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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。

 めぐろパーシモンホール開館20周年、
目黒区美術館開館35周年

感謝の気持ちを込めて豪華なラインアップでお届けします。

宇佐美圭司《プロフィールのこだま：積層》 1976年 
目黒区美術館（「1970年代以降の作品を中心に」）展示）
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託児
サービス 無料

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
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

※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）

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）

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

〜音楽のタネ、めぶくとき〜
めぐろパーシモンホール開館20周年記念イベント

9/3（土）　・4（日）めぐろパーシモンホール全館を使用して、様々なジャンルの音楽を楽しむ2日間!

ぱんだウインドオーケストラ

原田慶太楼［指揮］

　　×
ぱんだウインドオーケストラ

会場▶	大ホール 
出演▶		原田慶太楼［指揮］、上野耕平［コンサートマスター、サックス］
 ぱんだウインドオーケストラ

料金▶	【全席指定】一般3,500円／学生（高校生以下）1,000円
	 ※車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口にて取扱い　
	 ※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▶5/14（土）

“ぱんだ” がめぐろにやってくる？！
エネルギッシュに活躍するサックス奏者・上野耕平率いる新進気鋭の吹奏楽団 ぱんだ
ウインドオーケストラが、今を時めく指揮者・原田慶太楼を迎えて贈る吹奏楽の祭典!

チケット
取扱

9/4（日）
開場13：15／開演14：00

いろどり
ワンコインコンサート

 〈金管五重奏〉
開場15：00／開演15：15
出演▶		原田照久［トランペット］
 東野匡訓［トランペット］
 豊田実加［ホルン］
 廣田純一［トロンボーン］
 山﨑勇太［チューバ］

 〈声楽〉
開場16：15／開演16：30
出演▶		鵜木絵里［ソプラノ］
 小林大祐［バリトン］
 大野真由子［ピアノ］

 〈邦楽〉
開場13：45／開演14：00
出演▶		小山豊［津軽三味線］
 小湊昭尚［尺八］
 大多和正樹［和太鼓］

料金▶	【全席指定】500円（各公演）
チケット発売日▶7/16（土）

会場▶	小ホール 

いろんな音楽をちょっとずつお楽しみいただけるワンコインコンサート。
出演は、区内小中学校などでのアウトリーチプログラムで
演奏いただいているみなさんです。

チケット
取扱

9/3（土）全３公演

〈共通〉

0歳からのコンサート
ドレミパーカッション
会場▶	大ホール ホワイエ 
出演▶		M

マ イ コ ロ ジ ー
aicology 

 宮本まいこ［スティールパン］
	 宮野下シリュウ［マリンバ］
	 中丸達也［打楽器］
料金▶	入場無料（要事前申込）※未就学児入場可※1人4枚まで
定員▶	各回50名
申込開始日▶7/16（土）

9/3（土）
1回目 開場10：20／開演10：30
2回目 開場11：05／開演11：15

チケット
取扱

原田慶太楼
©Geoff	L	Johnson

上野耕平
©S.Ohsugi
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気になる三人かい…  柳家喬太郎
春風亭一之輔・柳亭小痴楽

目黒区の鳥、シジュウカラです。

めぐろパーシモンホール開館20周年記念
目黒区東山オーケストラ
第27回定期演奏会スプリングコンサート

めぐろパーシモンホール開館20周年記念

目黒吹奏楽団
第40回記念定期演奏会

字幕実況解説付き公開リハーサル

本公演
─室内楽を通じて音楽家と対話する

Music Dialogue ディスカバリー・シリーズ2022ｰ2023

4/10（日）
開場14：30／開演15：00

6/12（日）
開場13：20／開演14：00

6/27（月）
開場18：40／開演19：00

7/1（金）
開場18：30／開演19：00

6/18（土）
開場15：30／開演16：00（予定）

6/19（日）
開場14：30／開演15：00（予定）

会場▶	大ホール 申込受付中
出演▶	鳥谷部武夫［指揮］、目黒吹奏楽団
曲目▶	「新世界より」、ライオンキング、エレクトリカルパレード　ほか

料金▶	【全席指定】入場無料（要事前申込）
	 ※未就学児入場可
問合せ▶	目黒吹奏楽団（楽団事務局） 080-4149-7158

4/20（水）
開場17：30／開演18：30

4/24（日）
開場12：45／開演13：30

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

会場▶	大ホール 
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 夢空間

チケット
取扱

チケット
取扱

第11回 めぐろパーシモンホール 
避難訓練コンサート
いざという時のために！

後援▶目黒区　協力▶碑文谷警察署、東急電鉄（株）

会場▶	大ホール 申込受付中
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：	歌劇「キャンディード」序曲
 シベリウス：	交響詩「フィンランディア」　ほか
料金▶	【全席自由】入場無料（要事前申込・先着制）※未就学児入場可
申込方法▶申し込みフォーム：https://onl.la/w71Ed6X 
問合せ▶	目黒区東山オーケストラ  higashiyama.orchestra.info@gmail.com

東京新聞
事業局文化事業部

チケット
取扱

Music	Dialogue
（Webのみ）

チケット
取扱

会場▶	大ホール 
出演▶	第79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2,600円／当日2,900円

会場▶	大ホール 
出演▶	児童舞踊団体　料金▶【全席自由】2,000円

問合せ▶	東京新聞事業局文化事業部 03-6910-2345（平日10：00～18：00）

第79回全国舞踊コンクール
アンコール公演

第69回児童舞踊合同公演

チケット発売日▶5/16（月）

チケット発売日▶４月中旬予定
問合せ▶	Music	Dialogue：info@music-dialogue.org

〈共通〉

〈共通〉

完売
御礼

東京インターアーツ目黒

和
に こ ぐ さ

草コンサート
会場▶	中目黒GTプラザホール 発売中
出演▶	牧原くみ子［箏］、寺井奈美［箏］、富緒清律［箏・三絃］
 大江美恵［箏・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▶	吉崎克彦：	氷華二題「彩氷」「氷河」
 ショパン：	前奏曲 作品28の15「雨だれ」　ほか
料金▶	【全席自由】	一般3,000円／学生（小・中・高校生）1,500円
	 	 	 親子ペア券（一般＋小・中・高校生）4,000円 ※未就学児入場無料

会場▶	中目黒GTプラザホール  
出演▶	福田麻子［ヴァイオリン］、前田妃奈［ヴァイオリン］、大山平一郎［ヴィオラ］
 中村詩子［ヴィオラ］、水野優也［チェロ］
曲目▶	メンデルスゾーン：	弦楽五重奏曲第２番 変ロ長調 op.87
料金▶	【全席指定】	一般2,000円／学生500円

会場▶	小ホール
出演▶	福田麻子［ヴァイオリン］、前田妃奈［ヴァイオリン］、大山平一郎［ヴィオラ］
 中村詩子［ヴィオラ］、水野優也［チェロ］
曲目▶	ドビュッシー：	弦楽四重奏曲 ト短調 op.10
 メンデルスゾーン：	弦楽五重奏曲第２番 変ロ長調 op.87
料金▶	【全席指定】	一般4,000円／学生2,000円

問合せ▶	東京インターアーツ目黒支部（牧原） 03-3426-4163

5/14（土）
1回目 開場13：30／開演14：00
2回目 開場16：30／開演17：00

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

会場▶	大ホール  残席僅少
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）
	 ※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。
※申し込みは1人4枚まで

チケット
取扱 teket

チケット申込はこちら
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■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・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
■募集開始：令和４年４月18日（月）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：https://www.persimmon.or.jp/

お問合せ

掲載広告募集！

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 体温管理 手洗い消毒 咳エチケット

東京マンドリン宮田楽団
第139回定期演奏会 伝統文化「文楽」に親しむ

柳の家の三人会
柳亭市馬・柳家花緑
柳家三三

「子どものためのワークショップ2022」参加者募集  会場▶小ホール

参 加 者 募 集7/2（土）
開場14：00／開演15：00 8/27（土）

開場13：00／開演13：30

7/8（金）
開場18：00／開演18：30

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）
申込方法▶ ハガキ（1枚につき2名まで。3名以上無効）による申込（抽選）
	 	 	 ※申込開始は4月頃を予定。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

会場▶ 小ホール 
講師▶ 文楽協会　定員▶70名　
参加費▶【全席指定】1,000円　対象▶小学生以上

募集開始▶5/16（月）から受付開始（締切 5/31（火）抽選）　

申込
方法

往復はがき（一人一葉）に住所・氏名・年齢・電話を明記の上、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「文楽」係
※参加できる方に案内書、または連絡書を送付します。

問合せ▶ （公財）北野生涯教育振興会 03-3711-1111問合せ▶ 夢空間 0570-06-6600（平日11：00〜18：00）http://yume-kukan.net

会場▶ 大ホール 
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
チケット発売日▶4/21（木）
※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。

柳家三三

撮影：橘 蓮二

柳亭市馬

撮影：橘 蓮二

柳家花緑

撮影：山田雅子

チケット
取扱 夢空間

各ワークショップの詳細は、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。
問合せ▶めぐろパーシモンホール 事業課 03-5701-2913

〈共通〉

日時▶ 6/26（日）13：00～20：00（予定）
講師▶ 平田オリザ［青年団主宰、劇作家、演出家］
対象▶ 当演劇ワークショップ初参加の
 中学生・高校生
定員▶ 30名
参加費▶1,500円
募集開始▶5/15（日）～（先着順）

日本を代表する劇作家・演出家、平田オリザによる大
人気の演劇ワークショップ。講師と参加者が真剣に対
峙しながら演劇にアプローチしていきます。

演劇入門ワークショップ

日時▶ 7/25（月）〜7/28（木）時間未定
	 ※最終日にミニ発表会を開催します。
講師▶ 近藤良平［コンドルズ主宰、振付家、ダンサー］
対象▶ 小学校4年生
 ～中学3年生まで
定員▶ 20名
参加費▶2,000円
募集開始▶6/19（日）～（先着順）

世界で活躍するダンスカンパニー「コンドルズ」を主宰
する近藤良平のダンスワークショップ。ダンス未経験
者も参加可能。元気いっぱい「こんどうさんダンス」で
この夏を一緒に楽しみましょう。

ダンスワークショップ

日時▶ 7/26（火）〜7/29（金）ワークショップ
 7/30（土）発表会（時間未定）

講師▶ 大池容子 うさぎストライプ主宰、
劇作家、演出家、青年団演出部

対象▶ 中学1年生
 ～高校3年生まで
定員▶ 20名
参加費▶3,500円
募集開始▶6/5（日）～（先着順）

演劇のみならず映像の世界にも活躍の場を広げる劇作
家・演出家の大池容子が、演劇の世界にじっくり浸る5
日間へ、あなたをいざないます。

演劇ワークショップ

ソーシャルディスタンス

文楽に関する基礎知識の解説と
ミニ公演（演目未定）を鑑賞いただきます。

写真提供：文楽協会

©HARU©青木司



ピックアップ紹介1 ピックアップ紹介2ジャンル：ワールド ジャンル：木管三重奏

8/15（月）〜21（日）

8/31（水）
開場18：30／開演19：00

会場▶		小ホール 
曲目▶	ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ
 バルトーク：ヴァイオリン・ソナタ第1番 Sz.75
 バルトーク：ヴァイオリン・ソナタ第2番 Sz.76
 ラヴェル：ツィガーヌ
料金▶	【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・窓口にて取扱い　
	 ※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▶4/16（土）

北村朋幹
©TAKA	MAYUMI

白井圭

チケット
取扱

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）

会場 公演名 公演日

大ホール
自主グループ公演 4/17（日）

邦楽演奏会 5/31（火）

小ホール
謡曲大会 5/21（土）

民踊まつり 5/22（日）

目黒区美術館区民
ギャラリー

華道展 4/2（土）・3（日）

自主グループ展示発表 4/20（水）〜24（日）

第57回 目黒区文化祭 春の部
入場無料・事前予約不要 ※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。

2021年度 アウトリーチプログラム事業報告
芸術を身近な場所にお届けすることを目的に開催
している「アウトリーチプログラム」。
コロナ禍でも音楽を自由に楽しんでもらおうと、
区立の学校や幼稚園などにアーティストが訪問し、
芸術との素敵な出会いの場をお届けしています。

実 施 数 鑑 賞 人 数

合計：27施設

幼稚園・こども園

3施設
中学校

6校
小学校

18校

合計：2,276人

幼稚園・こども園

191人
中学校

572人
小学校

1,513人

カルロス菅野［パーカッション］、奥山勝［ピアノ］、澁谷和利［ベース］
荒川"B"琢哉［コンガ］

会場▶	目黒区立駒場小学校 体育館
対象▶	6年生 81名（2回に分けて実施）
曲目▶	ノロ・モラレス：マリア・セルバンテス
	 シャーマン兄弟：イッツ・ア・スモールワールド　ほか

ぱんだウインドオーケストラ
山本楓［オーボエ］、篠塚友里江［クラリネット］、原元由紀［ファゴット］

会場▶	ひがしやま幼稚園　遊戯室
対象▶	4〜5歳 41名
曲目▶	モーツァルト：きらきら星変奏曲
	 久石譲：さんぽ　ほか

子どもたちの感想 子どもたちと先生の感想

実 施 数と 鑑 賞 人数

主催▶公益財団法人目黒区芸術文化振興財団
協賛▶公益財団法人北野生涯教育振興会
後援▶目黒区教育委員会

	映画でジャズを聴いた時からジャズってかっこいいなと思っていて、ずっと
生で聴いてみたかったので、今日その夢が叶いとても嬉しかったです。「楽
しみ方は自由」といった言葉がとても心に残りました。

	「イッツ・ア・スモールワールド」は、よく知っている曲をラテンジャズ風に
アレンジしているのがおしゃれな感じで、とても印象的でした。

	ただ演奏しているだけでは
なく、楽しみながら自分流
に付け加えて演奏している
のが、本当にすごいなと思
いました。私もピアノの基
礎をたくさん練習して、みな
さんのように自分流に演奏
してみたいです。

	すっごい名前（楽器）がいっぱい出てきてビックリした！	
指が早すぎて見えなかった！	
三人で演奏する時とても素敵だった

		「きらきら星」は子供たちも
ハンドベルや木琴で楽しん
でいるので、「なんか変わっ
ちゃったね」と曲調の変化
に驚いている様子があり
面白かったです。配布され
たプログラムを持ち帰って
話題にしている家庭もあり
ました。

会場▶	めぐろパーシモンホール全館 
大ホール公演

東京バレエ団　
子どものためのバレエ

	「ドン・キホーテの夢」
公演の詳細その他のイベントは
決まり次第ＨＰにて発表致します。
公式ホームページ

https://meguro-balletfes.com/ ©Kiyonori	Hasegawa

第10回

めぐろパーシモンホール開館20周年記念

白井圭×北村朋幹
［ヴァイオリン］ 　　　　 ［ピアノ］



2022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
2022年

4/10（日）
めぐろパーシモンホール開館20周年記念
目黒区東山オーケストラ
第27回定期演奏会　スプリングコンサート

大ホール

4/20（水） 気になる三人かい…
柳家喬太郎・春風亭一之輔・柳亭小痴楽 大ホール

4/24（日）
第11回めぐろパーシモンホール
避難訓練コンサート
出演：	警視庁音楽隊
	 警視庁音楽隊カラーガード（MEC）

大ホール

5/14（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

6/12（日）
めぐろパーシモンホール開館20周年記念
目黒吹奏楽団　第40回記念定期演奏会 大ホール

6/18（土） 第79回全国舞踊コンクール
アンコール公演 大ホール

6/19（日） 第69回児童舞踊合同公演 大ホール

6/26（日）
子どものためのワークショップ2022
演劇入門ワークショップ
講師：平田オリザ

小ホール

6/27（月）
Music Dialogue
ディスカバリー・シリーズ2022-2023
公開リハーサル〈字幕実況解説付き〉

中目黒ＧＴ
プラザホール

7/1（金）
Music Dialogue
ディスカバリー・シリーズ2022-2023
─室内楽を通じて音楽家と対話する

小ホール

7/2（土） 東京マンドリン宮田楽団
第139回定期演奏会 大ホール

7/8（金） 柳の家の三人会
柳亭市馬・柳家花緑・柳家三三 大ホール

7/10（日） 第20回パーシモンほたる祭り 大・小ホール

7/25（月）
～7/28（木）

子どものためのワークショップ2022
ダンスワークショップ＋発表会
講師：近藤良平

小ホール

7/26（火）
～7/30（土）

子どものためのワークショップ2022
演劇ワークショップ＋発表会
講師：大池容子

小ホール

8/15（月）
～8/21（日）

東京バレエ団
第10回めぐろバレエ祭り 大・小ホール

8/27（土） 伝統文化「文楽」に親しむ 小ホール

8/31（水）

めぐろパーシモンホール開館20周年記念
白井圭［ヴァイオリン］
　 ×
北村朋幹［ピアノ］

小ホール

9/3（土）・4（日）
〜音楽のタネ、めぶくとき〜
めぐろパーシモンホール
開館20周年記念イベント　

大・小ホール

10/15（土）
フレッシュ名曲コンサート
出演：	出口大地［指揮］
 亀井聖矢［ピアノ］
 読売日本交響楽団［管弦楽］

大ホール

10/16（日）
めぐろパーシモンホール開館20周年記念
第29回めぐろ童謡コンサート 大ホール

11/19（土）
・20（日） ザ・ピアノエラ2022 大ホール

11/27（日）
めぐろパーシモンホール開館20周年記念
目黒区民交響楽団　第96回定期演奏会 大ホール

11/29（火）
落語教育委員会
三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎・三遊亭兼好
三人会

大ホール

12/10（土）・
11（日）

めぐろパーシモンホール開館20周年記念
加藤訓子プロデュースによる
スティーブ・ライヒ プロジェクト
出演：	加藤訓子＋
	 inc.percussionists［パーカッション］

大ホール

12/17（土） 身体で聴こう音楽会 小ホール

12/22（木）
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─

「くるみ割り人形」（全2幕）
大ホール

2023年

1/7（土）

めぐろパーシモンホール開館20周年記念
4人のバリトンコンサート（仮）
出演：	宮本益光、加耒徹、近藤圭
 与那城敬［バリトン］

大ホール

1月予定 新春落語 大ホール

2/19（日） Banksia Trio
須川崇志、林 正樹、石若 駿 小ホール

3/4（土）

めぐろパーシモンホール開館20周年記念
未来の音ガラコンサート
出演：	角田鋼亮［指揮］
 周防亮介［ヴァイオリン］
 上野通明［チェロ］
 岡田奏［ピアノ］
 読売日本交響楽団［管弦楽］

大ホール

3/5（日）
めぐろパーシモンホール開館20周年記念
第20回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

大ホール

3/12（日） 北野財団混声合唱団
第5回チャリティーコンサート 小ホール

3/18（土） 親子のためのふれあいコンサート2023 小ホール

3月～4月予定 第80回全国舞踊コンクール（予選・決選） 大ホール

※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。

出口大地［指揮］×亀井聖矢［ピアノ］×読売日本交響楽団
 10/15（土）
開場14：15／開演15：00

会場▶  大ホール 
曲目▶ ベートーヴェン： ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73「皇帝」
 ブラームス： 交響曲第1番 ハ短調 op.68
料金▶ 【全席指定】S席4,000円／A席3,300円／学生1,000円
	 ※車椅子席はホールチケットセンター電話・窓口にて取扱い　※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▶5/21（土）

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

2021年、第17回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門にて日本人初の優勝、クーセヴィツキー国際指揮者
コンクール最高位。大躍進中の新進気鋭の指揮者が初登場！第88回日本音楽コンクールピアノ部門 第1位、
今後の活躍に期待が集まる若手ピアニストとの、まさにフレッシュな共演が実現。

亀井聖矢出口大地

 〈フレッシュ名曲コンサート〉

チケット
取扱

託児
サービス 無料



※展覧会の関連催事情報や開館状況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

東京・区立美術館ネットワーク連携事業

2018年から、都内の区立美術館11館が集まり活動を続けている「東京・区立美術館ネットワーク」。
コレクションを有するネットワーク参加の10館から、猫を描写した作品が当館に集結します。
猫は、画家にとっては繊細な毛を、彫刻家にとってはしなやかな身体のラインを表現できる魅力的な
モティーフです。多様に表現された各館自慢の「東京の猫たち」をご紹介します。

開館時間▶10：00～18：00 （入館は17：30まで）　
休館日▶月曜日 　
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

4/23（土）

6/12（日）

～

小野木学《「ねこの王様」挿絵原画》（部分）練馬区立美術館

山下菊二《そこあさり》1955年 豊島区 稲垣知雄《猫面A》1974年 世田谷美術館 朝倉文夫《たま（好日）》1930年 台東区立朝倉彫塑館
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目黒駅

●東急東横線　
　「都立大学駅」徒歩７分
●東急バス　
　（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。

〒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 （大ホール・小ホール） 中目黒ＧＴプラザホール 目黒区美術館

@meguropersimmon　 @meguropersimmonhall

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 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

@mmatinside　 @megurokubijutsukan

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HP　
https://www.mmat.jp

めぐろパーシモンホールHP　
https://www.persimmon.or.jp

美術館からのご案内

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）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）
目黒吹奏楽団

（株）オーシャン
ワッティー（株）

（株）アペックス
（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
目黒日本大学高等学校
学校法人 トキワ松学園
ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会
ヤマハサウンドシステム（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▶めぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

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
KYBステージエンジニアリング（株）

（株）綜合舞台オペレーションズ
（株）LIFE BUILDING
（株）ヒノデ
�（順不同、2022年2月28日現在） 賛助会QRコード

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。

 目黒区美術館 区民ギャラリー 利用のご案内

 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。
  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1,500円
	 	（有効期間1年間）

展覧会情報

※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。

2022年度展覧会スケジュール
目黒区美術館開館35周年記念展 美術館はおもちゃ箱・道具箱 7/9（土）～8/28（日）

区展（区民作品展） 9/14（水）～9/25（日）

コレクション解体新書1 フジタが目黒にやって来た 10/8（土）～11/20（日）

めぐろの子どもたち展 2023.1/18（水）～2/2（木）

コレクション解体新書2 1970年代以降の作品を中心に 2023.2/18（土）～3/26（日）

後援展覧会

目黒区書作家協会展　 5/18（水）～5/22（日）

目黒区美術家協会展　 6/22（水）～6/26（日）

目黒区美芸作家協会展　 2023.3/21（火・祝）～3/26（日）


