ保存会
090-4024-1806（新井・車椅子席も）

第10回

開場13：30／開演14：00

第94回 定期演奏会

出演▶ 平井秀明［指揮］、三浦友理枝［ピアノ］

地球クラブコスモス、スターダスト & Kling Klang
区内の中学校・高等学校（予定） ほか

めぐろパーシモンホール

12/12（日）

会場▶ 大ホール

出演▶ダ・カーポ、東京音楽大学、区立みどりがおかこども園

チケット
取扱

目黒区民交響楽団

		
		

※申込開始日はホールチケットセンター電話でのみ受付いたします。
※申し込みは1人2枚まで

※申込開始は9月中旬ごろを予定。
詳細は今後発行の区報・ホールホームページをご覧ください。

問合せ▶ 東京マンドリン宮田楽団（宮田） 090-1858-1284

キエフ・バレエ

─タラス･シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ─

（全2幕）
「くるみ割り人形」

12/25（土）

開演15：00

会場▶ 大ホール

料金▶【全席指定】SS 席18,000円／S 席16,000円／A 席13,000円
B席11,000円／C席9,000円／D席 7,000円
			 ※S席・A席・B席のみ目黒区民は1,000円引き（前売のみ）
			 ※車椅子席16,000円はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱い

チケット発売日▶9月上旬予定

（光藍社会員先行発売、他公演とのセット券あり。詳細は８月中旬頃に光藍社HPにて発表）

祭ばやし

チケット
取扱

後援▶目黒区

目黒吹奏楽団

アフタヌーンコンサート2021

11/23（火・祝）

開場13：20／開演14：00

※中止となった6/6の振替公演

会場▶ 大ホール

出演▶ 鳥谷部武夫［指揮］
、目黒吹奏楽団

※未就学児入場可

問合せ▶ 光藍社チケットセンター 050-3776-6184（平日12：00～16：00、土日祝休み）
公式サイト https://www.koransha.com/

問合せ▶目黒吹奏楽団（楽団事務局） 080-4149-7158

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）

https://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

光藍社
チケットセンター

割引

料金▶入場無料（入場方法に関する詳細は後日ホームページをご確認ください）

チケット取扱

セブン
チケット

チケット
取扱

曲目▶ ディズニーメドレー２、花は咲く ほか

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

鈴木優人

《フレッシュ名曲コンサート》

鈴木優人
×
戸澤采紀
×
東京交響楽団

戸澤采紀

©Marco Borggreve

©SmileStyleStudio

［指 揮］

［ヴァイオリン］

2022.

3/5

（土）開場14：15／開演15：00

会場▶ 大ホール

出演▶鈴木優人［指揮］、戸澤采紀［ヴァイオリン］

東京交響楽団［管弦楽］

曲目▶
〈オール・ベートーヴェン・プログラム〉

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61
交響曲第7番 イ長調 Op.92

料金▶【全席指定】S 席 4,000円／A 席3,300円／学生 1,000円

		※中学生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4,000円（学生1,000円）はホールチケットセンター電話・窓口
のみ取扱い

チケット発売日▶10月中旬発売予定
チケット
取扱

託児
サービス

無料

戸澤采紀
キャンペーン
コンサート
会場▶ 小ホール

チケット発売日▶10月中旬発売予定

企画協力▶東京オーケストラ事業協同組合

合唱団員募集 !

北野財団混声合唱団
第4回

チャリティコンサート

1/8（土）

開場13：30／開演14：00

出演▶𠮷武

料金▶【全席指定】1,000円

主催▶ 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）

2022.

優［ピアノ］
チケット
取扱

Saki Tozawa［Violin］

第85回日本音楽コンクール第１位、ティボー
ル・ヴァルガ国際ヴァイオリンコンクール第２
位（最高位）等数々のコンクールで入賞。現在、
玉井菜採、ジェラール・プーレの各氏に師事。
江副記念財団第4 8回奨学生。これまでに、
ローザンヌ室内管弦楽団、東京都交響楽団、
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団等
と共演。使用楽器は、文京楽器の協力によ
りBeare International Societyから貸与さ
れているMatteo Goffriller。東京藝術大学３
年に宗次德二特待奨学生として在学中。

Opening Information

2022.

3/13（日）

開場14：00／開演14：30

合唱団員募集
会場▶ 小ホール
練習日程▶ 結団式

10/6（水） 13：30～16：30
レッスン 原則水曜日 13：30～16：30（全21回）

練習会場▶ 鷹番住区センター／中目黒GTプラザホール
合唱指導▶荒牧小百合／竹内雅挙

めぐろ区民キャンパスに
福祉の店COHANA─コハナ─ が
オープンします !

福祉の店COHANA-コハナ-では、区内障害福祉サービス事業所で制作された
自主生産品の展示販売を行います。自主生産品の売り上げは、各障害福祉サー
ビス事業所で作業をしている障害のある方の工賃になります。
そのほかにも、喫茶（飲食スペース）の提供、ワークショップによる交流機会の
促進、障害のある方が作成した創作品の展示等の様々な取組を行います。
オープンは７月中を予定しています。ぜひ、お立ち寄りください。

定員▶ 46 名程度

こちら!

参加費▶ 11,000 円

申込締切▶ 7/30（金）必着（応募者多数の場合抽選）

申込方法

往復はがきに

住所・氏名・年齢・電話番号・パート（ソプラノ、アルト、テノール、バス）
をご記入の上、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

※写真はイメージです

場所▶目黒区 八雲1-1-10 めぐろ区 民キャンパス内1階
営業時間▶火～土11：00～15：30（日月祝 及び 年末年 始は定休日）
問合せ▶目黒区障害施策推進課 03-5722-9893

問合せ▶（公財）北野生涯教育振興会 03-3711-1111

第56回 目黒区文化祭 秋の部
会場

大ホール

公演名

公演日

音楽祭

10/9（土）

洋舞祭

10/17（日）

日本舞踊大会

10/31（日）

合唱祭

11/13（土）

入場無料・事前予約不要
会場

※時間等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。

公演名

公演日

演劇祭

11/6（土）

吟剣詩舞道大会

11/7（日）

目黒区民センターホール

民謡大会

10/17（日）

目黒区美術館区民ギャラリー

ユネスコ美術展

11/24（水）～28（日）

小ホール

日本のデザイン黎 明 期に、わが国の伝 統 的 なパッケージの収 集 と研 究 を 続 け、
「ＴＳＵＴＳＵＭＵ
（ 包 む ）」という 言 葉 とともに

大 き な 足 跡 を 残 したデザイナー、岡 秀 行。木・竹・藁・土・紙─ 自 然 素 材のパッケージに向 けた岡の眼 差 しから見 えてくる、

「 包 む 」ことに日 本 人が込めた想いや手わざの美 を、当 館 所 蔵の岡のコレクションによりご紹 介 しま す 。

包む ─ 日本の伝統パ ッケージ

1

2

3

4
1 《卵つと》山形県

5

6

※掲載写真は参考写真。岡秀行著『包』
（1972年、毎日新聞社）所収・酒井道一撮影。
※掲載写真と実際の展示品が異なる、または写真パネルでの紹介となる場合があります。

2 《釣瓶鮓》奈良県／釣瓶鮓弥助
3 《ささらあめ》宮城県／熊谷屋
4 《澤之鶴》兵庫県／沢の鶴株式会社
5 《おひねり》
6 《岡山獅子》岡山県／中尾正栄堂

7/13

～9/5

（火）

開館時間▶10：00～18：00（入館は17：30まで）

休館日▶月曜日 ※ただし、8/9（月・休）は開館し、8/10（火）は休館

（日）

料金▶ 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 ※障がいのある方とその付添者1名は無料
※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

主催▶ 公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団 目黒区美術館
企画協力▶吉田知哉（株式会社コンセント）、佐賀一郎（多摩美術大学）

※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

https://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

2021年度展覧会スケジュール

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。

区展（区民作品展）

9/15（水）～9/26（日）

目黒区美術館コレクション展

11/13（土）～12/19（日）

障がいのあるアーティストによる作品展

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。

11/30（火）～12/19（日）

日々のよろこび2021
めぐろの子どもたち展

2022.1/18（火）
～2/2（水）

会費 一般会員 2,000円 ／ 学生会員
（有効期間1年間）

木村伊兵衛

2022. 2/19（土）
～3/27（日）

申込 直接現金を添えて目黒区美術館へ

パリ残像（仮称）

後援展覧会

目黒区美芸作家協会展

2022.3/23（水）
～3/27（日）

木村伊兵衛《パリ、1954−55年》

1,500円

目黒区美術館 区民ギャラリー 利用のご案内
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。

© Naoko Kimura

※後援展覧会の会場は目黒区美術館区民ギャラリーです。
※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。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、展覧会スケジュールが変更になる場合がございます。

ホール・美術館の最新情報はこちら !
めぐろパーシモンホールHP

目黒区美術館HP

https://www.persimmon.or.jp

https://www.mmat.jp

めぐろパーシモンホール メルマガ会員募集中！

目黒区美術館メルマガ会員募集中！

お申込みはこちらのアドレスに「メルマガ希望」と件名に入力してメールを送信
するだけで完了です。
persimmon-j@persimmon.or.jp

@meguropersimmon

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。

至 駒沢通り

ぐろパーシモンホール
ホール
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

立谷大学駅
至都渋

至 渋谷

目黒日本大学高等学校

KYBステージエンジニアリング（株）

学校法人 トキワ松学園

ワッティー（株）

京浜防災（株） （株）シーズン花達

（有）
メグロウッドコーポレーション

ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会

秋山錠剤（株） ゼネラルボンド（株） ヤマハサウンドシステム（株）
大宮糧食工業（株） （株）綜合舞台オペレーションズ （順不同、2021年 5月31日現在）

（株）カラサワ

中目黒ＧＴプラザホール
中目黒駅

至 自由が丘

中目黒駅

中目黒GT

中目黒駅
バス停

中目黒GT

中目黒GT

中目黒GTプラザホール
中目黒GTプラザホール
中目黒GTプラザホール
〒152-0023 目黒区八雲 1-1-1
TEL 03（5701）2924

り
駒沢通

寿

比
至恵

比
至恵

り
駒沢通

り
駒沢通

至 大崎

至 大崎

寿

賛助会QRコード

目黒区美術館
至 初台

●東京メ
トロ日比谷線、東急東横線

「中目黒駅」
至 渋谷 すぐ

中目黒駅
●

至 自由が丘

中目黒駅
バス停

至 目黒

三井住友銀行

大横学線駅
立谷
東
至
都渋
急
東
至 自由が丘

パナソニックＬＳエンジニアリング
（株）東京支店
（一社）シニアウェルスライフ協会

東急バス
（渋41）渋谷駅～大井町駅
「中目黒駅」
中目黒駅 すぐ
バス停

※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
寿

比
至恵

田道小学校入口バス停
田道小学校入口バス停
田道小学校入口バス停
大鳥神社
大鳥神社
●JR山手線、東京メ
トロ南北線

大鳥神社
至 大崎

至 山手通り
大崎

都営三田線、東急目黒線
山手通り
「目黒駅」徒歩10 分

●東急バス

（渋41）
（渋72）
目黒区民
目黒区民
目黒区民
目黒区美術館 目黒区美術館
目黒区美術館
センター
センター
センター
「田道小学校入口」
徒歩 3 分
下目黒
小学校

目黒川
交番

下目黒
小学校

下目黒
（黒02）
（黒06）
（黒07）
小学校 （黒01）
プール
プール
プール
（東98）
テニス
川
目黒テニス
コー
ト 「権之助坂」
コート徒歩 5 分
交番

権之助坂バス停

権之助坂バス停

川
目黒テニス
コー
ト
交番

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
東急目黒線
東急目黒線
東京メトロ南北線 東京メトロ南北線 東京メトロ南北線
都営三田線
都営三田線
都営三田線

西口

至 大崎

至 山手通り
大崎

り
目黒通

三菱UFJ銀行

（株）オーシャン

山手通
り

学駅

（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
「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。

至 目黒

ぴえー留

山手通
り

三井住友銀行

大横線
立東
都急
東
自由が丘

三菱UFJ銀行

至
目黒
目黒通り

（株）白川電機製作所

山手通
り

三菱UFJ銀行

黒通り

めぐろ区民
キャンパス
バス停

（株）中目黒ジーティー

り
目黒通

めぐろ区民
キャンパス
バス停
めぐろ区民
キャンパス

山下寝具（株）
目黒吹奏楽団

り
目黒通

めぐろ区民
キャンパス
バス停
めぐろ区民
キャンパス

03 - 5701- 2913

入会申込・問合せ▶ めぐろパーシモンホール事業課

（株）石福

至 初台
至 初台
東急東横線
東急東横線
東急東横線
トロ日比谷線 至 渋谷
東京メトロ日比谷線東京メトロ日比谷線東京メ
至 渋谷
至 自由が丘

@megurokubijutsukan

（株）清光

セコム（株）

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（大ホール・小ホール）

@mmatinside

めぐろパーシモンホール
賛助会会員（法人）

（公財）目黒区芸術文化振興財団は、目黒区における芸術

至 駒沢通り

t-mmat@sg-m.jp

@meguropersimmonhall

めぐろパーシモンホール賛助会のご案内

至 駒沢通り

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。

目黒 駅

西口
JR山手線

目黒 駅

西口
JR山手線

目黒 駅

至 恵比寿

JR山手線

至 恵比寿

至 恵比寿

