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Winter 2022.1.5
※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。

畠山美由紀 熊谷育美

安波山から望む気仙沼市

東日本大震災
復興支援コンサート
2016年から継続して開催してきた東日本大震災復興支援コンサート。
3年ぶりに目黒区友好都市・宮城県気仙沼市と目黒区の音楽家たちが集い、東日本大震災から
10年という時を経た今、力強く進む気仙沼市の魅力を盛り込んだプログラムでお届けします。

2/27

（日）

開場13：15／開演14：00

会場▶

大ホール

出演▶ 第 1 部
・
内容
		

		

第2部

発売中

気仙沼市民吹奏楽団と目黒吹奏楽団によるジョイントコンサート

～気仙沼市民のソウルソング「海潮音（みしおね）
」吹奏楽バージョン～

畠山美由紀、熊谷育美（シンガー・ソング・ライター）

目黒区立中目黒小学校合唱団

司会：佐藤千晶

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します）
※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
取扱

関連イベント

託児
サービス

主催▶目黒区、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団
助成▶一般財団法人地域創造
後援▶一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会

宮城県気仙沼市
物産展＆震災復興写真展

宮城県気仙沼市の特産品の販売と共に、
気仙沼市の被災当時と復興の様子を記録した写真展を開催！

2/27（日）10：00〜17：00
会場▶小ホール

料金▶ 無料

※混雑時には入場を制限する場合がございます。

佐藤千晶
無料

気仙沼漁師カレンダー展

気仙沼の女将たちが街の宝を
発信したいという思いから誕生した
『気仙沼漁師カレンダー』
。
2022年版は写真家・市橋織江が
カメラを構え、漁師の生き様と
気仙沼の風景を捉えました。

ホールチケットセンター窓口にてカレンダー販売予定 !

気仙沼市観光キャラクター

「海の子 ホヤぼーや」

1/15（土）〜3/15（火）8：30〜22：00

会場▶ めぐろ区民キャンパス地下1階プラザ

料金▶ 観覧無料

東日本大震災復興支援コンサート

気仙沼市の魅力と活気を音楽で届ける !

気仙沼市のソウルソング
「海潮音」の吹奏楽バージョンを初披露 !

2

み

し

お

ね

022年で５回目の開催となる「東日本大震災

その混成楽団が見どころの一つとし

復興支援コンサート」。本公演では恒例と

て挑戦するのが、気仙沼市最大の夏祭

なっている気仙沼市民吹奏楽団と目黒吹奏楽団

り「気仙沼みなとまつり」のシンボル

のジョイントコンサートは、回数を重ねるごと

として、気仙沼市民に親しまれている

に親睦が深まり、息の合ったパワフルな演奏を

楽曲を取り上げ、吹奏楽アレンジでお

届けてくれています。

届けする特別企画です！

「打ち囃子大競演」の風景

2019年に行った第１弾では、お祭

約2,800人が２時間半、街を練り踊り、
大地を揺らす「はまらいんや踊り」を吹
奏楽アレンジで披露！

りの初日に開催されるイベント『はま
らいんや踊り』を取り上げ、宮城県気

演奏の様子はこちらから視聴できます→

仙沼高等学校ダンス部の華やかな踊りと共に披

囃子大競演」では、お祭りを盛大に飾る曲とし

露し、お祭りさながらの賑わいをお客様と共に

て広く知られ、本公演の第２部に出演する熊谷

作り上げました。

育美さんをはじめ様々なアーティストが取り上

そ

げるなど、地元に愛され続ける楽曲の一つです。

して、第２弾となる今回は、お祭りの最終
日に開催される「打ち囃子大競演」の競

今回、気仙沼市の雄大な海とお祭りの活気を

演曲『海潮音』です。市内の和太鼓団体約800名

伝える曲として新たに編曲し、吹奏楽サウンド

が気仙沼湾沿岸に揃って一斉に演奏する「打ち

の「海潮音」を会場に響かせます！

み し お ね

気仙沼市で念願の
ジョイントコンサートが開催されます !

気仙沼市での
関連イベント

気仙沼市東日本大震災10年復興記念事業

気仙沼市民吹奏楽団 第33回定期演奏会

これまで、気仙沼市民吹奏楽団の方々に目

が主催する本公演では、気仙沼市と目黒

黒までお越しいただく形で開催してきた

区のつながりに感謝の気持ちを込めて「あ

ジョイントコンサートですが、「いつか目黒

りがとうコンサート」と題し、

の皆さんをお招きして、気仙沼で一緒に演

目黒吹奏楽団のメン

奏したいと思っています」と楽団の方々か

バー15名と気仙沼

らお声をいただいていました。その思いが

市民吹奏楽団が気

ついに、2022年3月13日（日）気仙沼市民

仙沼の地で共演

会館にて実現します。気仙沼市民吹奏楽団

を果たします。

気仙沼市民吹奏楽団・目黒吹奏楽団
「～絆・希望・未来～ ありがとうコンサート」
開催日▶ 3/13（日）

混成楽団

会場▶ 気仙沼市民会館

大ホール

料金▶ 入場無料
主催▶ 気仙沼市民吹奏楽団

気仙沼市の風景

「木村伊兵衛と画家たちの見たパリ 色とりどり」展
ミュージアムコンサート パリの風薫る マヌーシュ・ジャズの午後
会場▶目黒区美術館

2/23（水・祝）

開場14：45／開演15：00

ワークショップ室

出演▶河野文彦［ギター］
、松下幹雄［ギター］、阿部恭平［ベース］、川又瑞代［ヴァイオリン］

曲目▶ ジャンゴ・ラインハルト／S.グラッペリ：Minor

Swing

J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲

		

～マヌーシュ・ジャズVersion～

ほか

料金▶【全席自由】2,000円 ※チケットの提示で当日に限り展覧会の観覧可

チケット発売日▶ ホール：1/8（土）
		
美術館：1/18（火）※ 2/3（木）～2/18（金）は販売休止
目黒区美術館受付

チケット
取扱

（10：00～17：45 月曜日休館）
河野文彦

問合せ▶ めぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

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.

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

松下幹雄

阿部恭平

託児サービス

川又瑞代

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

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

新春 ! デキシーランド・
ジャズ・ジャンボリー Vol.14
会場▶ 大ホール

1/8（土）

開場14：15／開演15：00

発売中

ほか

日本ポピュラー
音楽協会

チケット
取扱

問合せ▶ 一般社団法人日本ポピュラー音楽協会（JPMA）
03-3585-3903（平日12：00～18：00） http://www.jpma-jazz.or.jp

新春落語  ～桂文珍・春風亭小朝
二人会 特別ゲスト 神田松鯉（人間国宝）
会場▶ 大ホール

咳エチケット

北野財団混声合唱団
第 4回

チャリティコンサート

ソーシャルディスタンス

3/13（日）

開場14：00／開演14：30

出演▶荒牧小百合、竹内雅挙［指揮］
、矢野里奈、廣瀬充［ピアノ］

公募による合唱団

1/13（木）

ほか

曲目▶ 木下牧子：木を植える

加藤昌訓：
（委嘱新作初演） ほか
「木を見ている、海を見ている」

料金▶【全席自由】1,000円

チケット発売日▶2/14（月）
チケット
取扱

（公財）北野生涯教育振興会

問合せ▶（公財）北野生涯教育振興会 TEL：03-3711-1111

開場12：45／開演13：30

第19 回

発売中

出演▶桂文珍・春風亭小朝／ 特別ゲスト 神田松鯉 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

チケット
取扱

手洗い消毒

会場▶ 小ホール

出演▶ゲスト：北村英治［クラリネット］、有馬靖彦とデキシージャイブ

デキシーキャッスル、中川喜弘とデキシーサミット
外山喜雄とデキシーセインツ、薗田憲一とデキシーキングス
料金▶【全席指定】S 席5,500円／A 席5,000円 ※当日券500円増

体温管理

協賛▶自由が丘 蜂の家

大人の演劇 2/20（日）
開場14：30／開演15：00
ワークショップ発表会
物語を立ち上げる

めぐろクラシックセレクション

目黒区クラシック音楽家協会
コンサート

3/13（日）

開場14：30／開演15：00

会場▶ 大ホール

出演▶アマービレクインテット、山本富美［ソプラノ］ ほか
曲目▶ シューベ ルト：ピアノ五重奏曲
カタロニア民謡：鳥の歌 ほか

イ長調《ます》

昨年のワークショップで五輪をテーマに創り上げた物語たちを演劇作品として発表します!

料金▶【全席自由】一般 2,000円 ／学生1,000円（小・中・高・大学生）

出演▶ 公募による大人の演劇ワークショップ参加者

チケット発売日▶2/14（月）

会場▶ 小ホール

		

演出・講師▶ままごと

料金▶【全席自由】無料（要事前予約） 申込開始日▶1/20（木）
チケット
取扱

チケット
取扱

Teket

公開リハーサル
本公演─

室内楽を通じて
音楽家と対話する

目黒区クラシック音楽家協会

問合せ▶目黒区クラシック音楽家協会（端山）090-2751-3403

ミュージックダイアログ ディスカバリーシリーズ２０２１～２０２２
字幕実況解説付

※車椅子席は目黒区クラシック音楽家協会のみ取扱い

会場▶ 中目黒GTプラザホール

※都合により、一 部出演者と公開リハーサルの日時が変更となりました。

3/1（火）

発売中

出演▶ 酒井有彩［ピアノ］
、小栗まち絵［ヴァイオリン］、大山平一郎［ヴィオラ］、辻本玲［チェロ］

曲目▶ ブラームス：ピアノ四重奏曲

第3番 ハ短調 op.60

発売中

出演▶ 酒井有彩［ピアノ］
、小栗まち絵［ヴァイオリン］、大山平一郎［ヴィオラ］、辻本玲［チェロ］

曲目▶ クララ・シューマン：ピアノ三重奏曲

Music Dialogue
（Webのみ）

チケット
取扱

料金▶【全席指定】一般2,000円／学生500円

会場▶ 小ホール

開場18：40／開演19：00

op.17、ブラームス：ピアノ四重奏曲 第3番 ハ短調 op.60
料金▶【全席指定】一般 4,000円／学生 2,000円

3/4（金）

開場18：30／開演19：00
チケット
取扱

〈 共 通 〉 問合せ▶Music Dialogue：info@music-dialogue.org
〈PR〉

〈PR〉

三浦謙司 ピアノ
2/25

リサイタル

（金）開場18：30／開演19：00

会場▶ 小ホール

発売中

曲目▶ J.S.バッハ：協奏曲

ニ短調 BWV 974
第50番 ニ長調 Hob.XVI:37 op.30-3
ベートーヴェン：エリーゼのために
J.S.バッハ：幻想曲とフーガ イ短調 BWV 904
メンデルスゾーン：厳格な変奏曲 op.54 U 156
J.S.バッハ：イタリア協奏曲 BWV 971
リスト：イゾルデの愛の死（ワーグナー） S.447 R.280
ストラヴィンスキー／三浦 謙司 編：
「プルチネッラ」より セレナータ
ストラヴィンスキー：ペトルーシュカからの3楽章
ハイドン：ソナタ

料金▶【全席指定】一般 3,300円／学生 2,000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
※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
取扱
©JeremyKnowles
©Mascha Mosconi

2019年、アルゲリッチが審査員長を務めたロン・ティ
Kenji Miura［Piano］ ボー・クレスパン国際コンクールで優勝及び３つの特別

賞を獲得、新たな才能としてその名を世界に知られることになる。
第９回浜松国際ピアノコンクールで奨励賞及びにAAF賞を受賞。
ロンドン ウィグモアホール、
ベルリン コンツェルトハウス、パリ ラジオ・フランス大ホール、
東京文化会館、浜離宮朝日ホールなど世界中の数々の会場に招かれる。これまでにフラ
ンス国立管弦楽団など数々のオーケストラと共演。
1993年、神戸で生まれ、４歳から自分の意思でピアノを始める。13歳で単身渡英しロン
ドン パーセル・スクールに入学。2011年、ロンドン王立音楽アカデミー、ベルリン芸術大
学、カーティス音楽院を受験し、すべて合格。ベルリン芸術大学に入学し、クラウス・ヘル
ヴィヒ氏に師事、研鑽を積む。2012年夏、ベルリン芸術大学を中退、音楽の世界から
一度離れることを決心。日本で様々な仕事をしながらボランティア活動にも参加。2014
年 4月、ベルリン ハンス・アイスラー音楽大学に入学、エルダー・ネボルシン氏に師事。

MESSAGE

─ バッハから連綿と続く、
作曲家たちのドラマと愛に溢れたプログラム

今

回のリサイタルプログラムはクラシック音楽の原点と言っても過
言ではないヨハン・セバスチャン・バッハの音楽、そして彼の音楽

が時代を超えて未来の作曲家にどれほどの影響を与えたかを探る旅です。
バッハとは宗教的で堅苦しい音楽だという偏見が存在していますが実は
とてもドラマチックで愛に溢れていると僕は思っています。そんな彼の
音楽に感銘を受けた作曲家よりドラマと愛に溢れた作品を集めました。
バッハの音楽に感じられる希望の光が皆様にも届いてほしい、そういう
願いを込めました。会場でお会いできるのを楽しみにしております。

三浦謙司

〈PR〉

〈PR〉

《フレッシュ名曲コンサート》

戸澤采紀〈ヴァイオリン〉キャンペーン・コンサート
会場▶ 小ホール

発売中

1/8（土）

出演▶戸 澤采紀［ヴァイオリン］、𠮷武優［ピアノ］

無料アーカイブ配信 !

配信期間

曲目▶ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 op.100

ブラームス／ヨアヒム 編：ハンガリー舞曲 より 第1番 ト短調、第14番 ニ短調、第18番 ニ長調
フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
チケット
取扱

料金▶
【全席指定】1,000円

「戸澤采紀 キャンペーン・コンサート」

開場13：30／開演14：00

《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

視聴方法

1/9（日）～3/19（土）まで

Youtubeホール公式チャンネルに
後日アップされますので、そちらから
ご視聴ください 公式チャンネル→

鈴木優人

戸澤采紀

©Marco Borggreve

©SmileStyleStudio

〈指 揮〉

〈ヴァイオリン〉

若き演奏家をソリストに迎える「フレッシュ名曲コンサート」。今回は、ソロで
の活動や室内楽に意欲的に取り組み、それぞれの表現の場で生き生きとした
輝きを放つ戸澤采紀が、名曲として名高いヴァイオリン協奏曲に挑みます。
指揮は、確かな実力と共に柔軟で多彩な活躍が注目される鈴木優人。オーケ
ストラは当ホールでもおなじみの東京交響楽団です。ベートーヴェンの “傑作
の森”から生まれた二つの作品が、心弾む春をいざないます。

3/5

東京交響楽団
©N.Ikegami

開場14：15／開演15：00

（土）※14：30～オーケストラメンバーによる

会場▶ 大ホール

ウェルカム・コンサートを開催します

発売中

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
取扱

託児
サービス

無料

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）
企画協力▶東京オーケストラ事業協同組合

本公演はライブ配信でお届け !
料金▶1,000円 ※見逃し配信あり

チケット発売日▶ 1/20（木）

チケット
取扱

指揮者・鈴木優人さんより
メッセージを頂きました !

メッセージはこちら→

〈PR〉

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：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/

Banksia Trio

会場▶ 小ホール

出演▶Banksia

3/21（月・祝）

須川崇志、林 正樹、石若 駿

Trio（バンクシア・トリオ）

開場15：30／開演16：00

須川崇志

須川崇志［ベース］、林 正樹［ピアノ］、石若 駿［ドラム］

料金▶【全席指定】3,500円

		※車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口のみ取扱い

石若 駿

チケット発売日▶ 1/15（土）

林 正樹

チケット
取扱

昨 うど１年越しに戻ってくることができてとても嬉しいです。この
年のパーシモンホール公演も3月21日でしたので、奇遇にもちょ

１年はコロナ対策に翻弄されつつも、レコーディングスタジオからの
生配信や、テレビドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」の楽曲録音の
サポート、東京ジャズへの出演などバンドとして新たな進化を遂げる
ことができました。バンクシアの花言葉は「心地よい孤独」、さらに成
長したバンクシアトリオのライブをどうぞお楽しみに！
須川崇志

親子のためのふれあい 3/19（土）
開場10：30／開演11：00
開場14：00／開演14：30
コンサート 2022
1回目
2回目

会場▶ 小ホール

曲目▶天国と地獄、アンパンマンのマーチ、オーソレミーオ、乾杯の歌 ほか
料金▶【全席自由】2,500円 ※当日券500円増

チケット発売日▶１月中旬
※目黒区在住・在学・在勤の方は50組100名ご招待。詳細はhttp://www.uniphil.gr.jp/
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
info@uniphil.gr.jp

問合せ▶ 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 事務局 03-3766-0876

3/24（木）〜4/5（火）

第27回 定期演奏会スプリングコンサート
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：歌劇「キャンディード」序曲

入場方法に関する詳細は後日発表いたします。
問合せ▶ 目黒区東山オーケストラ（森田） 03-3715-1166

気になる三人かい …
柳家喬太郎・春風亭一之輔

柳亭小痴楽

料金▶ 入場無料［公開審査］

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更となる場合があり
ます。その際は全国舞踊コンクールホームページにて発表いたします。

会場▶ 大ホール

チケット
取扱

開場12：45／開演13：30

いざという時 のために！
会場▶ 大ホール

出演▶警視庁音楽隊

警視庁音楽隊カラーガード（MEC）

料金▶【全席指定】入場無料

（要事前申込・定員600名）

警視庁音楽隊、警視庁音楽隊カラーガード
（MEC）

申込開始日▶3/2（水）※申し込みは1人4 枚まで ※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。
協力▶碑文谷警察署、東急電鉄（株）

夢空間

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

4/24（日）

避難訓練コンサート

後援▶目黒区

撮影全て：橘 蓮二

※発売初日はホールチケットセンター窓口販売はございません。

めぐろパーシモンホール

柳亭小痴楽

センター電話・窓口のみ取扱い

問合せ▶ 東京新聞事業局文化事業部
		 03-6910-2345（平日10：00～18：00）
		 https://static.tokyo-np.co.jp/tokyo-np/pages/event/buyocon/

チケット
取扱

柳家喬太郎

チケット発売日▶1/25（火）

（月）まで出場者募集
1/31

※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。

春風亭一之輔

4/20（水）

開場17：30／開演18：30

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

会場▶ 大ホール

第11回

開場14：30／開演15：00

シベリウス：交響詩「フィンランディア」 ほか

※3歳未満は膝上鑑賞可。座席が必要な場合はチケットをお求めください。

全国舞踊コンクール

目黒区東山オーケストラ

出演▶ 永末紀恵［指揮］、目黒区東山オーケストラ

ゲスト：江口二美［ソプラノ］
、青柳素晴［テノール］

第 79 回

4/10（日）

会場▶ 大ホール

出演▶東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団、

チケット
取扱

めぐろパーシモンホール開館20周年記念

令和３年度 開催報告

小ホール初の
避難訓練コンサートを開催しました

日時▶2021.11/18（木）会場▶小ホール

「避難訓練コンサート」は東日本大震災を機に、災害が発生した際の
安全確保の方法を考え、2012年から毎年大ホールで開催してきました。
感染症拡大の影響を鑑み2020年は開催を見送り、その後も油断できな
い状況が続いていましたが、訓練を続けることが重要と考え2021年は規
模を縮小し初めて小ホールで開催しました。定員は100名と少なめでし
たが、その分スタッフも少なく、また小ホールは地下にあるため全員が
階段を使って避難する必要があるなど、
小ホール特有の課題を訓練によって確
認することができました。
参加者によるアンケートの結果も参考
に、今回の経験を今後のホール運営に
活かしていきます。ご参加いただいた
みなさま、ありがとうございました。

2022 年、めぐろパーシモンホールは 開館20周年 を迎えます !

2002年の開館から20年、これまでの活動を温かく見守ってくださった皆様に感謝の気持ちを込めて、素敵な１年をお届けいたします。お楽しみに !

木村伊兵衛と
画家たちの見たパリ
色とりどり

東京に生まれ、報道写真やポートレートの名手と
して日本 の 写 真 界を牽 引し 続けた 木 村 伊 兵 衛
（19 01ｰ74年）は、1954年と翌55年に、日本人
写 真 家として 戦 後 初め
てヨーロッパを取材しま
した。本展は、木村作品
のなかでもとりわけ異色
なカラーのスナップ写真
131点を中心に、1910
年から50年代にかけてパリ留学を経験した当館所蔵の画家たちの作
品をあわせて展示します。異国の地を旅するように、写真と絵画、異な
る技法によって表された色とりどりのパリの情景をお楽しみください。

2/19

～3/27

（土）

（日）

開館時間▶10：00～18：00（入館は17：30まで）

休館日▶月曜日 ※ただし、3/21（月・祝）は開館し、3/22（火）は休館

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いただ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▶株式会社クレヴィス
後援▶公益財団法人北野生涯教育振興会、公益社団法人日本写真家協会、公益社団法人日本写真協会
木村伊兵衛作品 監修▶田沼武能（写真家）

4

1

5
2

3

6

１ 木村伊兵衛 パリ（1954ｰ55年）
２ 木村伊兵衛 パリ（1954年）
３ 木村伊兵衛 ミラボー橋、パリ（1955年）
４ 木村伊兵衛 ロンシャン競馬場、パリ（1954年）
５ 木村伊兵衛 夕暮れのコンコルド広場、パリ（1954年）
６ 荻須高徳《サンマルタン通り》1960年 目黒区美術館蔵
１～５ ©Naoko Kimura
６ ©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021 E4477

※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

めぐろの子どもたち展

目黒区立の幼稚園・こども園、小学校、中学校で学ぶ子どもたちが、授業中に制作した図画
工作・美術・書写などの作品を展示します。あわせて「米国ジョージア州チェロキー郡児童・
生徒絵画作品展」及び「中国北京市東城区児童・生徒書画展」を同時開催します。

１/１8

～２/2

（水）10：00～18：00（入館は17：30まで）

（火）

休館日▶ 月曜日

料金▶ 無料

目黒区美芸作家協会展

３/２3

料金▶ 無料

	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 一般会員 2,000円 ／ 学生会員
（有効期間1年間）

会場▶ 本館・区民ギャラリー

後 援 展 覧会 ────────────────────────────────────

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 区民ギャラリー 利用のご案内

～３/２7

（日）10：00～18：00（初日・最終日は変更有）

（水）

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。

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。

会場▶ 区民ギャラリー

※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。
※新型コロナウィ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

三井住友銀行

大横学線駅
立谷
東
至
都渋
急
東
至 自由が丘

〈PR〉

立谷大学駅
至都渋

至 渋谷

（有）
メグロウッドコーポレーション

京浜防災（株） （株）アペックス

学校法人 トキワ松学園

（株）綜合舞台オペレーションズ

秋山錠剤（株） （株）シーズン花達

ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会

（株）LIFE BUILDING

ゼネラルボンド（株） ヤマハサウンドシステム（株） （順不同、2021年 12月10日現在）

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GT

寿

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

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
比
至恵

「中目黒駅」
至 渋谷 すぐ

中目黒駅
バス停

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 自由が丘

中目黒駅
バス停

り
駒沢通

KYBステージエンジニアリング（株）

目黒日本大学高等学校

（株）カラサワ

至 目黒

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

※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

〈PR〉

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）白川電機製作所

ワッティー（株）

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

（株）オーシャン

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

ぴえー留

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

大宮糧食工業（株）
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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。
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