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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。

※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

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▶	ベルギーと日本展実行委員会、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 目黒区美術館
助成▶	一般財団法人地域創造　後援▶	ベルギー大使館

 4/29（土・祝）〜6/18（日）

1. 児島虎次郎《和服を着たベルギーの少女》1910年、油彩・キャンバス、高梁市成羽美術館
2. 太田喜二郎《赤い日傘》1912年、油彩・キャンバス、新潟大学
3. 武石弘三郎《裸婦浮彫》1939年、大理石、新潟県立近代美術館・万代島美術館
4. ルネ・マグリット《再開》1965年、油彩・キャンバス、東京富士美術館　ⓒ東京富士美術館イメージアーカイブ／DNPartcom

5. コンスタンタン・ムーニエ《攪錬工》、石膏着色、個人蔵
6. ウジェーヌ・ラールマンス《小径》1918年、油彩・キャンバス、大原美術館
7. エミール・クラウス《冬の果樹園》1911年、油彩・キャンバス、大原美術館

目黒区美術館では戦前の日本人画家による
滞欧米期の作品を収集方針とし、太田喜二郎の絵画を収蔵しています。
太田はベルギーに留学しますが、画家の児島虎次郎、
彫刻家の武石弘三郎も同地で学びました。彼らが日本へともたらした
ベルギー美術とその影響、当時の印刷物や展示にも着目しながら、
戦前の日本におけるベルギー美術受容の様相を紹介します。
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会場▶	目黒区美術館 ワークショップ室
出演▶	鈴木広志・東亮汰・上運天淳市［サクソフォン］
イベントの詳細は４ページに掲載 !

「ベルギーと日本」展
 ミュージアムコンサート
6/3（土）1回目14：00開演 2回目16：00開演

光をえがき、命をかたどる
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20周年記念イベント 
～音楽のタネめぶくとき～

加藤訓子プロデュース　
スティーヴ・ライヒプロジェクト

フレッシュ名曲コンサート
出口大地〈指揮〉×亀井聖矢〈ピアノ〉×読響

１  2022/9/3（土）０歳からのコンサート ドレミパーカッション ＠大ホールホワイエ
2  2022/9/3（土）いろどりワンコインコンサート【邦楽】 ＠小ホール
3  4  5  2022/9/4（日）原田慶太楼×ぱんだウインドオーケストラ ＠大ホール

１  2  2022/12/10（土）Day1「COUNTERPOINT LIVE」 ＠大ホール
3  2022/12/11（日）Day2「DRUMMING LIVE」 ＠大ホール
4  2022/11/13（日）～12/11（日）クラッピング・ミュージック ワークショップ ＠中目黒GTプラザホール ほか

１  2022/9/14（水） キャンペーン・イベント 出口大地トーク＆レクチャー
 「指揮者って普段何してるの？」 ＠中目黒GTプラザホール
2  3  2022/10/15（土） フレッシュ名曲コンサート 本公演 ＠大ホール

©Masahiko Terashi©Satoshi Watanabe

©A.Yamaguchi

©A.Yamaguchi

©A.Yamaguchi ©T.Miyachi

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

記念事業アーカイブ
2022年、めぐろパーシモンホールと目黒区美術館は、皆様に支えられながら
大きな節目を迎えることができました。その記念すべき１年を祝して開催された

記念事業の一部をフォトアーカイブとしてご紹介いたします。
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「きっかけ」の
その先へ
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未来の音 ガラ・コンサート

美術館はおもちゃ箱・道具箱

ホール20周年記念
グッズのご紹介!

20周年の感謝の気持ちを込めて制作した
ホールの記念グッズが出来上がりました！
ホールチケットセンター窓口にて販売中。

4人のバリトンコンサート ハンサムなメロディー2
～ハンサム四兄弟故郷凱旋コンサート～

１  2  3  2023/3/4（土） ＠大ホール

１  2  2022/7/9（土）～8/28（日） ＠目黒区美術館　 3  2022/7/10（日）関連催事・講演会「手と目で考える」 ＠目黒区美術館

１  2  3  2023/1/7（土） ＠大ホール

©Masahiko Terashi

©T.Tairadate ©T.Tairadate ©T.Tairadate

©Masahiko Terashi

エコバッグ
￥300

クリアファイル 各￥100

キーホルダー
￥400

めぐろパーシモンホール
20年のあゆみ展

めぐろパーシモンホール開館20周年を記念して、
これまで当ホールで開催されてきた公演を2002
年の開館から遡ってシリーズ毎にご紹介いたしま
す。開館当初から続いているシリーズから懐かし
いあの公演まで、皆様と共に過ごしてきた20年
を振り返ります。
また、2022年度を通して開催された20周年記
念公演のアーカイブも同時に展示いたしますので、
ぜひご覧ください。

会期▶3/4（土）～5/31（水）
会場▶ めぐろ区民キャンパスプラザ 地下1階
料金▶ 観覧無料
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2006年度から毎年実施している区内小中学校や幼稚園、
福祉施設などでの訪問演奏会。今年度は、目黒区内の私立・
都立の学校にもお声掛けし、新たに中学校1校・高校2校
でも実施しました。さらに、声楽や金管などの定番のジャ
ンル以外にも、実
施施設の希望に
沿って落語やバレ
エ、フラメンコな
ど新たなジャンル
も展開し、普段馴
染みの少ない芸術
との出会いの場を
提供しました。

実施数： 33施設
 （小学校：19校／中学校：8校／高校：2校／幼稚園 他：4施設）

鑑賞人数：2,738人

アウトリーチプログラム2022年度 事業報告

©Masahiko Terashi

「きっかけ」のその先へ

©Satoshi Watanabe
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〈PR〉

■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：目黒区全域新聞折込、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：2023年４月17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：03-5701-2913　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！

ル ヴェルヴェッツ

LE VELVETS
コンサートツアー2023

「Because of you ～15th Anniversary～」

東京インターアーツ目黒
第20回記念公演

和
に こ ぐ さ

草コンサート

目黒区の鳥、シジュウカラです。

5/27（土）
開場16：15／開演17：00

6/4（日）
開場13：20／開演14：00

問合せ▶	東京インターアーツ目黒支部 03-3426-4163（牧原）

問合せ▶	　（有）サウンドポート 045-243-9999

問合せ▶	Ro-Onチケット 047-365-9960
   （平日10：00～18：00　土曜10：00～14：00　日祝休み）

会場▶	大ホール 
出演▶	鳥谷部武夫［指揮］、目黒吹奏楽団
曲目▶	歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り、アラジン
 サウンド・オブ・ミュージック ほか
料金▶	【全席指定】入場無料（要事前申込）※未就学児入場可

入場に関する詳細は後日発表いたします。

問合せ▶	目黒吹奏楽団（楽団事務局） 080-4149-7158

目黒吹奏楽団
第41回定期演奏会

目黒区東山オーケストラ
第28回定期演奏会
スプリングコンサート

4/9（日）
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：	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（直接会場にお越しください）※未就学児入場可

問合せ▶	目黒区東山オーケストラ higashiyama.orchestra.info@gmail.com

5/20（土）
1回目 開場13：30／開演14：00
2回目 開場16：30／開演17：00

5/13（土）
開場13：30／開演14：00

魂の津軽三味線
高橋竹童

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］、ゲスト：島村聖香［邦楽囃子・打物］
曲目▶	三宅一徳：	祝宴　組曲「竹取物語」より
 シューベルト：アヴェ・マリア ほか

料金▶	【全席自由】	一般4,000円／学生（小中高校生）1,000円
	 	 親子ペア券（一般＋学生）4,500円　※未就学児入場無料

会場▶	小ホール 発売中
出演▶	高橋竹童［津軽三味線・胡弓］
料金▶	【全席指定】	4,000円

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。
※状況により変更となる場合がございますのでホールHPをご確認ください。

マスク等の着用 体温管理 手洗い消毒 咳エチケット ソーシャルディスタンス

Ro-On
チケット

チケット
取扱

東京インターアーツ目黒支部　03-3426-4163（牧原）
03-3719-2351（山崎）、090-7843-0717（野村）

チケット
取扱

 （有）サウンド
ポート

チケット
取扱

会場▶	大ホール  発売中
出演▶	宮原浩暢［バリトン］、佐賀龍彦［テノール］
 日野真一郎［テノール］、佐藤隆紀［テノール］
曲目▶	オー・ソレ・ミオ
 Time To Say Goodbye
 Nessun Dorma！（誰も寝てはならぬ） ほか
料金▶	【全席指定】一般7,000円／学生（小・中学生）1,000円
 ※学生券はRo-Onチケットのみ取扱い
	 ※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

佐藤隆紀
［テノール］

佐賀龍彦
［テノール］

宮原浩暢
［バリトン］

日野真一郎
［テノール］
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7/16（日）
15：00開演

7/15（土）
17：00開演

7/14（金）
19：00開演

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

問合せ▶	りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 025-224-5521（11：00～19：00）

伝承講演会
「歌舞伎」に親しむ

歌舞伎に関する基礎知識の解説と
ミニ公演（藤娘）を鑑賞いただきます。

7/15（土）
開場18：00／開演18：30

会場▶	小ホール 
講師▶	中村京蔵　定員▶160名（抽選） 
参加費▶1,000円 対象▶小学生以上

7/23（日）
開場12：30／開演13：00

古典新作取り交ぜて、
夏真っ盛りの三人会

柳亭市馬・柳家喬太郎
林家きく麿
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▶4/25（火）
  ※発売初日のホールチケットセンター窓口販売はございません。

Noism0/Noism1 領域 Field
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動する
Noism Company Niigata（ノイズム・カンパニー・ニイガタ）の新作公演。
ダンスカンパニーカレイドスコープを率い、
独創的な動きと構成で注目される二見一幸がNoism1に振付！
Noism芸術総監督・金森穣によるNoism0最新作との
ダブルビルで上演します。

会場▶	大ホール 
出演▶	Noism0、Noism1
料金▶	【全席指定】	一般6,000円
	 	 U253,000円
 ※U25は公演時25歳以下の方対象（未就学児を除く）。
 ※U25・高校生以下の方は入場時に身分証明書をご提示ください。

チケット発売日▶3/18（土）

Noism0 『Silentium』 演出振付：金森 穣
Noism1 『Floating Field』 演出振付：二見一幸

撮影：篠山紀信

夢空間チケット
取扱

りゅーとぴあチケット
取扱

東京新聞事業局文化事業部チケット
取扱

「ベルギーと日本」展 
ミュージアムコンサート
ベルギー出身のアドルフ・サックスが考案した楽器

「サクソフォン（サックス）」だらけのコンサート。
大きさも形も様々なサックスが大集合、
古今東西の音楽を奏でます。

目黒区美術館受付
（10：00～17：45 月曜日休館）

チケット
取扱

会場▶	目黒区美術館 ワークショップ室
出演▶	鈴木広志・東亮汰・上運天淳市［サクソフォン］
料金▶	【全席自由】	一般2,000円／高校・大学生1,000円
	 	 小・中学生500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▶4/29（土・祝）

問合せ▶	めぐろパーシモンホール事業課 03-5701-2913

6/3（土）
1回目 14：00開演
2回目 16：00開演

※開場は各回
　15分前

柳家喬太郎 柳亭市馬 林家きく麿

申込
方法

往復はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、下記へ申込
〒153-0053 目黒区五本木1-12-16（公財）北野生涯教育振興会「歌舞伎」係

申込期間▶4/21（金）必着
問合せ▶	（公財）北野生涯教育振興会 03-3711-1111

参 加 者 募 集

中村京蔵

『お菊の結婚』より

東京マンドリン宮田楽団
第140回定期演奏会

7/1（土）
開場14：00／開演15：00

会場▶	大ホール 
出演▶	東京マンドリン宮田楽団
曲目▶	新世界より、愛の悪戯、日本の四季 ほか

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  tmmg.jp@gmail.com  090-1858-1284（宮田）

6/10（土）
開場15：30／開演16：00

6/11（日）
開場15：00／開演15：30

会場▶	大ホール 
出演▶	第80回全国舞踊コンクール 
 各部門３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80回

全国舞踊コンクール
アンコール公演

第70回

児童舞踊合同公演

チケット発売日▶5/15（月）
〈共通〉

撮影：すべて山田雅子
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日時▶	 8/26（土）	午前の部 11：30開演／ 午後の部 15：00開演
 8/27（日）	午前の部 11：30開演／ 午後の部 15：00開演
料金▶	【全席指定】	一般S席6,000円／A席5,000円
	 	 	 	 中学生以下S席3,000円／A席2,500円　※４歳以上入場可

チケット発売日▶4/28（金）

8/6（日）
開場14：30／開演15：00

9/9（土）
開場14：30／開演15：00

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.
オンライン
（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

楽天
チケット

NBS
チケットセンター

チケット
取扱

ドン・キホーテの夢

8/21（月）～27（日）

会場▶	めぐろパーシモンホール全館 

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）

未来の音 vol.35

北村 陽  Yo	Kitamura
	

［チェロ］

未来の音 vol.36

古海行子  Yasuko	Furumi
	

［ピアノ］

会場▶	小ホール 
出演▶	北村陽［チェロ］、大伏啓太［ピアノ］
曲目▶	黛敏郎：無伴奏チェロのための「BUNRAKU」
 プロコフィエフ：チェロ・ソナタ	ハ短調	op.119 ほか
チケット発売日▶3/23（木）

会場▶	小ホール 
チケット発売日▶4/6（木）

9歳でオーケストラと初共演など幼いころから注目され、
2022年にはハチャトゥリアン国際コンクールで第2位に
入賞。若きチェリストの変貌の時に立ち会う。

2018年高松国際ピアノコンクールで日本人として初めて
優勝、2021年ショパン国際ピアノコンクールのセミファ
イナリスト、2022年にはダブリン国際ピアノコンクール
で第2位など、国際的な舞台で着実に実績を積んでいる。

チケット
取扱

料金▶	【全席指定】	2,800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
〈共通〉

第11回

東京バレエ団 
子どものためのバレエ 	「ドン・キホーテの夢」大ホール

公演

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/

会場 公演名 公演日
大ホール 邦楽演奏会 5/30（火）

小ホール
謡曲大会 4/9（日）
民踊まつり 5/21（日）

会場 公演名 公演日

目黒区美術館
区民ギャラリー

華茶道展 4/1（土）・2（日）
自主グループ
協会展

4/19（水）
～23（日）

第58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。

「子どものためのワークショップ2023」参加者募集  会場▶小ホール

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　協賛▶（公財）北野生涯教育振興会

〈共通〉

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▶5/7（日）～（先着順）

世界各地で作品が上演されている劇作家・演出家、
平田オリザによる大人気の演劇ワークショップ。こ
のワークショップとの出会いが、あなたの人生を変
えるかもしれません。

演劇入門ワークショップ

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▶6/4（日）～（先着順）

グループでの活動はもちろん、メンバー個々人の活
躍も目覚ましいダンスカンパニー「コンドルズ」。主
宰の近藤良平がダンスの面白さを存分に味わわせて
くれる最高に楽しいワークショップです。

ダンスワークショップ

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▶6/4（日）～（先着順）

回を重ねるたびに想像をはるかに超える世界へいざ
なう劇作家・演出家の大池容子。今年はどんな世界
を見せてくれるのか、ワクワクが止まらないワーク
ショップです。

演劇ワークショップ

©HARU©青木司

6/18（日）13：00～20：00（予定） 7/24（月）～7/27（木）時間未定
※最終日にミニ発表会を開催します。

7/25（火）～7/28（金）ワークショップ
7/29（土）発表会（時間未定）

©Koujiro Yoshikawa

©Takafumi Ueno

※いずれも
　45分前開場
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 10/8（日）
開場15：30／開演16：00

会場▶	大ホール 
出演▶	 小松亮太・北村聡［バンドネオン］ 

近藤久美子・専光秀紀［ヴァイオリン］ 
吉田有紀子［ヴィオラ］、松本卓以［チェロ］ 
桜井芳樹［ギター］、熊田洋［ピアノ］ 
田中伸司［コントラバス］、小林照未・竹本一匹［パーカッション］

曲目▶	ラ・クンパルシータ、エル・チョクロ
 ラスト・タンゴ・イン・パリ、リベルタンゴ ほか（予定）
料金▶	【全席指定】	S席4,800円／A席4,300円／学生1,000円
 ※ S席・A席のみ目黒区民は500円引き
 ※目黒区民割、車椅子席4,800円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▶4/20（木）

小松亮太 タンゴ・アンサンブル
アルゼンチン・タンゴとヨーロピアン・タンゴの饗宴
タンゴ界を牽引する小松亮太が、信頼する実力派ミュージシャンとの濃密なアンサンブルで贈るタンゴの名作プログラム。

タンゴ･アンサンブル　©木村雅章

2023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
2023年

4/9（日） 目黒区東山オーケストラ
第28回定期演奏会　スプリングコンサート 大ホール

4/12（水） 気になる三人かい…
春風亭一之輔・三遊亭萬橘・桂宮治 大ホール

4/23（日）

第12回めぐろパーシモンホール
避難訓練コンサート
出演：	外囿祥一郎［指揮］
	 東京音楽大学シンフォニック	ウインド	アンサンブル

大ホール

5/13（土） 魂の津軽三味線　高橋竹童 小ホール

5/20（土） 東京インターアーツ目黒　第20回記念公演
和草（にこぐさ）コンサート

中目黒ＧＴ
プラザホール

5/27（土） LE VELVETSコンサートツアー2023
「Because of you ～15th Anniversary～」

大ホール

6/4（日） 目黒吹奏楽団　第41回定期演奏会 大ホール

6/10（土） 第80回全国舞踊コンクール
アンコール公演 大ホール

6/11（日） 第70回児童舞踊合同公演 大ホール

6/18（日）
子どものためのワークショップ2023
演劇入門ワークショップ
講師：平田オリザ

小ホール

7/1（土） 東京マンドリン宮田楽団
第140回定期演奏会 大ホール

7/9（日） 第21回パーシモンほたる祭り 大・小ホール

7/14（金）
～7/16（日） Noism0/Noism1 領域　Field 大ホール

7/15（土） 伝承講演会「歌舞伎」に親しむ 小ホール

7/23（日） 古典新作取り交ぜて、夏真っ盛りの三人会　
柳亭市馬・柳家喬太郎・林家きく麿 大ホール

7/24（月）
～7/27（木）

子どものためのワークショップ2023
ダンスワークショップ＋発表会
講師：近藤良平

小ホール

7/25（火）
～7/29（土）

子どものためのワークショップ2023
演劇ワークショップ＋発表会
講師：大池容子

小ホール

8/6（日） 未来の音vol.35　北村 陽［チェロ］ 小ホール

8/21（月）
～8/27（日）

東京バレエ団
第11回「めぐろバレエ祭り」 大・小ホール

9/9（土） 未来の音vol.36　古海行子［ピアノ］ 小ホール

9/12（火）
Music Dialogue 
ディスカバリー・シリーズ2023-2024
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

9/15（金）
Music Dialogue 
ディスカバリー・シリーズ2023-2024
─室内楽を通じて音楽家と対話する

小ホール

9/16（土） 伝承講演会「講談」に親しむ 小ホール

10/8（日） 小松亮太　
タンゴ・アンサンブル 大ホール

10/15（日） 第30回めぐろ童謡コンサート 大ホール

10/20（金） 気になる三人かい…
林家たい平・桃月庵白酒・柳家三三 大ホール

10/21（土） 身体で聴こう音楽会 小ホール

2024年
1月予定 新春落語 大ホール

1月～3月予定 JAZZコンサート 小ホール

1/21（日） 目黒区民交響楽団　第98回定期演奏会 大ホール

2/10（土）
～2/12（月・振）

日本オペラ協会公演
日本オペラシリーズNo.86「ニングル」 大ホール

2/11（日・祝）
フレッシュ名曲コンサート 
キャンペーン・コンサート
出演：	中野りな［ヴァイオリン］

小ホール

2/21（水）、22（木）
2/24（土）、25（日）

バッハ・コレギウム・ジャパン　
オペラ「魔笛」 大ホール

3/10（日） 第21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

3/10（日） 北野財団混声合唱団　
第6回チャリティーコンサート 小ホール

3/16（土）
フレッシュ名曲コンサート 
出演：	太田弦［指揮］
	 中野りな［ヴァイオリン］
	 東京交響楽団［管弦楽］

大ホール

3/20（水・祝） 親子のためのふれあいコンサート2024 小ホール

3月～4月予定 第81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。

小松亮太

©Yusuke Takamura

託児
サービス 無料チケット

取扱 割	引
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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）石福

セコム（株）

（株）ヒノデ

（株）カラサワ

目黒吹奏楽団

京浜防災（株）

秋山錠剤（株）

山下寝具（株）

（株）オーシャン

ワッティー（株）

カヤバCS（株）

（株）シーズン花達

目黒日本大学学園

大宮糧食工業（株）

ゼネラルボンド（株）

（株）白川電機製作所

（株）中目黒ジーティー

学校法人 トキワ松学園

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

（一社）シニアウェルスライフ協会

パナソニックEWエンジニアリング（株）東京支店

（株）綜合舞台オペレーションズ

ヤマハサウンドシステム（株）

ＮＰＯ法人 目黒ユネスコ協会

（順不同、2023年2月28日現在）

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）

賛助会QRコード

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。

2023年度展覧会スケジュール

中村直人　モニュメンタル／オリエンタル 7/15（土）～9/3（日）
区展（区民作品展）	 9/13（水）～9/24（日）
目黒区美術館コレクション展＋秋岡芳夫全集６ 10/7（土）～11/12（日）
めぐろの子どもたち展 2024.1/20（土）～2/4（日）
広がるコラージュ展 2024.2/17（土）～3/24（日）

後援展覧会

目黒区書作家協会展　 5/17（水）～5/21（日）
目黒区美術家協会展　 6/21（水）～6/25（日）
目黒区美芸作家協会展　 2024.3/26（火）～3/31（日）


