


観世九皐会　百周年記念特別公演
情熱のフラメンコと美しき等の調べ
粋な常磐津を聴いてみようi

徳花師匠の小唄教室
投扇輿と東八拳
遠州流綺援さび茶会

レアナ寄席古今亭菊之丞の会
第45回七転八倒の会
神楽坂毘沙門寄席志らく四季の会釈の部
東京理科大学　お笑い演芸会

華麗女伊達　講談二人会
黒テント公演「ショパロウィッチ巡業劇団」

ンハウス・ミックス・プログラム

神楽坂まちなみスケッチ会

秋の着物でコンシェルジェ
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⑥神楽坂で楽しむトルコの食文化
⑦RAMLA AutumnFesta2009

⑥秋の実り「ぺラドンナの館」
のFIBERARTSHOWrn神楽坂2009

⑥カワニシタカヒ個展、イイダキリコ個展
⑥ガラス4人展
④クラフト工房展
㊥みんなで史をかこう。むしたちの大集合
①「PASSE－PARTOUT－合鍵」
⑥アミティ工における秋の収穫祭
⑥髪悩み相談塾　開校
⑥つくる手と手
⑥美食同源一美しくなることと、食べること。
⑰秋冬に向けたフラワーリース作り体験教室
⑥秋の森の贈り物
⑥西洋巨匠版画展
⑥表装家　石曽根和佳子の世界
Q川ROXobJeCteXhibitlOnatmugimaru2

0寺坂安里イラスト展ii
O私のだるま展
⑲糸一筋一撒
⑦写真展「自然体」
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津久戸小学校

大江戸線◆
飯田棉駅Cl

言軽輩洋語露三欝膏
暖　　　　　B禁）

神楽坂上丸岡陶苑ルコレストランアートジャン
ソフラ　パンドーム

神楽坂重苦衆はよる
「お座敷遊び入門講座」

⑲
パッソ 3号も

IVレスギャラリー⑥

東京理科大学

隷灘溝紹l璃⑧

ギャラリースペースパウゼ

⑰⑭

丸数字イベント
0－⑰　・展示会場

（詩経はスケジュールをご参照ください）

角数字バッヂ特典
0－団　　　提供店

（特典の詳鯉は裏表紙をこ参照ください）

◆印　バッヂ販売店
サポーターバッヂは神楽坂

エリアの12店舗で扱っています

レストラン＆バー亀井堂

器　うず沢

和菓子五十鈴
′ふくねこ堂

まかないこすめ

神楽坂上丸岡陶苑
助六

茶館パレアナ

毘沙門せんべい福屋

山下漆器店
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小唄と踊りでお座敷気分小唄in神楽坂2009

アンデルセン童話落語会

ブースでBi⊃OkMagiC＠神楽坂
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神楽坂・和・小物・カフェ

神楽扱きものフリマ20
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サロントテアンガトーのガトーな個展2009

森まき　写真展

第2回和布あそび
今崎なつきnuno展／井上陽子ExhibitrOn

付立染　晩秋をいろとる

谷開　票∴漆芸展
路地裏の小さな世界3－ハートiここう一

木の仕再展一木のあるくらし桧のあるくらし－

マギアージュ　バックステージ

革のアクセサリー’花の
指輔を作る“

染小路友禅研究会作品展

ラムラキンレイ映画ポスター展

切り絵体験教室

利き蜂蜜会

フランスな牛込神楽坂

レザークラフト教室

毘沙門天で紙漉きをi

立ち居ふるまい教室～さもの姿をより美しく～

企画展「戦中・戦後の物理学校」

第14回神楽坂防災ふれあい広場

東京理科大学OB・OG＆現役学生サークル発表会

東京理事ゝ大学　サイエンス夢工房
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1113（祝）12：00，脚
会場：神楽坂通り全域（雨天中止）
参加無料

まち飛びフェスタ名物の六
アート・パフォーマンスl

神藤橋の坂下から坂上まで7oomiZわたって撒かれた、
まるでIなの流れる川のような、真っ白なローIL鑓iZ、子

供から六人まで、みんなで自由IZ総を描いちやおう1絵の
貝や絵筆も十分lZありますがら、どんどん描いて700m
を埋め吉やいましょう。

主催．神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会

拗・アディダスジャパンd愈

応援アーティスト毒害塙I

愉快なマジック＆シャダノング

活きのいいダンスで、まちを劇場空間に

せツシヨンハウス・ダンサーズ

；碧ご注文は？賑やかなパレード

クレイジイエンジエIL

都内屈指の実力、聞かせます

牛込三中ブラスバンド
南北アメリカ自転車走破、旅するギタリスト

内山ユウキ



第3回

神楽坂ギャルソンレ”ス

10I18（日）1帥0，1的0
会場：神楽坂六丁目商店街
（相楽坂上交差点一赤城補社入り口信号字訓

参加無料（雨天中止）

日仏交流の地・神楽坂で今年もやります、パリが本

家本元、技と汗と笑いが渦巻くギャルソン（ウエイ
ター）レース。300mの坂道を、トレイに乗せたグ

ラスの“ペリエ0をこぼさず、誰が一番速く運べる

か！ギャルソン（ウエイター、ウエイトレス）はもちろ

ん、我こそは、という俄かギャルソンの参加も大歓

迎。果たして誰が優勝かつ沿道の応援の皆様が参

加できる予想投票もあります。もちろん選手にも

投票者にも豪華賞品が待ってます。
主催神楽坂まき飛びフェスタ実行委員会

企画・運営イブテラス　URLwwwrotifrancecom

協力神楽坂商店街振興組合、ペリエ

柏葉技芸考察lこよる

お座敷遊び入門講座

10124（土諾離職
会場：東京神楽坂組合・見番
料金：2，500円（定員：各部40名）

出演神楽坂芸者衆
立方華嬰、小貫、小りん

地方夏栄、ぼたん、眞由美、由みゑ、桃子、鈴乃

神楽坂といえば、粋で艶やかな芸者衆。その芸者
衆のお稽古場である「見番」を、今年もまち飛び
フェスタのこの日だけ開放して、お座敷遊びを体

験していただきます。芸者衆の華やかな踊りを堪

能した後は、ご参加も皆様もご一緒に“お座敷ゲー

ム”で盛り上がりましょう。芸者衆との一問一答

コーナーもありますよ。

主催神楽坂まき飛びフェスタ実行委員会

協力東京神楽坂組合

チケット販売‘3269－2385（山下漆器店）
＊10／1発売開始一人二枚まで

10118（日）1帥0，1的0
会場：昆沙門天境内、および周辺
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まち飛びフェスタ伝統の「アートマーケット」がリニューアル。

今年は神楽坂のランドマーク、毘沙門天の境内とその周辺で

アート作品が展示されます。個性的なアーティストたちによ

ストリ”ト・アート・ギャラリ”謀議繋藷豊詰ショップ
主催神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会



伝統 摺掘ボ舗フ穀
0観世九皐会百周年記念特別公演
10月18日（日）／矢来能楽堂

◆12時開場、13時開演～17時20分終演予定

◆全席指定S席9、000円A席8，000円
B席61000円学生席3，000円　定員なし／要予約

◆矢来能楽堂に本拠地を置く、観世九皐会が発足し
て百周年の記念特別公演。

i⑨観世喜之・観世喜正・遠藤和久・古川充ほか

遁TELO3－3268－731l FAXO3－526l－2980

http／／WWWkanzecom

主催　社団法人観世九皐会

田E日本橋玉突堂製とら焼きl個サービス

の情熱のフラメンコと美しき筆の調べ
10月24日（土）／宮城道雄記念館（大広間＆講堂）

◆13蒔30分開場、14時開演

◆2，800円　定員100名／予約有

◆日本の伝統芸能「筆曲」とスペイン、アンダルシア

地方の伝承芸能「フラメンコ」。それぞれの国で育
まれた芸能が一度に楽しめるユニークな企画です。

＜筆曲＞春の海、荒城の月、ロンドンの夜の雨、他

＜フラメンコ＞アし烈ノアス、プレリア、他

⑥小池典子（筆i胡弓）

野沢潤子（挙）瀧本
正信（カンテ）岩

根聡（ギター）池
谷春名子・中谷泉
（バイレ）

棄　03－3269－0208

WWWmiyagikaigrJP

主催（財）宮城道雄記念館

園田入場料100円割引

①粋な常磐津を聴いてみよう！
10月24日（土）／毘沙門天書院

◆17時－19時30分　　◆無料

◆昨年はほぼ満員の盛況でしたが、今年も、粋な神
楽坂に緑の深い古典芸能の一つ常磐津の保存と普

及を目指し、その神楽坂で常磐津教室を開かれてい
る常盤津千代太夫師の門下生による演奏会を開きま

す。さらに、師匠にも一曲演奏していただく予定です。

◎常磐津千代太夫、渡辺喜之、渡辺康成、赤尾敏夫、片山勇
二テ070－5564－7632

主催（常磐津千代太夫直門）千代の子会

0小唄と即でお座敷気分小唄in神楽坂2009
10月24日（土）／毘沙門天書院

を14時30分開場、15時開演

◆前売2、000円、当日2，500円　定員なし／予約

は必須ではありませんがおすすめします

◆「小唄がこんなに面白いなんてi」との声で回を重ね
て6回目。ラジオ番組や雑誌でも活躍中の二人が、

楽しいトークと粋な小唄、花柳流の踊りをお届けし
ます。ちょっとわかるとかなり楽しい、お座敷エン

ターテインメント。詳細は「小唄神楽坂」で検索を。

◎扇和やす（宮澤やすみ）、花柳なぎ嘉乃（井嶋ナギ）
窒03－526l－5424　koutakagura＠yah00COJP

http／／yasu…miyaZaWamfoseekneJP／koutahtm

主催　宮澤

やすみ事務所

日露当日バッヂ
捏示で当日券が
2，000円

帯出擬勢グデ”2009 
両軸楽坂キャンバス 1電 建，＿誌日時：200。年，，月，。（。） 二言褒亜◎会場：東京珊大学補発振キャンパス、 　神楽坂周辺地区 ◎入場無料 澗騒 

磐慧霊謹誓蕊鷺圏‘囲 



種師詩講でギブ系あ　　　　伝統
e徳花師匠の小唄教室

～さあ、みんなで楽しく

三味線体験・小唄のお稽古日～
10月30日（金）／毘沙門天書院
◆19時一21時

◆前売2，000円／当日2．500円　定員60名

チケット販売毘沙門せんべい福屋3269－2983、

神楽坂ほてや3260－1540、さわや3260－6049、

山下漆器店3269－2385

◆まち飛びフェスタ恒例、芸者衆の小唄の先生、徳

花師匠の小唄指南。今年も昨年同様に会場のお客
様への三味線指導もあり、ますます楽しい教室です。
もちろん師匠の艶やかな唄もたっぷりご堪能くださ
い。神楽坂の現役芸妓による踊りと三味線が花を

添える粋な夜です。

◎春日とよ徳花、ぼたん、

春日とよ花扇、舞子
睡戸03－3269－8887

s訂‾〉　　　　主催　春日とよ徳花

LLm
春日とよ徳花

圏入場料1割引

0投扇興と束八拳
お座敷で珍しい伝統の遊びを体験

10月31日（土）／志満金3階大広間

◆10時30分開場

投扇興11時から12時30分（お食事1時間）

東八拳13時30分から15時30分

◆3，800円（昼食付）定員40名／要予約

◆この二つの伝統遊びがお座敷で一度に楽しめるのは、

日本広しといえと神楽坂だけでは。扇子を投げて的

を落とし、その落ちた形を源氏物語の各巻に見立て

て、点数を競う投扇興。キツネと鉄砲打ちと庄屋さ

んの三者の形を拳にして競う東八拳。お座敷での伝

統的な遊技を志満金の大広間でお楽しみいただき
ます。東八巻の後には、芸人さんたちの粋で楽しい

芸が登場して座をわっと盛り上げます。初心者歓迎。

和服での参加大歓迎。半日のんびりと和の遊びを楽

しみませんか？
㊧03－5227－2772（サザンカンパニー長岡）

主催　神楽坂まちづくりの会

0遠州流綺麗さび茶会
11月1日（日）／昆沙門天境内（雨天の場合、書院）

◆11時－16時

◆500円　定員・予約なし

◆遠州流は大名（武家）茶道の代表的な流儀です。
遠州流茶道の紹介を兼ねた茶会を毘沙門天善圏寺
で開催します。どなたでも参加できます。気楽にお

立ち寄りください。
事03－5805－9925／giShiOhoriuChi＠niftycom

WWWgiShiOnet

主催　遠州流茶道壷中庵堀内宗長

＆三井不動産レシチンン＋ル

東和トロ東西穀「神楽坂」駅徒歩2分

営業時間／千席10時－′I後5母∴定朝凋／火・水離日　妓膏／血til鵬士　別可慎一r

lHO120－817－321wwwpco－kagurazakacom



馨落語 神楽亀吉描け轟あ
eパレアナ寄席古今亭菊之丞の会
10月25日（日）／茶館パレアナ

◆11時30分開場、12時開演

◆2．500円（おしのぎ付）定員20名／完全予約制

◆正統派古典落語の階段を確実に登り続ける師匠の
姿。息づかいまで感じる小さな空間は演者も観客も

真剣勝負。落語初心、者も聴きなれた方にもとても良
い出会いと思います。

落語も助排も正統派
をどうぞ。

◎古今亭菊之丞
正テ03－3235－6951

主催　茶館パレアナ

0第45回七転八倒の会
10月25日（日）／毘沙門天書院

◆14時開場、14時30分開演、16時50分終演

予定
◆予約2，300円、当日2．500円※着物割引各
300円引き　定員100名／満員の場合、ご予約

なしではお入りいただけません

◆偶数月毎に開催している人気の落語二人会。風情
のある建物で∵和’’の世界にどっぷりひたってみま

せんかつセミプロの手作り作家による1点ものの和

小物販売もありますので、落語初lL、者さんでも楽し

めますよ。一同、お待ちしていま－す♪

◎柳家喜多八、五街道弥勒
唾ShlChi－8＠zakattneJPhttp／／Park5wakwak

COm／～rakugo／

主催　七転八倒の会事務局

園田予約／当日料金から各100円割引

⑭神楽坂毘沙門寄席
志らく四季の会秋の部

10月29日（木）／毘沙門天書院

◆18時30分開場、19時～21時

◆前売2，200円、当日2．500円　定員100名

（座布団、自由席）
チケット販売　山下漆器店（03－3269－2385）

電話予約　粋なまちづくり倶楽部（03－3260－6260）

◆ご存知、立Iii志らくと一門が、神楽坂に新しい落語

の風を送る「志らく四季の会」。毎回満員御礼の超

人気寄席も今回で25回目。持ち前の現代感覚と
スピード感に円熟味も加わって、ますます脂の乗っ

た志らく落語を存分にご堪能ください。

◎立Iii志らくと

その一門
二奔03－3260－6260

http／／lkimaChinet／

主催
NPO法人

粋なまもづくり倶楽部

①東京理科大学お笑い演芸会
11月1日（日）

／東京理科大学6号館1階学生談話室
Il時－12時／13時～14時　定員制

◆理科大OBの落語家・桂歌助を進行役にお届けす
る落語。お笑いのプロによる一流の芸と現役学生に

よるフレッシュな芸を披露します。

⑥桂歌春、桂飲助、
夢大学落語研究会

03も228－8327（校友・父母支援室）

http／／wwwriSOUkai－hcdJP

主催　東京理科大学及び理窓会（共催）

⑰アンデルセン童話落語会
11月3日（祝）／毘沙門天書院

◆17時30分開場、18時開演

◆木戸銭前売2，000円、当日2，500円　予約不要

◆5年目で10回目のアンデルセン童話落語会。今

回は新しい若い演者にお願いしました。講談師、落

語家の競演でお送りします。
1㌔03－5229－5899

主催　北欧留学情報センター

スケジュールの見方　◆時刻／料金（記載のないものは無料）◆イベントの内容　◎出演着　陸問い合わせ先

圏バッヂ特典　サポーターバッチ（500円）を購入し、提示すると、それぞれの特典がつきます



種押詰飛こけ系あ　講談・舞台・ダンス国
⑭華競女伊達講談二人会
10月23日（金）／毘沙門天書院

◆18時30分開場、19時開演～21時

◆前売1，800円、当日2，000円　定員100名

◆パン、パーンI渾身の熱情を込めた張り扇が唸って

講談界の伊達女、織音・きらりがこ席ずつの演目
に火花を散らす本格派講談会です。講談は初めてと
いう方も、講談通を自認される方も、是非この機会

をお聴き逃しなくお運びを。

⑥神田綴喜、神田きらり
0gF・03－3269－8030　nory＠parodnneJP

主催　オフィスヤマク千

田E当日券2，000円を1．800円に

n l 

⑪黒テント第68回公演「ショパロ
ウィッチ巡業劇団」

10月17日（土）一18日（日）／シアターイワト

◆17日14時／19時開演

18日14時開演（開場はそれぞれ30分前）

◆前売3．500円／学生2，500円／当日券4．000円

要予約

◆第二次世界大戦中、占領下のとある町。旅まわりの
ショパロヴィッチ巡業劇団がやって来た。この非常

時にお芝居なんてiと町人たち、こんな時代だから
こそ芸術が必要だIと俳優たち。セルビアを代表す

る作家シモヴィッチの最高傑作を黒テントが本邦初

上演i演出　プロスペール・テイス（劇団サブノエ）

⑥宗重博之、横田桂子、木野本啓、山下順子、愛川敏

幸、平田三奈子、片岡哲也、久保恒雄、岡薫ほか
⑮⊃03－5225－3634／btt＠tokyoemalineJP（里テント）

hHP／／WWWneJP／asahi／kurotent／tokyo／

主催　劇団黒テント

圏各料金より500円引き（予約時にその旨お伝えくだ

⑲セッションハウス
・ミックス・プログラム

「矢来町界隈」
10月31日（土）、11月1日（日）、11月3日（祝）

／セッションハウス

◆10月31日

19時【ダンス公演】マドモアゼル・シネマ、学び

山羊、Ground6

◆11月1日

14時【観客と創るインプロ・ダンス】「Wonderiand」

マドモアゼル・シネマ、伊藤真喜子／16時【オー

プン・アトリエ】「ダンサーをモデルにした公開

クロッキー会」主宰・丹野有美子、モデル・ダ
ンサー　伊藤真喜子、伊達麻衣子／19時【ダ

ンス公演】マドモアゼル・シネマ、学び山羊、

Ground6

◆日月3日
14時【子供と創るインプロ・ダンス】「Wonderiand」

マドモアゼル・シネマ、伊藤真喜子／16時【トー

ク】橋浦勇「語りましょうか、人生かけたバレエの

話をvoi2」／19時【ダンス公演】マドモアゼル・

シネマ、学び山羊、Ground6

◆【オープン・マーケット】3日間とも1330－

1900開催

◆【ダンス公演】2，500円【インプロ・ダンス】大

人2．000円、小中高生500円、未就学児無料

【オープンアトリエ】2，000円【トーク】1，500

円【－目通し券】4．000円　定員約100名／出

来ればと予約下さい。

◆セッションハウスで日頃活躍しているダンサーや

アーティストが登場し、ダンス公演あり、トークあ

り、オープンアトリエあり、アートマーケットありで、

日がな一日文化のいろいろを、見たり、聞いたり、

ショッピングしたりの3日間にわたるお祭りです。
㊧03－3266－0461／mail＠sessiOn－housenet

http／／WWWSeSSiOn－housenet

主催　セッションハウス

国璽マドモアゼル・シネマの絵はがきをプレゼント
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］催事
⑲HalloweenNight

～DinnerLive＆コンテスト～

10月30日（金）／CANALCAFE

や18時へ22詩の間で2ステージ

¢・ミュージックチャージ不要　予約不要

◆ハロウィンパーティーにちなんで、ディナー
ライブと仮装コンテストが開催されます。

当日、仮装してと来店いただいたお客様
にはCANALCAFEオリジナルカクテルを

プレゼントします。是非、秋夜の楽しいひ
とときをお過ごし下さい。

⑥Chariie＆Friends

筈03・3260－8068　h時／／wwwcanaicafelP

主催　CANALCAFE

の神楽坂まちなみスケッチ会
10月17日（土）／毘沙門天境内出発

◆10時集合　参加無料
◆現代の広重として東京の美しい景観を描

き続ける市民の会と共に、明治の文豪の
足跡の残る石畳と黒塀のまちを描きましょ
う。前半にはまちあるきも実施。予約不要、
スケッチ用具持参の上、どなたでも参加で

きます。
喜子TttP〟egakukalCOm

主催　NPO法人・東京を描く市民の会

⑰ブースでBookMagic＠神楽坂
一眠ってる本が学校に！～

10月19日（月）～25日（日）

／りそな銀行神楽坂支店前
◆11時一16時、休日11時～17時

輯玲
◆ご自宅などで不要に
なった本、CD、ゲーム
を、ご寄付いただけま
せんかつその買取額が

国際協力NGOジェンの
アフガニスタン、イラク、

スーダンでの教育支援に役立てられます。

期間中、りそな銀行神楽坂支店前で回収。
※百科事典、週刊誌を除く。マンガ、文
庫本等可。

帝03－5225－9352Info＠Jen－npOOrg

mP／／wwwien一nPoOrg／

主催特定非営利活動法人ジ工ン（JEN）

園田バッジ持参で30点以上の古本、CD、
ゲームをご寄付下さった方に、ジ工ン特製
スーダン衛生教育ポストカードを差し上げ

⑲うれしいi楽しい！牛込ボランティア
10月24日（土）／毘沙門天境内
◆10時～15時

◆私たちは牛込地域で活動しているボラン
ティアグループです。ビーズ　小物作品づ
くりのほかに、一端切れの再利用などノサイ

相接坂詰飛訪系あ
クル活動を通した社会貢献活動も行って
います。当日は布ぞうりの実演販売やビー
ズ・小物の展示販売を行いますので　お
気軽にお越しくださいi（雨天中止）

⑪ブ03－5273－9191

ShinJuku－Shakyo＠kbebigめbeneIP

h巾／／wwwlabigiobenelP／S・Shakyol

主催　社会福祉
法人新宿区社会
福祉協議会

⑭「秋の着物でコンシェルジェ」
着物姿が映える神楽坂の街を、
着物姿も酔なコンシェルシェがご案内

10月24日（土）

／毘沙門天境内受付、神楽坂界隈ご案内
◆13時30分－15時30分受付
13時30分へ17時開催

◆1，000円（お菓子とお茶付き）

◆坂道、横丁、石畳と着物姿もあでやかに、
古き良き神楽坂の面影を垣間みて、遠い
昔に文人、芸人に思いを馳せて、今日も

行き交う街の人々。
そんな神楽坂の
とっておきの今を

地元ならではのお
茶とお菓子のご接
待を交えて、ご案
内致します。

こうpO3－3260－6260　http／／lklmaChinet／

主催　NPO法人・粋なまちづくり倶楽部

①「神楽坂・和・小物・カフェ」
“きもの百人の会”企画第三弾

10月31日（土）／毘沙門天書院

◆13時30分～16時30分

◆入場無料。カフェご利用500円
◆染め、織り、小物等の、着物に関わる職

人さんの世界を、ワークショップ等も交え
てご紹介。普段、中々，知る事の少ない、
和の職人芸に触れてみて下さい。また，
歩き疲れたら、この日だけの限定「WA・
KOMONO・CAFE」を開催。神楽坂い

き粋逸品のお茶とお菓子を用意しています
ので，何方も，お気軽に，お立寄り下さい。

＝Pinfo＠cocottecafeneU

http／／klmOr10100seesaanet

主催
きもの百人の会
神楽坂有志

⑭神楽坂さものプリマ2009
11月1日（日）／居酒屋竹子2階
10時～16時（最終入場15時30分）

◆安くて美味しい居酒屋小竹子機2階で、恒
例の‘‘さものフリマ物を今年も開催。アン

ティークやリサイクルの着物や帯はもちろ
ん、セミプロの手作り作家さんたちによる
1点もののポップ

な小物も大人気I
神楽坂散策のつい
でにでも、ぜひお
立ち寄り下さいね
♪（雨天決行）

参kaguraZakakimOnOfm＠yahoocoJP

hnp／Ipark5V／akwakcom／－rakugo相monofnmar

主催　神楽坂さものフリマ実行委員会

⑭神楽坂で楽しむトルコの食文化
－トルコアイスクリーム

「どんとるまん」＆ドネルケバブ～

11月3日（火）

／毘沙門天境内
◆11時～15時

◆親日国としても有名な
「トルコ」の食文化を

神楽坂で楽しみません
かつ世界三大料理のひ
とつ「トルコ料理」の

代表と言えばドネルケ
パブ　そして不思議なのび－るトルコのア
イスグノーム「ドンドルマン」です。食を

通じた文化交流をみなさんもお楽しみ下さ
い。（販売もあります）

⊂夢03－5261－3880

mP〝rgnaviCOJP／g156800／

主催　トルコレストランソフラ

圏トルコの伝統柄グノーテインクカードプ
レゼント

④RAMLAAutumnFesta2009

10月1日（木）～11月10日（火）

／ラムラ館内・各所
◆10／17（土）一11／3（祝）

ラムラフォトコンテスト
「第2回神楽坂を写そう」作品展示

ヾ・10／21（水）～10／24（土）ラムラFOOD

FES自然の恵みに触れよう

◆10／19（月）

あがた森魚スペシャルライブ

◆11／1（日）～11110（火）

キンレイホール35周年記念

名画ポスター展
㊧03－3235－0181in（0＠ramiagriP

http／／VIWWramiagr．iP／

主催　セントラルプラザ　ラムラ

スケジュールの見方　伽寺刻／料金（記載のないものは無料）◆イベントの内容　⑥出演者　①問い合わせ先

田バッヂ特典　サポーターバッヂ（500円）を購入し、提示すると、それぞれの特典がつきます



⑭秋の実り「べラドンナの館」
女性アーティストによる華やかな美術展覧会

10月5日（月）～11月14日（土）

／神楽坂ディープラヅソ
◆14時～19時

◆特別イベント時参加費あり／特別イベント
時は要予約

◆「ぺラドンナの館」女性アーティストによ
る華やかな美術展覧会。絵画展をはじめ
丸ごと作り上げた幻想空間の展覧会。ペ
ラドンナ・アートが贈る11実りの美術空

間”をお楽しみください。イベントの案内
はHPをご参照
ください。

【夢080－1176－0814

beIはdonnaaIt

＠gmaiI．com

掴tp．〟beiiadonna－artIP

携帯版MP．〟be岨donna－artIP／I／

主催　ベラドンナiアート

⑭FIBERARTSHOWin神楽坂2009
10月6日（火）～11月l日（日）

／フレンチダイニング
◆11時30分－14時30分、17時～21時30

分（金22時）、土日祝12時～15時、17時

30分－21時（土22時）

10月12日（（祝）～10月18日（日）

／ギャラリースペースパウゼ
◆11時30分～18時30分（最終日17時まで）

◆2007年から毎年釜山で行ってきたファイ
バーアート（繊維による造形）の日韓交流

展を今年は韓国人も多く住むこの神楽坂
の2会場で初めて開催する事になりました。
フレンチダイニングではレストランの壁面
に20cmx20cmの小箱の中に収まる布や

紙等の繊維素材を使った小品約25点を
展示販売。フレンチを堪能しなからご覧頂
けます。飯田橋ギャラリーパウセでは韓国
人と日本人のファイバーアーティスト8人
によるグループ展を開催。どちらも見応え
たっ′5くり楽しめますi買方の部屋にお気に

入りの1点を是非見つけて下さい。
主催　FiberAnShow日本事務局

圏フレンチタイニング　ディナーご来店時、
5％オフ／ギャラリースペースパウゼ　冷

たい飲み物を差し上げます。

⑦カワニシタカヒ個展

イイダキリコ個展
～10月18日（日）【カワニシタカヒ個展】

10月23日（金）－11月15日（日）【イイダ

キリコ個展】／artdiSh

◆12時～22蒔　月曜定休

神都三℃飛詞穀
◆ギャラリーと食堂スペースを併せ持つ

andiShでは、カワニシタカヒ、10／23から

はイイダキiノコによる個展を開催。食堂で
は生産者から直送の、安全な食材を使っ
た素材に寄り添った旬な野菜料理を中l削こ
ご堪能いただけます。お食事の方も、美術
鑑賞のみの方もお気軽にお越しください。

；令03－3269－7289

mP／IwwwartdlShcoip／

主催　andiSh

④ガラス4人展
10月15日（木）－10月20日（火）／ga帖ry坂

◆11時～19時（最終日のみ17時まで）

◆溶けたガラスを造形したり、色ガラスを板
せたり、ガラスに模様
を彫り付けたり、思う
ままにいろいろ作って
います。普段の生活の

中でちょっと嬉しくなる
ような、そんなガラス
達をぜひ見に来て下さ
い。

昏プ03－3269－8330

WWWgaiiery－Sakac°m

主催　岩本由紀、小林順子、山本愛子、
伊藤仁美

⑦クラフト工房展
10月16日（金）～10月21日（水）

／アユミギャラリー
◆11時～19時

◆ものをつくる事が大好きな気のあったお友
達が集まって開催している展覧会です。革、
陶芸、ニットとバラエティーにとんだ作品
の数々、どうぞ見にいらして下さいませ。

㊧ag＠ayu…－gcom

llttp〝wwwayumi一gCom

主催　山崎昌子

⑭みんなで虫をかこう。むし
たちの大集合

10月17日（土）一10月21日（水）

／サルビアアトリエ
◆10時～12時／14時～16時

定員5名（参加の人）
◆大きなパネルに花や木があって、子供

たちが虫をかいてきりぬき、とまらせた
り、飛ばせたりします。飛び入りで参加し
たいお子さんは虫をかいて、すきなところ
へ・・・。あつまれi虫たちの大集合

l夢03－3260－6035

主催　サルビアアトリエ渡辺幸子

圏くじでサボ一夕パッチを差し上げます。

展示
⑲FpASSE－PARTOUT－合鍵」
10月17日（土）～11月l日（日）／galon

◆12時～19時30分、定休日月曜

◆西洋と東洋、日常と非日常、懐かしさと新
しさ　自然と都会、マスとコア、モノトー
ンとカラフル・・i対時する世界を開ける
「PASSE・PARTOUT合

鍵」をテーマにPARiiS

からのおとりよせや日

常・文化的生活を楽し
めるARTiSTたちとの

コラボレーション、作品

をご紹介いたします。
こ吏　03－5228－2921

ring＠yonedamakiCOm

博P／／WWWgaioncoIP

主催　株式会社NOBODY

⑰FetedelaRecoltealiAmitie

アミティ工における秋の収穫祭
10月17日（土）－11月2日（月）

／アミディエ神楽坂
◆10時－19時

定休日10月20日（火）・27日（火）

◆画家marie（マリー）による秋の収穫祭
をイメージした絵画展。また、marieの絵

からインスピレーションを得てアミティエ・

シェフが考案したコラボレーション・スイー

ツを同時販売します。展示をご覧になるだ
けの入店も可能ですので　是非お越しくだ
さい。

富戸03－5228・6285

mp／／wwwpatはSerIe－amitieCOm

主催　アミティ工神楽坂

日田500円以上お買い上げくださった方に

節菓子1つプレゼント。

髪・悩み・相談塾開校
一度剛、てみたかった「磐に対する

疑問や悩み」を解決するチャンスです。

10月17日（土）～11月2日（月）

／HairMakePrlmaVera7リマヴエーラ

◆月水木10時～19時30分金土9時30

分－21時日9時30分～19時30分

◆髪質やダメージ、カラー剤やヘアケア剤な
どの「今まで美容室で聞いてもよくわから

なかった」疑問や質問。店頭のQaAボッ
クスにご自由に投函ください。パリ、NYC

の一流ブランドの商品開発に長年携わっ
た知識をもとに丁寧に解説をさせていただ
きます。

e’Saion＠primaVera－kagurazakaJP

http／／PrlmaVera－kagurazakalP

主催　HalrMakePrimaVeraプノマヴエーラ

園大人気の「ヘッド・スパ（地中海式・
泥スパ15分2，300円）」を1，000円にて

こ提供（シャンプー＆ブローは別料金）



］展示
④つくる手と手
10月17日（土）～11月3日（祝）／ここん

を12時－19時、土日祝12時～18時

◆気づけば、ここんがお世話になっている
作家さんも少しずつ増え、展示もできる
ようになってきました。今回のまぢ飛びで
は、定番でいつも並んでいない作家さん
のお品物を見て頂けたら、と思っています。

作り手の手と、お客様の手をつなぐように、
楽しんで頂けたらと思っています。

㊨⊃03－5228－2602／maii＠coconchICOm

主催　ここん

⑱美食同源
一美しくなることと、食べること。

10月17日（土）～11月3日（祝）

／神楽坂まかないこすめ
◆10時30分～20時

土日祝11時～19時、不定休

◆「カラグの内側からキレイになるためのお
やつを提案」お肌にやさしい和コスメの

店「神楽坂まかないこすめ」が合成防腐剤、
着色料等未使
用、無農薬によ
る「カラグの内
側からキレイに
なるためのおや
つを提案。．食
べて美しくなる”

をキーワードに『美食同源』スタイルをご
案内します。・夢03－3235－7663

httpI／WWWe・makanaiC°m

主催　神楽坂まかないこすめ

圏バッヂをつけていらした方に「美肌茶」
の試飲サービスをいたします。

④秋冬に向けた
フラワーリース作り体験教室

10月17日（土）－11月3日（祝）

／PiZZeriaGeiateriaZiO

◆17時～24時、土日祝12時～22時

◆3，500円　定員10名／要予約

◆店先で数種類のリースを展示しております。
期間中、リース講師をお呼びしてフラワー
リース作りを体験して頂き、体験後はZIo
のピッツァ・∴パスタをお召し上がりできる

内容となっております。なお、作ったリー
スはお持ち帰り頂けますIi

藍戸03－3267－1995

http‘I／VW…2101995com

主催　PIZZeriaGelaterlaZlO

⑰秋の森の贈り物
10月17日（土）－11月3日（祝）

／Fuchsia店内

◆12時～19蒔　水曜定休

神楽モー描ギブ系あ
◆イラストレーター花松あゆみが、絵と立体

を使ってFuchsiaを秋に

飾ります。秋の森の中を
イメージした店内は、紙
によって作られた草花の
リースやモビール、そし
て動物たちのイラストが

飾られます。展示期間中、
花松あゆみの作品集を販
売します。

C争03－5229も506info＠le－fuchsは．COm

間P〟wwwie－fuchsiaCOm

主催　Fuchsia（フューシャ）

⑭西洋巨匠版画展
10月17日（土）－11月3日（祝）

／ギャラリー・アート・ジャン・バンドーム
◆10時30分～18時30分、不定休

◆西洋版画の歴史の中で19世紀のバルビ
ゾン派や印象派の画家は新技術のiノトグ
ラフや銅版画を用いて自ら版画を制作し
ました。印象派のルノワールから20世紀
を代表するビュッフェに空ろまで豊富な作

品をご紹介します。＜主な作家名＞ルノ
ワール、ターナー、ピアスノー、ユトリロ、

シャガール、フジタ　ローランサン、ビュッ

フェ他
㊦●03－3235－1547

主催　ギャラリー・アート・ジャン・バンドーム

⑭表装家信曽根和佳子の世界
掛軸アート×野の花いちりん

10月17日（土）～11月3日（祝）

／器うす沢空間田地（るつぼ）
◆11時30分～18時30分

土日祝11時30分～17時

◆古布や和紙を使った『掛軸アート』を提案
します。そのまま飾っても、路傍の花を添
えても。作家在廊日
10月24日（土）

イベント開催　初心者
の茶の湯ワークショッ

プ・テーブルでも出来
る茶の湯をお教えし
ます。指導．kimOno

生活店主（江戸千家）
10／24（土）14時一予約可1，000円

毛，03－5228－6758in（0＠usuzawa．Com

http／／usuzawacom

主催　うす沢

田立礼でお茶の堤供「うず沢」流で

⑰JIROXobjectexhibitionat

muglmaru2「BLUEBYPINKJ

l0月17日（土）～11月3日（祝）／ムギマル2

◆12時～21時

◆1000円で饅頭と1ドリンク付き

◆演劇集団「時々自動」のJiROX（今井次
郎）によるオブジェ展示会。開催期間
中の2週間の聞4、5回、夜19時より
mugimaru2にてJ旧OXのパフォーマン

スが行われます。JIROX＝今井次郎プロ
フィール1952年東京生まれ70年代後

半～80年代初頭伝説のパンクタンゴ・
バンドPUNGOなどで活動。1984年時々

自動の旗揚げに参加。現在も時々自動で
活動中。2006年JiROXDOLJSSHOW

Vo11をUPLiNKFACTORYで上演。以

降、JIROXDOLLSSHOWは場所と形を

変えながら上演中。
主催　マンヂウカフェmugImaru2

①「寺坂安里イラスト展II」
一秘密オムライス工場の晩餐～

10月17日（土）－11月8日（日）

／ココットカフェ店内
◆12時30分－20時（L019時30分）、

土日12時30分～18時（」017時30

分）　定休日月曜・火曜
◆1オーダーお願いします。

ヽ∴j I

E容易起

◆ココットカフェ

で2度目となる寺
坂安里の個展です。
看板建築、古い停
車場、猫、いつか
の洋食、迷い込ん
だ路地、そんな世
界の水彩画を展示。
オリジナルパウン

ドケーキやお茶と共にお待ちしております。
秋の神楽坂散策のご休憩にお立寄り下さい。
垂，03－3269－2609

inf°＠coconecalenet http〝00〇°tteCa（enet／

主催　ココットカフェ

圏カフェご利用のお客様に、オリジナルパ
ウンドケーキ、プレゼント

⑰私のだるま展
10月20日（火）～11月l日（日）

／茶館パレアナ
◆12時－19時、定休日10月26日（月）

◆上州高崎から取り寄せた神楽坂にふさわ
しい縁起物だるま。無地のだるまにパレア
ナゆかりのアーティストがそれぞれの願い
を込めます。会期中ご希望の方にだるまを
ご賭入いただき、その場で制作もお楽し

みいただきます。
髭戸03－3235－6951

主催
茶館パレアナ

スケジュールの見方・◆時刻／料金（記載のないものは無料）◆イベントの内容　◎出演者　宜問い合わせ免

田バッヂ特典‘サポーターバッヂ（500円）を購入し、提示すると、それぞれの特典がつきます



⑭糸～統一織
10月20日（火）～11月1日（日）

／ギャルリー煙
を12時30分～18時

◆原毛をフェルト状の布に☆さまざまな糸を
織り磯を使わずにボードを土台にして織る。
いろいろな手法の手しことの作品が並べら

れています。参考に制作途中の作品や材
料も展示してあります。

玉戸“03－5228－7760

主催　ギャルリー煙

⑪写真展「自然体」
10月20日（火）～25日（日）

／ギャラリースペースパウゼ
・311時一18時（最終日17時まで）

◆自分は普通の人と勘違いしている四人が、
それぞれの想いを具現化
した写真30点余りを展
示します。女性の艶、魚
眼の丸い世界、PCで創
り出された写真、自己満
足埋没写真など　私達と
一緒に楽しんでください。

⑮－写真工房「N」片貝清行

katakiyO

＠jd5so－netneiP

主催　写真工房「N」

㊥サロン・トテ　アン・ガトーの
ガトーな個展2009

10月20日（火）一11月3日（祝）

／SaiondetheUngateau

10／20（（火）～10／25（月）

◆コマツ・コージ展カメレオンやウサギやネ
コや犬や太陽や土星やバッタや鳥や魚や
妖精や義則君やスチュワートなどの絵や人
形を展示しております。

10／27（（火）～11／3（（祝）

◆KurmiyOb°OkcoverAalr的2昨年に引き続

きの開催です。今年はブックカバー以外
も出展しますのでお楽しみに。以前お買
い上げいただき退色の気になる方は再彩色

（有料）致します。みよこみよこのイラスト
もお待ちしております。
11時30分－19時、土

日祝12時一一18時30分、

定休日10月26日

◆店内での1オーダーをお
願い致します

（㊦⊃03－3260－6615

主催Sal0ndetheUn

gateau

圏各々のアーティストか
ら期間中、ささやかなプ
レゼントがあります。

神楽棺≒ミち飛訪系あ
⑰森まき写真展
10月23日（金）～10月28日（水）

／アユミギャラリー
◆11時～19時
命ag＠ayumi－gCOm

博P〟wwwayumi－gCOm

主催　森まき

⑦第2回和布あそび
10月21日（水）～10月26日（月）／ふくね

こ堂内ギャラリー「ネコノヒタイ」

◆12時30分－18時30分

◆着物や帯など日本の誇る素晴らしい和布。
その風合はやさしく、
色使い、織、柄は
多彩で独特で個性
的なものばかり。そ
んな和布を生かして
洋服や、和装にも
洋装にも合うパック
をつくっています。ぜひ、美しく再生され
た和布の姿をご堪能ください。

⑮，03－3303－8940

④LaRondediArgile

10月24日（土）～10月29日（木）

◆今崎なつきmnO展voi4　麻や木綿など

展示］
動物などの世界で1つの商品をぜひ見に
いらして下さい。

CP03－3904－5419

reire11206＠mbe

niftycom

冊p〝www

rakutencoJP

ltSuketatezome／

主催　付立染　家元山下春径

臼田サポーターパッチを付けて来店された
方にお楽しみプレゼントあり。

㊥谷関薫漆芸展
10月29日（木）～Il月3日（祝）／gaIIery坂

◆11時～19時（最終日のみ17時まで）

◆いつからか、卵の形や真っ白なその色に

国
ます。この機会に漆独特の深みのある色
や形を楽しんで頂けたらと思います。ぜひ
と高覧下さい。

C＆03－3269－8330　wwwgaIIery－Sakacom

体にここらいい素材は、洗いを繰り返すうち　　主催　谷関薫
にはりのある布は柔らかな手触りに変わり、
シンプルなパターンの洋服は、着る人によっ
てフォルムを変えます。回を重ねる毎に好評
いただく、今崎さんの展示も4回目を数えま
す。

10月31日（土）～11月5日（木）

◆井上陽子ExhIbItiOn「紙と箱」井上陽子

さんの「紙と箱」と題したオブジェ展です。
目薬「写真と紙でつくるコラージュ」でも
ご紹介している作品の展示販売の他、2日

（月）はワークショップ（定員6名・参加
費4，000円）、コラージュ教室を開催しま
す。雑誌・書籍などで活躍中の井上さん
と楽しいオリジナルコラージュを作ってみ

ませんかつ

◆12時－19時、最終日は18時まで
⑮⊃03－3260－6801

http／／WWWia－rOrIdecom

主催　LaRondediArgiie

⑭付立染晩秋をいろどる
10月27日（火）A－11月l日（日）

／ギャラリースペースl〈ウゼ
◆11時30分～18時30分

◆付立梁とは下絵もなく写しもせず「ぶっつ
け本番」に描く梁のことです。それ故、商

品は全て一点物です。着物や帯、洋服や
かさ。付立梁で描かれたかわいい花や

⑪路地裏の小さな世界3
－ハート・こころ～

10月29日（木）～11月3日（祝）

／ふくねこ堂内ギャラリー「ネコノヒタイ」
◆12時30分－18時30分

◆今回で「路地裏」シリーズ3回目の個展で
す。主に樹脂粘
土を使用し「こう
したらおもしろい」
「この方が丈夫」

など試行錯誤をし
なから丁寧に作品
制作をしておりま

す。今年もわたしの小さな世界に是非遊
びにいらして下さいi

㊧tsukasun1229＠gmaiIcom

http／＾sukasu叫ugemiP／

主催　高塚法子

圏絵葉書大オリジナル写真を
差し上げます。



］展示
⑰木の仕事展

一木のあるくらし・絵のあるくらし－

10月30日（金）～11月4日（水）

／アユミギャラリー

◆11時～19時

◆大地の陽光に育てられた木、家具となり
器具となって再びくらしのなかで生きはじ
める木の魅力を紹介します。

epag＠ayumi・gc°m hや／lwwwayumi・gC°m

主催
一羊舎

濱田政光

⑪『＊Maquillage＊backstage』

マギアージュ・バックステージ
10月30日（金）～11月4日（水）／フラスコ

◆12時～20時　定員i予約企画により有

◆国内外にフアン急増中の「エナジー帽子
店」から、注目の新ブラ
ンド「マギアージュbyエ

ナジー」が本格デビュー。
これを記念して、期間限
定で、「マギアージュ・
バックステージ」が「フ

ラスコ」にオープンします。
ショートフイルムの上映、

セミナー等五感を刺激す
るイベントが盛り沢山。この秋、ホットな

神楽坂でエナジー・チャージしませんかつ
二歩092－791－9540

energy＠energyhatshopcom

http．〟www．energyhatShopc°m

主催　EnergyHatShop原恭子

田園　サポーターバッヂを付けて来られた
方には「500円ボウシshoppingチケット」

⑰革のアクセサリー
“花の指輪を作る”

11月1日（日）／ベルパッソ

◆14時～15時30分

◆4，000円　定員8名／予約有
◆植物タンニンなめしされたカーフ、工ナメ

ルの層をのせた繊
細なキット（子ヤギ
の革）など。様々
な表状i色の革
の中から好きな素
材を選んで革の花
の指輪を作ります。

辞的芯飛討系あ
⑱染小路友禅研究会作品展
11月1日（日）一11月6日（金）

／神楽坂パルスギャラリー
◆10時－19時

◆染小路友禅研究会において、伝承の友
禅染めの作品を発表、展示して居ります。
生活に則した様々な作品をおたのしみ下さ
い。

：夢03－3266－8966

主催　友禅工房・染小路

⑰ラムラ・ギンレイ映画ポスター展
－キンレイホール35周年記念イベント～

Il月l日（日）－11月10日（火）

／飯田橋セントラルプラザ・ラムラ
◆10時～20時

◆1974年（昭和49年）にスタートして以来
35年間、都I［高こ今も残る名画座キンレイ

ホールが時代の流れとともに上映してきた
数多くの映画。その中から選りすぐりの映
画ポスター・スチール写真を蔵出しして展
示します。思い出の映画を探してみて下さい。

ripO3－3269－3891http．／／wwwginreihaIIcom

主催　名画座キンレイホール

園体験
⑰切り絵体験教室
10月17日（土）／昆沙門天境内
や12時－16時

◆第5回まち飛びフェスタより参加させてい
ただき、8回目となりますが、毎回切り絵

体験教室を開催し、
神楽坂という地域
社会との交流を
図る目的にて参加、
子供達の楽しいそ
うな、真剣な姿を
期待したく、又切

り絵の普及の為にも頑張りたい「かっぱ
会」は毎月第3土曜日14時～17時迄

毘沙門天書院にて教室を開いております。
主催　神楽坂「浮かぶ切り絵かっば会」

⑭利き蜂蜜会
10月17日（土）～11月3日（祝）制作の後は、ケ‾手とお茶を飲みながら完醸造二と二芸嵩試用

軸PaSSO㊧mbdninyCOmh岬PaSSolP′㌻1㌔二票ド諾罵蜜の花の香。をか
主催ベルパッソ　　　　　　　ぎ分けよう。当選者には粗品プレゼント。

ニュージーランド産無農薬生ハチミツ専門

店PBees「利き蜂蜜会」に挑戦ください。

養蜂家や塞源によって濃厚で香り高い採
れたての八チミツの違いに驚愕間違いあり
ません。「これまでの蜂蜜って？」と疑問
を抱かざるをえないでしょう。全22種類
の中から特徴的な8種類を選抜。その種
類を見事当選された方には、なんと採れ
たままの「蜂の巣」をプレゼントi元祖ハ
ニートーストがご自宅でお楽しみいただけ

ます。
＆03－3235・7858　shops＠pbeesiP

http〟pbees，lP／

主催　神楽坂ピービーズ

日田手作りキャンドルが楽しめるミッロウ
100％のハニーカムシートをプレゼント。

⑰フランスな牛込神楽坂
フランスグルメの旅

（アルザス・ロレーヌ地方）の紹介
10月17日（土）～11月3日（祝）

／AgnesLiEPiCERiE

◆11時～19時、土11時～17時

◆レクチャー参加に1，500円　予約有
◆AgnesLiEPICERIEは、毎日の生活に

必要で彩りを加
える食材・調理
器具や日用雑貨
を、ちょっとこだ

わって紹介してい
ます。神楽坂まち
飛びフェスタでは、

アルザス・ロレーヌ地方にまつわる飲食文
化の魅力を紹介。試飲i試食もありますi
是非グルメな世界の探訪にお立ち寄りくだ
さい。

二戸03－6280・8966

agnes＿WOrks④agnestOkiOStUdlOC°m

http．〟wwwagnestokloStUdiOcOm／

主催　AgnesLiEPiCERiE

圏プレゼントを差し上げます。

④レザークラフト教室
10月25日〈日）／鮎藤革包堂店内
◆12時－13時・14時－15時

16時一17時の3教室

◆1，000円　定員各回5名／予約有
◆華で動物の人形をつくります。小学生位か

らご年配の方まで、誰でも簡単に出来ま
す。お気軽にご参加を。色々な表情を見
せる「革」という素材を体験していただけ
ればと思います。

e多03－3267－0409

WWWayufuJikakuhoud°COm

主催　鮎藤華包堂

スケジュールの見方　◆時刻／料金（記載のないものは無料）◆イベントの内容　◎出演者　奇問い合わせ先

圏バッヂ特典．サポーターバッヂ（500円）を購入し、提示すると、それぞれの特典がつきます



④毘沙門天で紙漉きを！
11月1日（日）／毘沙門天境内

◆10時－15時　要予約

◆和紙の主な原料は楼（こうぞ）。その楢を
用いて原料つくりから始めて、紙漉きや仕
上げの紙干しまでの全行程を体験できま
す。世界に一枚しかないあなたの紙をつく
りませんかつ国内は問わず遠くヨーロッパ
からアジアまで紙漉き行脚を続ける田村師
匠がお教えします。

柏発癌喜界7番あ
から外れた東京物理学校生は、どのよう
な日々だったのか。当時を資料でたどると
ともに、「学校報国隊防空補助員」として、
防護班・消防班・警防班に縞成され牛
込・四谷地区の防衛に当たった物理学校
在校生にも注目してゆく。

、S，。uk。U．。U＠肌。。m．。，。（夷正工房再
三PFAXO42－397・6885

主催　和紙・紙漉き田村正

㊥立ち居ふるまい教室
～さもの姿をより美しく～

11月1日（日）／光照寺書院

◆16時30分一18時

◆3．000円（お抹茶付）定員20名／予約可

◆着物姿は、ちょっとし
た立ち居振舞いでより
いっそう美しくみえます

お座敷での座り方、立
ち方、ふすまの開閉な
どを実践稽古）、茶道
の立ち居の稽古を基本
に着物姿が美しくみえ
る所作を身につけます。講師井上奈種子

＆03－5976－2020／info＠klmOnO－SeIkatSulP

http／／kImOnO・SeikatsuIP

主催　KImOno生活

（呉服＆リサイクル着物＆和の稽古の店）

⑲餉展「戦中・戦後の物理学校
一物理学校から理科大へ－」

10月l日（木）～11月3日（祝）／東京理科

大学近代科学資料館（企画展示コーナー）
や10時～16時、日曜日・月曜日休館、
11月1日・3∃は開館

◆入館無料
◆昭和18年10月21日文部省主催i東条
英機首相臨席の「出陣学徒壮行会」が
明治神宮競技場で開催された。出陣学徒

！ili国師！帖ill

＝チ03－5228－8224

htlp／／wwtusacIP／面0／setubiImuseumhtmi

主催　東京理科大学近代科学資料館

④第14回神楽坂防災ふれあい広場

みんなで消防士を体験しよう
11月1日（日）／神楽坂6丁目商店街通り

◆12時～16時30分

◆毎年恒例の楽しみながら学ぶ神楽坂の防
災イベント。子とも達に大人気i消防官に
なって記念撮影やはしこ車試乗体験。消
防ホース巻きなど体験コンテストや、大人
にも役立つ初期消火体験コーナーがあり
ます。お楽しみスタンプラリー抽選会も開

催iぜひご家族で一緒にお越しください。
＊13時から豚汁サービスあり（なくなり

次第終了）
＝P03－3269－0326

主催　牛込消防署、神楽坂商店街振興組合

④東京理科大学OB・OG＆現役
学生サークル発表会

11月1日（日）／東京理科大学1号館前駐車

場・屋外特設会場
◆10時30分一12時30分

13時30分～16時30分

◆東京理科大学卒業後、様々な分野で活躍
するOBiOG、そして音楽系の現役学生
によるクラブ・サークルが　様々なジャン
ルのサウンドを奏でます、舞います。胸を

体験i
打つリズム、IiMこしみるメロディがあなた
を魅了します。出演　吹奏楽団（神楽坂）、
軽音楽研究会JAZZ（神楽坂）、混声合唱
団（神楽坂）、YOSAKOiソーラン部（野田）、

和太鼓サークル（野田）、その他
事03－5228－8327（校友・父母支援室）

http／／wwwriSOukaI－hcdiP

主催　東京理科大学及び理窓会（共催）

（り東京理科大学サイエンス
夢工房（キッズプログラム）

11月1日（日）／東京理科大学3号館2階

321教室、323教室、自習室2・3

◆11時～16時30分

◆実験や工作を通じて身近な科学を楽しめ
る体験型のサイエンスイベントです。ぜひ

親子でご参加ください。
書03も228－8327（校友・父母支援室）

mp〝wwwrlS°ukai－hcdiP／

主催　東京理科大学及び理窓会（共催）

④支援地のFキラリ☆二
国際協力NCOジェンが出会った素敵なこと

11月3日（祝）／毘沙門天境内（雨天時は、

東京理科大学森戸記念館2階第一会議室）
◆10時～17時30分

◆　紛争や災害の被災者
を世界7カ国で支援する
ジ工ンが、つらい思い出

を乗り越え『キラリ』と輝
く人々を紹介。ミャンマー、
スータン、アフガンニスタ

ンの方々をゲストに迎え
「言語、文化、遊び」の紹

介、現地で衛生教育に便
う「人形劇」の実演、現地スタッフのトークや

写真展示等を予定。大人から子どもまで楽
しめる内容です。まち飛び期間中、神楽坂
のカフェにて、『キラリ☆』満載のエピソー

ド集も配布中。
亭03－5225－9352／inf°＠Ien－nPCQrg

mP／／wwien・nPoorg

主催特定非営利活動法人ジ工ン（JEN）

謙露羅　上州草津温泉西の河原入口　　　　　　　　《 
和の風高た大 

評言〒317－1711群馬県譲郡草津町479TeLO279－88mll 続太くhttp：／／Wkusatsuhotei．com／Fax．0279－88－2356 け正か 



今山はなんの甘？

イベント・企画
インデックス

11／2まで

⑭「PASSE－PARTOUT合鍵」　　　⑰アミティ工における秋の収穫祭

④FIBERARTSHOWin神楽坂2009　⑭髪・悩み・相談塾　開校

11／3まで

④RAMLA AutumnFesta2009　④西洋巨匠版画展

④秋の実り「ペラドンナの館」　　　　④表装家　石曽根和佳子の世界
イイダキリコ個展（10／23－11／15）l④つくる手と手　　　　　　　　⑭JiROXobJeCteXhibit10natmugimarU2

誤三業仝謹緒圭，庸諜詰誤豊富㌫議主謀警護ラスト展ii
⑰秋の森の贈り物　　　　　　　　　⑭フランスな牛込神楽坂

許容多情鍋二も主　し－－－一一一一一一一一一一一一二二二二二

10月17日（土）
⑰黒テント公演「ショパロヴィッチ巡業劇団」（～10／18）

の神楽坂まちなみスケッチ会

④みんなで虫をかこう。むしたちの大集合（－10／21）

⑰切り絵体験教室

10月18日（日）

第3回神楽坂ギャルソンレース
ストリート・アート・ギャラリー
0観世九重会　百周年記念特別公演

10月19日（月）

⑭ブースでB00kMaglC＠神楽坂（－10／25）

10月20日（火）
⑫私のだるま展（～11／l）

⑯糸一紡一繊（－11／l）

⑰写真展「自然体」（～10／25）

⑲サロン・ド・テアン・ガトーのガトーな個展2009（～11／3）

10月21日（水）

⑰第2回和布あそぴ（－10／26）

10月23日（金）
⑲華競女伊達講談二人会

⑭森まき　写真展（～10／28）

10月24日（土）

お座敷遊び入門講座
e情熱のフラメンコと美しき等の調べ

e粋な常磐津を聴いてみようi

O小唄と踊りでお座敷気分小唄In神楽坂2009

⑭うれしいi楽しい！牛込ボランティア

④秋の着物でコンシェルジェ

⑭今崎なつきnuno展（～10／29）

！10月25日（日）

i Oパしわ寄席古今亭菊之丞の会
i e第45回七転八倒の会

し　⑪レザークラフト教室

10月27日（火）
⑰付立染　晩秋をいろどる（～11／l）

10月29日（木）

⑭神楽坂昆沙門寄席志らく四季の会秋の部
⑨谷関　薫　漆芸展（～11／3）

⑪路地裏の小さな世界3－ハート・こころ～（－11／3）

10月30日（舎）
e徳花師匠の小唄教室

⑭Haiioween Night

⑰木の仕事展一木のあるくらLi絵のあるくらし－（－11／4）

⑱マギアージュ・バックステージ（～11／4）

10月31日（土）

0投扇興と東八拳

の神楽坂・和・小物・カフェ

⑲セッションハウス・ミックス・プログラム（11／1，3）

⑭井上陽子ExhibitiOn（～ll／5）

11月1日旧）
o遠州流綺麗さび茶会

①東京理科大学　お笑い演芸会

⑰神楽披きものフリマ2009

⑲革のアクセサリー“花の指輪を作る）．

⑰染小路友禅研究会作品展（～11／6）

⑰ラムラ・ギンレイ映画ポスター展（～11／10）

④毘沙門天で紙漉きをI

④立ち居ふるまい教室～さもの姿をより美しく～

④第14回神楽坂防災′ふれあい広場

④東京理科大学OB・OG＆現役学生サークル発表会

④東京理科大学　サイエンス夢工房

11月3日（棚

板Iこお絵描き
⑲アンデルセン童話落語会

④神楽坂で楽しむトルコの食文化

⑰支援地の『キラiノ☆』



liki　〉0

〒162－0825

東京都新宿区神楽坂6－15　TELO3－3266－1641
営業時間1100－1900wwwyamatOnadeshik°－t°kyocom

博吉∴∴∴∴手、い 

最高級洗えるきものの専門店です。

こだわりの物づくI）で

多くの方々の御支持を頂いてか）ます。

＿＿＿三時互譲
をもの英相楽飯店
〒162－0825東京都新宿区神楽坂主15　神楽坂lT目ビル
℡03（3269）8723幽しくは‾上空墾一一一一一一箪

年中無休、日曜・祭日も営業（正月休み、夏期休暇は除く）
営業時間：午前10：00－午後6：00まで

即 ∴ � �遊龍 「ヽ子 をな 皇手 合直 通し らの 青魚 毒素 すき i優 で � 
彊 

おかげさまで会員4万人。神楽坂初の《地域共通ポイントカード〉 

神楽坂フアン 
くら那カード 

30店のポイントカードを1枚に集約。お買い上げ 
100円につき1ビーム（ポイント）がたまります。 

たまったビームは、お買い物券やいろんな景品と交換できます。 

株式会社 　　携帯サイト用 

鱒 �煙霊boutiqueFAN’H 162－0828 

∴〆∴∴∴∴∴∴∴ 

神楽坂生まれのエコでモダンな染色かレチャー 

山の雪架が薯諜諾インで 

神楽紫86，、醗 



吉野葛の店 

東京松屋春慶：i 

神楽ジェンヌのやすらぎ空間 
手作りパウンドケーキの 

COCOTT〔C八千〔′ 
新宿区津久戸町3－12 
tei：03－3269－2609 

ma両nfo＠cocottecafe．net 

日平電新 曜日詰宿 賃雪薫 繭 ）～I 午午三 役後四 六八〇 時時－ �紳 東 海 銘 ㊨－ ＼籍 凶 �萱葉 酸を 彊 

喜． �皇墓から江戸へ �〔削 �「11 � 

1認定ガイドが都内各所をご案内します… ��塁 8－829 

江戸東京ガイドの会 

委・、S、安全、観て尊しく、食べておいしい 

の神楽板紙農事 

5率㌢Jあd輸，1時～1。蒔 
kagurazaka　定休関鶉躍日） 

諾吉井誌言霊9欝慧緊急 

遼 
翔／くレアナ 



④増野KIM �URÅYAぉいしぎと剛性。高い店 �0 �醒 覇 � 

議連高一　本店：譜鶉離籍蕊脚店：語弊鵠親告， 
一考葦言霊茎雲’　　冨期間i胡9 十m∴ � 

http：／／www．k �muraya－enet．Ce．iP★夜遅くまて婁心してご利用Llに柏ナます。 

網目ii言霊お！ �ワインを気軽に楽しめ �立嫉．． � 

：十㌧ ∴置・；∴ ・ヾ∴÷∴∴ ��：採案● 有機頬 ．iti〇g さtiOB �野菜のサラダ1000円 

すめワイン（グラス）7 すめワイン（ボトル）32 �00円 700円 glII00 

．曾一＿撃蔓婁二言－ ��li● 噺 

●｛　＼ミ 　　　　　l ���紫霊霊ンユ） 

［一会
畠di高9靭彩 

漢　創作料理島DiNiNG潮彩　島D州NG溺彩海の家 

酒膳 

宵の　す　け 
〒162－0825 

食の都イスタンブールの宮廷料理と 

トルコレストラン　ソブラ 

窯監禁伽∴I酪 
複葉坂家ち飛びフェスタ2009

発行日　平成21年10月1日

発行人　日置圭子　　編集・デザイン　渡部晋也
マップ作成　サザンカンパニー

神楽版まも飛びフェスタ実行委員会　　委員長　日置圭子
実行委員　石井瑞穂、大塚裕雅、門田みどり、坂本二朗、佐腰泰子、
柴田彩子、清水奈緒子、菅沼千代、長岡弘志、中村好雅、益田照夫、
平田忍、山口則彦、山下修、よしだみよこ、滅法義孝、渡部晋也

お問い合わせinfo＠machitObinet（神楽坂まう飛びフェスタ実行委員会）

※参加企画についてのお問い合わせは、各企画の連絡先にお願いします。

URL http／／machitObinet　　無断転載を禁す



まち飛びフェスタとは　「まちiこ飛び出した美術館」として　　　ていたのが、神楽坂の良き時代であったのではないでしょうか？
1999年にスタート。今年で11回目を敵える、神楽坂の手づく

り市民参加祭りです。期間中は伝統芸能から現代アートまで多

彩なeO以上のイベント・催事が企画されています。
紅葉や漱石が通過した時代から、昭和の夜店の歩けないほどの
賑わいまで、神楽坂は魅力溢れる文化発信のまちとしての役割
を果たしてきました。坂と路地のヒューマンスケールな空間を

舞台に、伝統的なものからモダンまでが幅広く交差して賑わっ

サポーターパッチ、ヽ1

な－1こ？

サポーターバッチ縛輿一驚

その姿は決して過去のものではなく、実はいまも健在であり、

古典芸能の深い文化層から、もっとも現代的でパワフルな文化
局まで、独自のバランス感覚で分布しているのが、神楽坂の姿
です。「まち飛びフェスタ」は、そんな神楽坂らしさを継承し、

伝統とモダンが一年に一度大きく交差してエネルギーを発信す
る手作りのまちの文化祭です。天高くさわやかな秋の2週間を、
ぜひ神楽坂でお楽しみください。

「まち飛び」の運営を支える特典付パ・ソヂですil個500円ですが、

これをつけて対象イベントに参加すると、特典が受けられるほか、

下にある32の特典毘供店ではそれぞれ魅力的なサービスをご用意し

ています。おトクがいっぱいのl年少ヂをぜひII

←第5回サポーターバッヂコンテストグランプリ　久我朋子さんの作品

Oパティスリーサロン・ドゥ・テ　アミディエ神楽坂500円以上ご購入のお客様に焼き菓子ひとつプレゼント【1000－1900／定休日火刑

El　レストラン＆／ト亀井堂ディナータイムご利用時、デザートサービスtlT30－1400、1700－2300（LO2215）／定休日］祝】

El　ラ・マテイエール　　ご飲食時、グラスワインまたは、ソフトドリンクl杯プレゼント11130－1400（LO）、1800－2100〈LO〉　要予約／定休日月割

回イブテラス　　　　　ご飲食時、ワンドリンクサービス【1800－2400／定休日日曜i

EI YAKiTORi神楽坂　Rouge　ご飲食時、ワンドリンクサービス【1730－2200（」0）／定休日日曜i

n焼き菓子＆サロン・トテGeorgeSand　お買い上げ時、カフェ利用時にマドレーヌl個サービス【平日1100－1900／目視1100－1800定休日月曜（祝日営業、翌日休）i

Elウッドマンズケーキl、000円以上お買い上げのお客樹こ、抹茶シュークリームひとつプレゼント【1100－19．00　不定休I

g今彩　　　　　　　お食事の方にハーブデイをサービス【1800－2400　定休日火曜i

n神楽坂梅花亭　　　消費税サービス【1000－1930／不定休）

圃北町善知鳥（うとう）コース料理を現金でのお支払いの方に限り、10％OFF（ドリンク代以外）【1730－2200（LO）／定休日月曜】

Ⅲ神楽坂ピービーズ　　蜂蜜、ミッロウ製品お買い上げの方10％OFF一ポイント2倍11000－1900　魚体】

圃HaIrMakePrlmaVera「ヘッド・スパ〈地中海式・泥スパ15分・￥2300）」を￥1000にてこ堤供（シ研一＆7回一別）

プリマヴエーラ　　【月水木1000－1930／全土930－2100／日930－1930／定休日火曜】

圃器　うす沢　　　　　お茶を一服提供します（うず沢流）【平日I130－1830　土日祝1130－1700／不定休】

圃　ビストロルミディ　ランチ一律100円引き、ディナー生ビールまたはグラスワインl杯サービスい130－14001800－2130／定休日日曜】

回アンジ工ラ　　　　　店内でお召し上がりの方のお会計から消寅税サービスtl130－1400（」0）、1800－2200（LO）、日祝1700－2100（LO）／不定休1

10和菓子五十鈴　　　お買い上げ金額より消黄税サービス【900－2000／定休日日祝日（10、11月は不定休）】

咽葉歩花庭　　　　　ランチ寄り道コースご予約でプチデザートを特捜デザートに、ディナーおまかせ会席ご予約でオリジナル竹篭プレゼント

【水一土1230－1400　月一土1800－2130（LOI　定休日日曜、第一月曜1

回ココットカフェ　　　店内でご飲食の方に、オリジナルパウンドケーキをl／Uyジ＝lカットプレゼント【平日1230－2000　土日1230－1800　定休日月・火割

田，i、くねこ堂　　　　　2．000円以上お買い上げで和風小物プレゼント【1230－1830／無休）

田トルコレストランソフラご飲食時、トルコオリジナルカラーメッセージカードプレゼントI平日1100－1400、1730－2300　土曜祝日1730－2300／定休日日回

田NORMAL RESTAURANT　＆　BAR　ファーストドリンク（ソフトドリンク、ワイン赤白、カクテル赦種）サービス【1800－2500（フードLO2345、ドリンク」02445）／定休日日柳

田まかないこすめ　　　商品お買い上げの方に「まかないこすめオリジナルToD°シール」を、2、100円以上でrUVクリーム」または「ハンドクリーム」使いきりサイズプレゼント

【月一会1100－1900／土日祝1200－1800／不定休）

田神楽坂上丸岡陶苑　2，000円（税較）以上お買い上げの方に粗品プレゼント【1000－2000／定休日日曜（祭日は不定休）

回助六　　　　　　　お買い上げにつき御晶代10％OFF Il030－2000／定休日第2，3日脚

園東京松屋本店　　　1．000円以上お買い上げ下さったお客櫛こ、粗品をプレゼントします。【平日1030－1830／日祝1300－1830／定休日水曜】

圃神楽坂五十番　　　　ご飲食時、ワンドリンクサービス　お一人様l杯、ソフトドリンク°r生ビールor酒類なんでもl杯。追加は有料です。

【平日1130－2215（LO）2300閉店／土1130－2115（LO）2200閉店／日祝日30－2015（LO）2100閉店／定休日なし】

田HerbaiDiSPenSary　商品お買い上げのお客樹こ、rKAHORiオリジナル　癒しブレンドハーブティー」をプレゼント致しますo

KAHORI t平日1200－1800／土日1200－1700／定休日月火祝日】

困神楽坂　山せみ　　　ご来店で「自家製サンダノアワイン」又は「店長特製デザート」サービス致します。【昼1130－1500（LO1430）、夜1730－2230（LO2200）／定休日なし】

回生粉打ち事　　　　大盛サービスil130－1430／1730－2030（」0）／定休日月曜）

圃神楽坂　和遊　　　　ご飲食またはお買い上げで、和柄の緩ナフキン（20枚入り）をプレゼント【平日1100－1730／土日祝1130－1730／定休日火曜】

田KiMURAYA WeLoveCokeiコカコーラ社　ハッピーをあげる†i500mlペ・ソトボトル飲料（各種）を期間中お買上げ金額1，000円ごとに1本進呈

休店900－深夜030／北町店1000－2100　無休】

田かれ－屋　からかうあご飲食時、チーズトッピング又は博幸5まで無料Il130－1500〈LO〉／1700－2100（LO〉／不定休（基本的には自体．月曜昼のみ営業）

神楽坂まも飛びフェスタ2009　　　　　　　　　　謹発条琵黙ヲ余輩諾／諾操〈請露諾意莞籠全党警
【主催】神楽坂まき飛びフェスタ実行委員会【後援）新宿区　　　　　　　　　　　　　　ホール
【隆義）神楽坂きちづくりの会／相楽坂通り寵店会／神楽坂商店街振興組合／本多横　【協力）UGサトー／昆沙門天蓋国寺／光庶事／JR飯田鷹駅／東京メトロ飯田橋駅・
丁商店会／相楽板仲通り商店会／東京神楽坂組合／東京商工会詰所新宿支部／ラム　　　神楽坂駅／（株）臼井裁断所／草津ホテル　※順不同


