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「和楽器の体験で和のひと時を…」
10月22日（木）、29日（木）／風雅すたいるカフェ
❖15時～17時
❖1,000 円（珈琲・紅茶付）要予約
◆伝統芸能を大事にする町、神楽坂で和楽器の演奏
を体験してみませんか？「さくらさくら」などのお箏
の簡単な曲をお一人10 分～15分程度でご指導致
します。楽器や爪など、演奏に必要な物はご用意し
ますので、お気軽にご参加ください。ご参加いた
だく際にはご予約が必要で
す。又、当日の夜には「邦
楽ＬＩＶＥ」も行っておりま
すので、そちらも是非♪【特
典】ドリンク一杯無料券（次
回ご来店時にお使いいただ
けます。）
◉黒崎喜子、他	
☞ 03-5227-1572
　shop@curetex.jp
　http://www.fugastylecafe.com　
主催：風雅すたいるカフェ

 神楽坂詩吟教室
10月23日（金）／箪笥町出張所
❖14時～17時　
◆私達詩吟クラブは、詩を通し新たな発見や古き歴
史を知り、腹式呼吸の発声で心と体の健康保持の
ため「行くことが楽しみだ」「友に会うのが楽しみだ」
「吟じるのが楽しみだ」と言われる仲間を探してい
ます。
☞ 080-5495-9100
主催：神楽坂詩吟クラブ

 まちと共に 12 年！
小唄 in 神楽坂 2015
10月24日（土）／毘沙門天善國寺書院
❖開場14時30分　開演15時　（終演16時30分）
❖前売　2,000 円		当日　2,500 円	
◆神楽坂在住・宮澤やすみのこの会も、おかげさま
で干支一周。小粋な江戸の音曲・小唄を、トーク
を交え楽しくお届けします。NHK 大河ドラマ「花燃
ゆ」で芸妓役を演じた吾妻春瑞さんの日本舞踊も
必見。かたくるしくない、和のくつろぎライブです。

◉宮澤やすみ（唄、三味線）、吾妻春瑞（舞踊）
☞ 03-5261-5424
　yasumikouta@yahoo.co.jp
　http://yasumimiyazawa.com/kouta.html
主催：宮澤やすみ事務所

 ことのはかぜ「江口」編
10月25日（日）／一乃会	神楽坂	遊楽スタジオ
❖13時30 分開場　開始14時　終了予定17時頃
❖2,000 円	定員30名　できたらご予約を

◆謡曲本文の “朗読 ”と節のついた“ 謡 ”による能の
美しい音韻や言葉の響きに着目したイベント。今回
は普賢菩薩の仮の姿、無常を悟りえた遊女・江口
の登場する、崇高な気品と艶溢れる幽玄の世界を
描いた名曲「江口」です。現代語訳のついたオリジ
ナルテキスト付。
◉観世流シテ方能楽師　鈴木啓吾	
☞ 03-3269-7018
　yugaku_studio@yahoo.co,jp
　http://ichi-no-kai.jp
主催：一乃会

東京の中でも、牛込神楽坂界隈は日本の伝統を肌で感じることがで
きるまちです。江戸時代には徳川家光がこの坂を上がって酒井家に通い、
明治以降は花街を中心に東京でも指折りの繁華街として賑わいをみせます。
そんなこのまちには、現在でも能楽、長唄、新内、常磐津、小唄や端

唄、箏・尺八・三味線、日本舞踊、さらに落語をはじめとするさまざまな
芸能など、伝統に携わる人がたくさん暮らしています。
さらに芸能だけではなく、遠州流茶道をはじめとする、日本独自の文化
を伝えているたくさんの人 も々また、このまちに集っています。
我が国が誇る上質な文化に、神楽坂で触れてみてはいかがですか。

 ―黒坂黒太郎―
コカリナコンサート＆箏のしらべ

10月29日（木）／宮城道雄記念館
❖18時開場　開演18時 30 分（終演予定 20時）
❖2,500 円　定員80名　要予約
◆当館では毎年、箏の演奏に加えて珍しい楽器の演
奏を企画。今回はコカリナ（木の笛）の第一人者、
黒坂黒太郎氏が	『心安らぐ木の音色』	をお届けしま
す。演奏曲：さくら，1本の樹，アメージンググレ
イス，チャルダッシュ　etc.	／春の海，三つの民
謡調，虫の歌，落葉の踊り
◉黒坂黒太郎（コカリナ）　矢口周美（うた・オートハー
プ）　小畔香子、阪元沙有理、大嶋礼子（箏・三絃）
川村葵山（尺八）

☞ 03-3269-0208　http://www.miyagikai.gr.jp
（一財）宮城道雄記念館

 和の伝統工芸、組紐をたのしむ
10月29日（木）、11月3日（火祝）

／クーム組紐文化研究所
❖10時～12時 30 分、14時～16時 30 分
❖2500 円　定員各回 6名　　要予約
◆組紐のストラップを製作し、着物の美の要である
帯締めに欠かせない組紐技術の一端を体験します。

玉につけた色糸を動かしながら
20cmほど組上げます。作品鑑賞、
組紐の歴史のお話などもあり、組
紐の楽しさを多面的にご堪能いた
だけます。残席があれば当日申込
可。
◉講師：道明三保子、市来義子、
松山史子

☞ 03-5228-3432　　m-domyo@par.odn.ne.jp
主催：クーム組紐文化研究所

 遠州流茶道　立礼茶席
武家茶道　綺麗さびの世界

10月30日（金）
／毘沙門天善國寺境内（雨天の場合は書院）

❖13時～17時　　❖ 500 円	
◆神楽坂は３代将軍家光公の時代、老中・酒井忠勝
公の登城のために整備されました。４００年の時
を経た今、この地に酒井忠勝公とは茶の湯を通じ

て縁の深かっ
た小堀遠州公
を流祖とする、
遠州茶道宗家
がございます。
皆様に日本文
化の粋とも云え
るお茶を差し
あげたく存じま
す。

☞ ta-kamakura@daijo.shukutoku.ac.jp
主催：遠州流茶道東京支部

 投扇興を楽しもう！
10月31日（土）／かぐら坂志満金　三階大広間
❖受付10 時　10 時 30 分スタート／12時 30 分～
お食事／午後の部14時スタート	15時 30 分終了
❖3,500 円（お食事付）　要予約
◆江戸時代に始まったお座敷あそびを、神楽坂の
五十畳の大広間で、ゆっくりと半日楽しみません
か？　初心者でも、ゼロからお教えいたしますの
で、心配無用。着物での
ご参加は、大歓迎。午後
3時半には終了しますので、
神楽坂の「まち飛びフェス
タ」を着物姿で散策できま
す。神楽坂投扇興の会では、
高得点の方には、ささやか
ですが賞品をご用意してい
ます。
◉指導：神楽坂投扇興の会	
☞ 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
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遠州流茶道は、江戸時代初期の大名茶人であり、総合芸術家としても 
著名な小堀遠州を祖とする日本を代表する武家茶道です。 
特長は「綺麗さび」と称され、従来の「わび・さび」に、明るさ、 
豊かさ、品格を加えた、洗練された客観性の美、調和の美の世界です。 

◎神楽坂お稽古場

 遠州茶道宗家道場
 赤城神社
 アグネス・ホテル・アパートメント・東京

遠州茶道宗家事務局 〒 東京都新宿区若宮町

電話

〈毘沙門天 善國寺〉にて献茶 
遠州茶道宗家十三世家元 不傳庵 小堀 宗実 

遠州流茶道

エンシュウスタイル
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	はじめての矢来能楽堂
11月1日（日）／矢来能楽堂
❖開演18時　　終演予定 20時 00 分頃
❖ 500 円（足袋を持っていない方：実費 600 円が
必要）　定員100名	 要予約
◆昭和 27年に建てられ、国の登録有形文化財にも
なっている能楽堂です。「能楽堂に来たことがない」、
「能楽を観たことがない」などの方々に、能楽を観
る第一歩として、体験を楽しんでいただき、身近に
なるよう感じていただきます。能楽の基礎講座や、
謡体験、所作の体験だけではなく、「土蜘蛛」の仕
舞を体験し「蜘蛛の糸」を投げることで、体験者
がより受動的に楽しみを感じ、より親しみを感じる
ワークショップです。
◉観世流能楽師：駒瀬直也、奥川恒治、遠藤喜久
　鈴木啓吾
☞ 03-3268-7311
　http://yarai-nohgakudo.com/kyukoukai
主催：公益社団法人観世九皐会

 第25回小天狗よったり会
10月25日（日）／毘沙門天善國寺書院
❖開演14時　終演16時 30 分
❖ 500 円
◆今年も出ます「小天狗よったり会」。もう、四半世
紀も続いている長寿の会です。笑いは健康のバロ
メーター！健康診断のつもりでご来場下さい。
◉橘ノ百圓	めずらしや芝楽	柳花樓扇生	福岡民江
☞ 03-3451-3717
主催：小天狗よったり会

	第52回あかぎ寄席
10月29日（木）／赤城神社　氏子参集殿
❖18時30 分開場　開演19時（終演予定 21時）
❖1500 円　定員100名
◆毎月開催している落語、講談、太神楽の若手芸人
を応援する「あかぎ寄席」。皆様のおかげで、無事
に５年目を迎えることができました。伝統芸能の地・
神楽坂で少しずつ成長してゆく彼らを、ぜひ応援し
てください！
◉昔昔亭A 太郎、立川こはる、神田松之丞、雷門音助
☞ 03-5809-0550
　http://yose.akagi-jinja.jp	
主催：赤城神社

 はじめて日本舞踊
～手ぶらで気軽に和体験!!～

11月1日（日）／イカセンターはなれ
❖13時～14時 30 分　15時 30 分～17時
❖2500 円　定員各回15名　要予約
◆日本舞踊の体験レッスンで「さくらさくら」を踊り、

立ち居、振る舞いや
美しい姿勢、着物
の基本知識を学び
ます。着物・洋服い
ずれでも参加OKで
す。希望者には有料
で着付けサービスも
あります。おいしい
お茶と和菓子付き!!

☞ 03-3260-2002　　ririnokai@hotmail.com
http://homepage3.nifty.com/ririnokai/
主催：莉利の会

 東日本大震災復興支援 ～絆 LIVE～
10月25日（日）／Art	Restaurant	ア・ポワン神楽坂
❖開場17時　開演17時30分（2ステージ　21時終演）
❖7000 円（飲食代、飲み放題込み）
◆昨年に引き続いてHIDE、TOMOKO、いっくんの
３人によるユニット、D’STARSによる様々なジャン
ルの音楽をお楽しみ
下さい。会費の一部
を岩手県大船渡の保
育園児逹の元へ寄付
します。
◉D’STARS　
☞ 080-6656-1655
　kyasap-ntk-1059@ezweb.ne.jp
　http://www.netfile.co.jp/kagurazaka/
主催：東京神楽坂ライオンズクラブ

 神楽坂映画祭2015 
～加賀まりこ＆森田芳光スペシャル～
10月28日（水）～31日（土）

／飯田橋ギンレイホール
❖10/28（水）10：00 ～　10/29（木）9：20 ～
　10/30（金）・31（土）23：00 ～オールナイト
❖10/28､29　一般 800 円 /学生500 円（入替制）
　10/30､ 31オールナイト　一般 2000 円 / 学生
1000 円　定員202 席	 前売り有
◆今年の神楽坂映画祭は、神楽坂にちなみ、女優・
加賀まりこさんと故・森田芳光監督の作品を特集上
映いたします。
　10/28：加賀まりこスペシャル「麻雀放浪記」「美
しさと哀しみと」「泥の河」
　10/29：森田芳光監督スペシャル「阿修羅のごとく」
「失楽園」「家族ゲーム」
　10/30：オールナイト：加賀まりこスペシャル
　10/31：オールナイト：森田芳光監督スペシャル
☞ 03-3269-3852　http://www.ginreihall.com

主催：
飯田橋
ギンレイホール

 神楽坂化け猫フェスティバル2015
10月18日（日）／受付本部：高齢者福祉施設神楽坂

開催範囲：神楽坂縦断
❖受付時間：10時～14時　
　化け猫パレード：14時～15時	
◆猫をテーマに仮装していれば、老若男女誰でも参
加できる、猫版ハロウィン祭り。メインはお馴染み、
神楽坂縦断「化け猫パレード」！その他、本格猫
メイクやフォトセッション、ちび猫のための化け猫
めぐりなどしかけは様々。化けたまま一日まちで遊
び倒そう！
☞ 03-6304-1600（事務局）
　staff@okame-ya.com
　http://bakeneko.oops.jp/
主催：化け猫フェスティバル事務局

アグネスホテル東京 ランチタイムコンサート
しらいみちよが歌う 金子 みすゞの世界
10月21日（水）／アグネスホテル東京	アグネスホール
❖開場11時 30 分　開演12時（終演12時 30 分）
❖予約不要（当日のランチをレストラン「ラ・コリンヌ」にてご
予約いただいたお客様には、前方の優先席をご用意いたします）
◆毎月１回アグネスホテル東京が贈るお昼のひとと
き。今回は神楽坂まち飛びフェスタ参加企画として、

作曲家松岡宏明が金子みすゞ
の詩にオリジナルの曲を作り
話題となった	CD「しらいみち
よが歌う金子みすゞ歌集」を
生ステージで再現！彼女の澄
んだ歌声と朗読で金子みすゞ
の心を揺さぶる感動の世界を
お楽しみください。

◉しらいみちよ（歌・朗読）
☞ 03-3267-5548
　http://www.agneshotel.com/event/
主催：アグネスホテル東京（ランチタイムコンサート事務局）

「伝統」に「モダン」が交差するのが神楽坂の魅力。このまちには、
現代的でポップな要素もあちらこちらに転がっています。筆頭はコンテンポ
ラリーダンスの世界でその名を知られるセッションハウス。ここからは日本
を代表するダンサーが何人も羽ばたいています。その他にも演劇 ･音楽・
アートなど、いろいろな才能が集まっているのがおもしろいところでしょう。
また日曜と祝日には正午から夜まで歩行者天国となるこの通り一帯では、
最終日を飾る大イベント「坂にお絵描き」をはじめとして、迫力の阿波踊り
や楽しい化け猫たちの怪しげな集会が登場します。
観て、聴いて、参加して…楽しい秋の日をお楽しみ下さい。

エ
ン
タ
メ
＆
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ト
リ
ー
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©	1965	松竹株式会社
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	ダニエル コフリン
アコースティックギター毘沙門天ライブvol.2
10月31日（土）／毘沙門天善國寺書院
❖開場17時半		開演18 時
❖2000 円	（チケット制			イープラスで販売）
◆福島県出身			ギタリスト		東京都認定	ヘブンアー

ティスト（音楽部門）。通常の
演奏活動と並行して、都内各
所でフリーライブも敢行中。
昨年に続き、再び毘沙門天で
演奏をさせて頂きます。

◉ダニエル	コフリン	（ギタリスト）	 	
☞ info@daniel-coughlin.jp	
　http://daniel-coughlin.jp	
主催：danny	office

	東京発ダンスブリッジ・
インターナショナル

10月31日（土）、11月1日（日）
／セッションハウスB1スタジオ

❖10月31日（土）開演19時（終演 20 時 30 分）
　11月1日（日）開演14時（終演15時 30 分）
	 	 	 開演18 時（終演19時 30 分）
❖前売 3,000 円、当日3,500 円、学生　2,500 円	
定員100 名　出来れば予約をお願いします	
◆現在第一線で活躍する国内外のダンサーが小劇
場セッション
ハウスに結集
し、3 企画 6
日間にわたる
ダンス・フェ
スティバルを開催。
　10月31日と11月1日は Part2としてシンガポー
ルから国際的にも評価の高い舞踊団を招き、日本
の中堅ダンサー2組と競演します。
◉杏奈、T.H.Dance	Company（シンガポール）
　松本大樹ほか
☞ 03-3266-0461　　mail@session-house.net
　http://www.session-house.net
主催：セッションハウス企画室

 みんなで踊ろう♪　阿波踊り
11月1日（日）／神楽坂通り
❖12時～15時
◆秋になってもやっぱり楽しい阿波踊り♪　まち飛び
でも恒例となってまいりました神楽坂かぐら連。毎
回新しい構成を加え皆様を飽きさせません♪　元気
な掛け声にあわせて、ご一緒に神楽坂の坂を踊って
みませんか。夏より更にパワーアップしたかぐら連を
お楽しみに♪

☞ info@kaguraren.jp　　http://kaguraren.jp/
主催：神楽坂　かぐら連

 伊東正明のうつわ
10月15日（木）～20日（火）／gallery坂	
❖１１時～19時最（最終日	１７時）
◆うつわは、料理の背景です。何でも受け
入れる器もあれば、考えることが愉しく
なる器もあり、作り手と使い手の駆け引
きが面白いんです。湯河原のみかん灰と
真鶴の本小松石を釉薬に使ったうつわ
の数々。伊東正明の、食を楽しむうつわ。
手取りを感じながらご堪能ください。
☞ 03-3269-8330
　info@gallery-saka.com
　www.gallery-saka.com
主催：伊東正明

	

  レンジファインダー・カメラ展
10/17（土）～11/1（日）

／美容室プリマヴェーラ神楽坂
❖11時～18 時　火曜休	
◆レンジファインダーカメラとは、光学視差
式距離計が組み込まれており、距離測定
に連動	して撮影用レンズの焦点を合わせ
られるカメラのこと。今回はライカ、ニ
コン、キャノンなどの世界的な名機を取
り揃えました。店の内外に展示していま
すので是非ご覧ください。
☞ 03-5225-1337
　http://primavera-kagurazaka.jp/
主催：美容室プリマヴェーラ神楽坂

	愛すべき小さな器たち、
昔のもの、新しいもの。
10月17日（土）～11月3日（火）
／アンティークと器のお店、カフェmarugame
❖12時～17時　月火曜休（11/3を除く）
◆手のひらに乗る小さな和食器は日本人な
らではの美意識にあふれています。小さ
なキャンバスに描かれた伝統的な文様や
ユーモア。小さいけど個性豊かな形。古

いけど斬新な骨
董豆皿や、なぜ
か懐かしい現代
の器。そんな愛
すべき可愛らしい
小さな器を集めま
した。

☞ 03-6280-7940
　tomomi.marugame@gmail.com
　http://marugame-oguriyokochou.
at.webry.info/

主催：アンティークと器のお店、カフェ
	marugame

 表装作品展
（石曽根和佳子表装教室作品展）
10月17日（土）～10月24日（土）

／クラフト孝和
❖11時～18 時（最終日～16時）
◆昔から伝わる表装の技術や材料は大切に
受け継ぎながら、作品は自由で現代的な
感覚で作っている表装教室の作品展です。
和や洋に囚われることのない新しい世界
観の掛軸や屏風、桐パネルが限られた住
空間の可能性を拡げているのを感じてく
ださい。

☞ 050-3632-2717
　http://craftkowa.blog.fc2.com
主催：石曽根和佳子

 器はじめ
～豆皿から食卓を華やかに～
10月17日～11月3日（火）

／ギャラリー＆カフェ	帝	Mikado
❖11時 30 分～19 時　水曜休
◆赤城神社の目の前で、北海道、岩手、石
川、京都、佐賀、熊本から「ずっと使い
続けることで器を育てて欲しい」という思
いを持った現代作家さんの器を紹介。私
達の思いは、昨日よりも今日が少しでも
楽しくなるお手伝いをすること。器初心
者、大歓迎です！
☞ 03-3235-3222
　http://utｓuwa.co/
主催：ギャラリー＆カフェ	帝	Mikado

	神楽坂ハッピー・サックス・アンサンブル
音楽之友社テラス演奏会 
11	月3	日（火祝）

／音楽之友社別館前テラス
❖第1ステージ13時　第2ステージ14時 30 分

　（それぞれ 40 分程度）　
◆2010年以来続けている企画。「子供からおじいちゃ
ん、おばあちゃんまで音楽によってハッピーにした
い」をモットーにしている小串俊寿の指揮で、門下
の東京音楽大学などの大学生及び卒業生が屋外演
奏を繰り広げます。曲目は《A列車で行こう》《モー
ツァルト・メドレー》《青春の輝き》《旅立ちの日に》
など、クラシック、ジャズ、ポピュラーまでおなじ
みのものばかり。子どもたちがまわりで踊ったり、
毎年楽しいお祭りになりますよ。お誘い合わせてお
いで下さい。	
◉指揮・指導　小串俊寿。東京芸術大学、パリ音楽
院を1等賞（プルミエ・プリ）で卒業し、各地のステー
ジで活躍している小串俊寿の門下生。東京音楽大
学、昭和音楽大学の学生など。

☞ 03-3235-2112
　http://www.ongakunotomo.co.jp/
主催：音楽之友社

	街角が劇場に！？
CAVAの神楽坂パントマイム劇場！！
11月3日（火祝）／神楽坂通り	路上
❖12時～	14 時～	16 時～（上演時間は約２０分です）
◆パントマイムで語られる無声映画のようなライブパ
フォーマンスです！フランス、イギリスの地元紙から
"日本産まれのチャップリンの隠し子達による愛す
べきたくらみ "と評されるパフォーマンスを秋の神
楽坂でニヤニヤ、ワクワクしながらお楽しみくださ
い！

☞ CAVA　070-5585-3388
　info@cava-mime.com
　http://www.cava-mime.com
主催：CAVA

	十三夜 　男の酒器 女の酒器
10月17日（土）～26日（月）／神楽坂	暮らす。
❖12時～19 時　10/19（月）20（火）休
◆10/25は十三夜で、十五夜と並ぶ秋のお
月見の日和。「神楽坂	暮らす。」では、そ
んなお月見の夜の宴で使いたくなる手仕
事の盃をご紹介いたします。粋で楽しく、
心が躍るような大人のための酒器が揃い
ますので、ぜひこの機会にご来場くださ
いませ。
◉作者：武曽健一、黒川大介、吉田崇昭他
☞ 03-3235-7758
　http://www.room-j.jp
主催：神楽坂	暮らす。

 Silk Cat 2015
10月17日（土）～26日（月）／ふくねこ堂
❖12時 30 分～18 時 30 分
◆猫が似合う街、神楽坂の路地裏に手触り
のよい絹の猫たちが集合しました。	いろ
いろな作家さんの制作した可愛い猫雑貨
たちです。お気に入りの猫を探してみて
下さい。展示販売しています。５月生ま
れの新店長もご来店をお待ちしています。

☞ 03-6319-6000
　http://fukunyanko.exblog.jp/
主催：ふくねこ堂

 アインシュタイン展
@ 近代科学資料館

10月17日（土）～10月31日（土）
／東京理科大学　近代科学資料館

❖10 時～16時　日月曜休
◆アインシュタインの業績と人となりを紹介
する企画展です。1915 年に一般相対性
理論が誕生して100 周年を記念して開
催。どのようにして相対性理論が生まれ
たのか、いったいどのようなものなのか
を紹介します。

☞ 03-5228-8224
　http://www.tus.ac.jp/museum/
主催：東京理科大学　近代科学資料館

神楽坂界隈にはギャラリーも
沢山あります。そこには伝統を
感じさせるものから、ポップな
現代美術まで、それぞれとって
も個性的です。まち飛びフェス
タでご紹介するのは、1年のう
ちの数週間、ほんの一部でし
かありませんが、これを機会に、
さまざまなアートに触れてみて
はいかがでしょう。

展示

ライカⅢa
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 ネコットカフェ☆２０１５
10月17日（土）～11月1日（日）

／ココットカフェ
❖水木金13時～19時	土日13時～18時

（LOは閉店 30 分前まで）月・火曜休
❖１ドリンクオーダーをお願いします
◆パウンドケーキのおいしいお店・ココット
カフェは、この時期だけ『ネコットカフェ』
になる！？店内にはねこ・ネコ・猫作品が
並びます。どうやら化け猫たちまで集ま
るとか…？毎年のことですが、猫カフェで
はありませんのでどうかご注意を！
☞ jisyakuya@yahoo.co.jp
　http://cocottecafe.net/
主催：ねこっとズ

 はがき掛けとはがき入れ桐箱
10月17日（土）～11月3日（火、祝）／椿屋
❖10 時～20 時
◆長い間、立派な床の間に飾られていた掛
軸の技術と材料を大切に受け継ぎ、現代
の生活の中で活かされるはがき掛けを作
りました。また大切な品を火災や湿気か
ら守る為に使った桐箱を古紙や和紙、箔
で飾り、はがき入れ桐箱にしました。
☞ 03-5261-0019
　http://craftkowa.blog.fc2.com
　椿屋・石曽根和佳子

 がいこつポストカード展
10月17日（土）～11月3日（火、祝

／カフェ　スキッパ
❖11時 30 分～20 時　木曜休
◆店主の描いたがいこつのポストカードを
展示、販売いたします。
☞ 03-3267-3839
　www.cafe-skipa.com
主催：カフェ	スキッパ

 オリジナル版画によるフジタ・
シャガール・ミュシャ版画展
10月17日（土）～11月3日（火、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
◆ヨーロッパの版画は15世紀以降、大き
な発展を遂げました。現代では芸術の表
現方法として多くの作家がリトグラフや銅
版画を制作しています。世界的に評価さ
れている３人が生涯に手がけたオリジナ
ル版画をご紹介します。
☞ 03-3235-1547

主催：アート・ジャン・バンドーム株式会社

 絵本原画展：タベールだんしゃ
く神楽坂にあらわる２
10月20日（火）～10月25日（日）
／神楽坂・光鱗亭ギャラリー（矢来町41）

❖11時～19 時（最終日～17時）
◆1作目「タベールだんしゃく」から4 年、
待望の2作目「タベールだんしゃく	ケー
キがたべた～いのまき」が完成！その出
版を記念して原画展を開催します。小さ
なおじさん、タベールだんしゃくが、真
夜中にケーキ屋さんで大奮闘！果たして、
ケーキを食べることができるかな？
☞ kenkensak@gmail.com
　http://ikuko.sakamoto.mobi

主催：
さかもといくこ

 コマツ・コージ 
バック・イン・ワンダーランド

10月21日（水）～25日（日）
／Salon	de	Thé	un	Gâteau

❖平日11時～19 時　
　土日祝12時～18 時 30 分
❖カフェ営業のためオーダーをお願いしま
す
◆たいへんに可愛らしい人形やカバンを
作っています。是非見に来て下さい。
☞ 03-3260-6615
　http://www.un-gateau.com	
主催：Salon	de	Thé	un	Gâteau

 吹・彫・削　伊藤仁美作品展
10月22日（木）～27日（火）／gallery坂
❖１１時～19時最（最終日	１７時）
◆近年、不透明なガラスに立体的な彫刻を
施すシリーズを発表する本展ですが、今
秋は初心に立ち返り、ガラスの王道、透
明でキラキラの作品も登場致します。透
明と不透明の対比、伊藤仁美のガラスを
どうぞお愉しみください。
☞ 03-3269-8330
　info@gallery-saka.com
　www.gallery-saka.com

 淹れる、映える、味わう・・・
大人の珈琲時間

10月24日（土）～11月8日（日）／E-to
❖11時 30 分～20 時　月曜定休
◆お気に入りのポットとカップで香り高い珈
琲を。大人だからこそ味わえる贅沢なひ
ととき。4人の陶芸作家によるポット＆
カップ展。会期中バイシクルコーヒーさん
によるオーガニックコーヒーの試飲やオリ
ジナルのお菓子などの販売も致します
◉河内　啓、kei	condo、中原真希
	 平野日奈子　他
☞ 03-6457-5009
　e-to@jamstudio.jp	
　http://jam-studio.jp/e-to
主催：E-to

 アンティックショップ artique
「時間を旅する」

10月24日（土）～11月3日（火・祝）
／睦月　うつわギャラリー＆カフェ	２階

❖12時～18 時（最終日17時）
　10/26（月）休
◆埼玉県東松山市で古道具屋を営んでいる
artiqueさんは、フランス、ドイツ、イギ
リスなど国を問
わず蚤の市を巡
り、面白いもの、
物語のあるもの、
ぼろぼろで美し
いものなど、あ
まり目にしないも
のを集めています。睦月のギャラリーで
は、古い物が時を経て次の居場所を探し
て旅をするような、ノスタルジックな世界
を御見せします。（即売も有り）
☞ 03-5579-8975
　Kdgft339@ybb.ne.jp	
　http://mutsuki-utsuwa.com
主催：睦月

 フジタタカヒロ作品展
『ネコの手かします』

10月27日（火）～11月1日（日）
／光鱗亭（こうりんてい）ギャラリー

❖11時～19時（最終日17時）　
◆人の顔が動物に見えてしまうのが特技の
イラストレーター。去年のまち飛びフェス
タ、神楽坂アートスクエアで、観客から
の最大得票を獲得し、個展実現となりま
した。また、今年のアートスクエアにも
参加します。　さらに、このパンフレット
の表紙もフジタタカヒロさんの作品です。
　もっと見たいと思った方は是非、神楽坂
駅すぐの光鱗亭ギャラリーにどうぞ。親

子で楽しめるワー
クショップも開催
予定です。

☞ 03-6265-0630
主催：フジタタカヒロ

RIKA SAITO 
ビーズアクセサリー展 2015

10月27日（火）～11月3日（火）
／Salon	de	Thé	un	Gâteau

❖平日11時～19 時
　土日祝12時～18 時 30 分
❖カフェ営業中につき、ワンドリンク以上の
ご注文をお願いします
◆シンプルだけどさりげな
く主張していて、どん
な装いにも合うアクセ
サリーを作っています。
お気に入りを見つけに
いらして下さい。

☞ 03-3260-6615	
　http://www.un-gateau.com	
主催：Salon	de	Thé	Un	gâteau
（サロン・ド・テ	アン・ガトー）

temame 公募
「ワンポイント展 BO・TA・N」

10月27日（火）～11月7日（土）
／神楽坂	temameÍ

❖１１時～１８時　日曜定休	
◆毎年「まちとびフェスタ」に合わせて、生
活	にちょっとしたワンポイントを！をコン
セプトに、手作り作品の公募展を開催し
ています。	好評により今年もテーマは「ボ
タン」です。	手しごとが詰まったボタンや、
ボタンをアレンジした作品などいろいろ集
まります。

☞ 03-6228-1600
　temame@grazie.co.jp
　http://www.grazie.co.jp/temame/
主催：ギャラリー・ショップ＋カフェ

神楽坂　temame

 まざあぽっと・あきの器展
vol.10「しろに萌える」

10月27日（火）～11月2日（月）／セッション
ハウス2Fガーデン
❖12時～19 時
◆鹿児島に窯を構え制作している陶芸家・
松岡明子の2年ぶりの東京展。「くらし
をあそぶ」をモットーに、花器の大作か
ら小皿に至るまで暮らしを彩るさまざま
な作品を制作、今回は “白色 ” が醸し出

す繊細な語り
口に挑戦した
作品を主軸に
置いた展示を
行います。

◉作者：松岡明子
☞ 03-3266-0461
　takashi@session-house.net
　http://www.session-house.net
主催：セッションハウス企画室

 和洋折衷 コート展 2015
10月28日（水）～11月3日（火、祝）

／ふくねこ堂
❖12時 30 分～18 時 30 分
◆和洋折衷。和装でも洋装でも着用出来
る、形の綺麗な創作コートの展示会です。
コートの裏地には着物の古布が使ってあ
ります。古布ならではの織、柄、染めが
素敵です。全て一点物の手作りコートです。
軽さと柔らかさをご堪能下さい。
☞ 03-6319-6000
　http://fukunyanko.exblog.jp/
主催：ふくねこ堂

 陶の風景　～地中海より～
宮多一尾 作品展

10月29日（木）～11月3日（火）／gallery
坂

❖１１時～19時（最終日	１７時）
◆地中海の風に吹かれ、時と共に変わりゆ
く原景、いにしえの星空に浮ぶ中世の建
物、幾重にも連なる時の流れを、陶と木
で幻想的に表現する宮多一尾の作品群。
未だ見果てぬ遥
か彼方の風景に、
憶いを巡らせるひ
とときを。

☞ 03-3269-8330
　info@gallery-		saka.com
　www.gallery-saka.com	
主催：宮多一尾

 川又敦子油彩展 
旅のかけら～色彩の旅 2015

les Voyages des Couleurs
10月31日（土）～11月3日（火、祝）

／えすぱすミラボオ
❖11時 30 分～19 時	
◆ヨーロッパの旅を続けながら、その想い
と記憶・印象を、色彩という手段を使つ
て表現しています。街の持つ表情、香り
と色を感覚で捉えています。今回は、歴
史薫るコーロッパの
風景を鮮やかな色
彩で描いた油彩を
中心に展示します。

☞ atsuko-k@beige,plala.or.jp
　http://atsuko-k.blogspot.jp
主催：Atsuko	K.（川又敦子）
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 しおりプレゼント＆リサイクル市
しおりプレゼント：10月17日（土）
　～11月3日（火祝）　＊毎日先着10名
リサイクル市：10月17日（土）、18日（日）、24
日（土）、25日（日）、31日（土）、11月1日
（日）、3日（火祝）＊一人2冊まで

／新宿区立中町図書館
❖火～金　9時～19時　
　土、日、祝　9時～18 時　月曜休
◆カウンターで本を借りて「まち飛びフェス
タで来館しました」と言っていただければ、
オリジナルしおりをプレゼント。また図書
館で役目を終
えた本をご希
望の方にお分
けします。各
日 50 冊程度、
当日分がなく
なり次第終了。
この機会にぜひ中町図書館へどうぞ。
☞ 03-3267-3121
主催：新宿区立中町図書館
	 	 （指定管理者：丸善株式会社）

 Happy はちみつ占い
10月17日（土）～11月3日（火､祝）

／神楽坂ピービーズ店舗内
❖10 時～18 時　　❖300 円
◆ニュージーランドはちみつ専門店神楽坂
ビービーズでは、期間中「Happy はちみ
つ占い」をおこなっております！ご参加い
ただいた方に、はちみつ付きの占い結果
をお渡しします。「まち飛びフェスタ」期
間中の特別企画です。ご参加をお待ちし
ております。
☞ 03-3235-7858
主催：神楽坂ピービーズ

 楽器に触れ、音を楽しむ♪
10	月17	日（土）～11	月3	日（火祝）

／ミュージックスタジオユニバース
❖11時～20 時　不定休　要予約
◆音楽スタジオに足を運んでみませんか？
音を出すのは楽しいですよ！実際のレッス
ンを体験することができます。経験者の
方はお悩み相談もお気軽に！当スタジオ
でレコーディングした作品や講師の作品
もプロの環境で試聴可能。ご予約の際は、
やりたい楽器や目的をご相談ください。

☞ 03-4400-5880
　studio@universe.jpn.com
　http://studio.universe.jpn.com
主催：ミュージックスタジオユニバース

 外側からも内側からも、キレイに！
続けられる美容食を学びましょう♪
10	月	17	日（土）～	11	月	3日（火祝）

／神楽坂まかないこすめ本店
❖平日・土曜　10 時 30 分	～20 時	
　日曜・祝日　11	時	～19 時
◆老舗金箔屋で働く女
性たちの知恵から生
まれた『まかないこ
すめ』は、伝統的な
和素材を使用したコ
スメを作ってきまし
た。今年は、食材や
文化に目を向け「内
側からも外側からも
キレイに」をコンセプトに日本伝統の食文
化を伝えます♪詳細はHPをご覧くださ
い	。
☞ 03-3235-7661
　press@kinpakuya.com
　http://e-makanai.com
主催：まかないこすめ

ボーイスカウト新宿第 17 団バザー
10月18日（日）／神楽坂6丁目付近
❖12時～16時
◆神楽坂を中心に活動しているボーイスカ
ウト新宿第１７団が開催するバザーです。
焼きそば、フランクフルト等の食事やゲー
ムを準備してお待ちしております。是非、
お立ち寄り下さい！
☞ contact@bs-shinjuku17.org
　http://www.bs-shinjuku17.org/
主催：ボーイスカウト新宿第17団

 さくら（和テイストの生活雑貨店）
10月24日（土）／毘沙門天善國寺境内
❖11時～17時
◆和の雰囲気を現代の日用雑貨に取入れ
た提案ショップです。猫や和風の花柄を
テーマに、アクセサリーや雑貨等を取揃
えています。オリジナルのアクセサリー
や雑貨などの手作り体験ができるワーク
ショップもあるので、お子様たちも楽しむ
ことができます。
☞ 03-3265-2821
　http://www.f-sakura.ac.jp/
主催：専門学校ファッションカレッジ桜丘

]

 神楽坂まちづくりの会の情報案内
10月17日（土）＊雨天18日（日）に順延

／毘沙門天善國寺（門前スペース）
❖10 時～16時
◆神楽坂を良く知る、まちづくりの会のメン
バーが神楽坂の情報案内をします。神楽
坂ってどんな街？地元の人とコミュニケー
ションをとってみませんか？
　興味ある情報を聞いてみたり、発見が
あったり…♪開催日はぜひ、お立ち寄りく
ださい！
☞ http://kgrzk-machidukuri.jimdo.com/
主催：神楽坂まちづくりの会

 切り絵体験教室	
10月17日（土）／毘沙門天善國寺境内
❖12時～16時（雨天中止）
◆切り絵かっぱ会は永い間、地域との交流
を基に活動しております。この機会に小
学生から大人の方まで、用意されたプリ
ントから好きな物を選びカッターナイフ
による切り絵作成（光と影の造り出す面
白さ、楽しさ）を体験されてはいかがで
しょうか。会員が丁寧にご指導いたしま
す。神楽坂での楽しい思い出として是非
お越し下さい。
主催：神楽坂「切り絵かっぱ会」

 VERDE （ヴェルデ） 
オーストラリアプリザーブドフラワー
15 周年記念作品展
10月16日（金）～10月22日（木）／神楽坂＋
❖10 時～19 時
◆オーストラリアの原野に咲くワイルドフラ
ワーを特殊加工したオーストラリアプリ
ザーブドフラワーを使った作品展。目に
新しい植物の形状と大胆な発想で材を天
然の爽やかな香りに包まれた空間でお楽
しみ下さい。展示・体験レッスン・販売
を行います。

☞ 03-5261-2466
　verde-info@verdeweb.jp
　http://verdeweb.jp
主催：VERDE（ヴェルデ）

 ふくしま市
浜・中・会津 心はひとつ福島。
福島の美味しい特産品をどうぞ

10月17日（土）／毘沙門天善國寺境内
❖12時 30 分～17時 30 分
◆震災以来たくさんのご支援をいただき心
より感謝申し上げます。新鮮野菜、伝統
の味と技、旨い酒。今年も福島の女性た
ちが浜、中、会津の「美味しい」をお持ち
します。ぜひお出かけ下さい。
☞ 024-536-5511
　ikeda@fukushima-cci.or.jp
　http://www.fukushima-cci.or.jp/
主催：福島県商工会議所	女性会議連合会

 神楽坂まちなみスケッチ会
10月17日（土）／毘沙門天善國寺集合

その後神楽坂一帯で写生、撮影
❖10 時集合、まちあるきに出発。
　各自スケッチ後、再集合し解散
◆「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。
　http://egakukai.web.fc2.com/
主催：ＮＰＯ東京を描く市民の会

この期間中は楽しい催事も盛
りだくさんです。きものが似合
うまちにふさわしい和小物の紹
介や人気のマルシェ。子供たち
に向けたプログラムさらにいろ
いろなまちあるきなど、実に多
彩。切り絵教室やスケッチ会な
どに参加するのもいいでしょう。
新たな好奇心が、そこから生ま
れるかもしれません。

催事
体験

東京平版様
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 神楽坂きものフリマ 2015
11月1日（日）／居酒屋	竹子
❖11時～16時（最終入場 5時半）
❖定員70名
◆お陰様でスタートから10 年目！　開場待
ちの行列も恒例の人気イベントに成長し
ました。営業前の居酒屋さんをお借りし
て、着物フリークがお宝を大放出 !!　丁
寧な仕事が光る作家さんたちの和小物も
毎回大人気です♪　神楽坂散策のおつい
でに、お立ち寄りくださいね。
☞ kagurazakakimonofm@yahoo.co.jp
　http://park5.wakwak.com/~rakugo/
kimonofrima/
主催：神楽坂きものフリマ実行委員会

 ボートに乗ろう！～お濠をキレイに～
11月3日（火、祝）／CANAL	CAFE
❖11時 30 分～16時	
◆文化の日に沢山の方々にボートに乗って
頂くだけでなく、お濠の浄化活動にも参
加して頂く企画です。30 分のご利用が
無料で、乗船中にEM団子を投入して頂
きます。
☞ 03-3260-8068
　http://www.canalcafe.jp
主催：CANAL	CAFE

 マーブリング・デコを使って
オリジナルけん玉をつくろう！！
11月3日（祝）／毘沙門天善國寺境内
❖12時～16時半
けん玉￥1000　ヨーヨー￥500
◆昨年大人気だったマーブリングでけん玉！
今年もやります。世界に一つだけのオリ
ジナルけん玉を一緒につくりませんか？	
☞ 03-3931-4211
　ishii@nicker-enogu.com
　http://www.nicker-enogu.comi
主催：ニッカー絵具

 東北×神楽坂

震災復興支援サロン 2015
10月18日（日）
／東京理科大学森戸記念館２階第３会議室
❖パネル展示と交流サロン　13時～17時
　神楽坂×東北被災地トークセッション

14時～16時
◆東日本大震災から４年半。復興に携わっ
ている神楽坂人、神楽坂にゆかりある東
北人が集います。神楽坂で何ができるの
か、何が期待されるのか、和やかな雰囲
気のなかで交流し、人々のつながりを深
めます。パネル展示もある交流サロンで
す。ぜひご来場ください。
☞ 03-5225-4441

　ssuzuki@hearts-
design.com
主催：ＮＰＯ法人粋なまちづくり倶楽部

 坂カフェ＆まちあるき UDBB 2015
～ユニバーサルデザインのまち歩き～
11月1日（日）／毘沙門天善國寺境内
❖10 時～16時　小雨決行
❖まち歩き200 円（コーヒー付）
　コーヒーのみ100 円
◆介助者がつき、坂道でも神楽坂を楽しめ
るまち歩きを行います。毘沙門天境内特
設カフェでは、美味しいコーヒーをご用
意しています。心理テストや、抽選による
神楽坂スペシャルギフトもあります。どな
たでもご参加ください。
☞ 03-5225-4441
　ssuzuki@hearts-design.com
主催：UDBB（代表	NPO 法人粋なまちづ
くり倶楽部）
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上州草津温泉 西の河原入口

〒317-1711	群馬県吾妻郡草津町479
http://www.kusatsuhotel.com/

Tel:	0279-88-5011
Fax.	0279-88-2356

 和・小物・冬したくⅦ
女流作家、職人さんを中心とした和物催し
１0月25日（日）

／東京理科大学　森戸記念館２階
❖10 時～18 時
　ワークショップは有料
◆古くから伝承されている新宿区の染色技
術や、染め、織り、伝統的な手法による
和小物等、それに関わる職人、作家の
世界観を、一部ワークショップを交えて
ご紹介します。着物姿が似合うこの季節、
この街ならではの催しとなります。
☞ 03-3269-2609
　http://www.facebook.com/
　kimono100kagurazaka
主催：きもの百人　	神楽坂

 眠っている “ 本 ” や “ お宝 ” で国際
協力～今年は本と一緒に、家に眠っ
ている “ お宝 ” もご寄付ください！
10月30日（金）～11月3日（火）

／毘沙門天善國寺門外
❖11時～16時
◆読まなくなった本やCD・DVD、使わな
くなったブランドバッグやアクセサリー、
携帯電話・スマートフォン、貨幣セット
やカメラなど、お部屋の片隅に眠ってい
る“お宝 ”をお譲りください。提携企業
により買い取られ寄
付となって、シリア
難民やアフガニスタ
ン、イラクなどで教
育支援や生計回復支
援などに使わせてい
ただきます。「なんと
なく価値ありそう！」
と思ったものも、ぜひお持ちください！
☞ 03-5225-9352
　info@jen-npo.org
　www.jen-npo.org
主催：特定非営利活動法人 JEN（ジェン）

 鏡花・金沢・神楽坂
10月31日（土）～11月3日（火）

／五感肆パレアナ
❖10 時 30 分～18 時
❖街歩き1000 円（おやつ付）
　お茶会 500 円
❖定員：街歩き1回10 名　お茶会1回 6名
　街歩き、お茶会は要予約　見学は随時
受付	予約は03-3260-4848		Fax	03-
3269-1748
◆金沢に生れ、神楽坂で活躍した泉鏡花に
ちなみ，●鏡花がらみの街案内　●金沢
のお抹茶、神楽坂の和菓子によるお茶会
●金沢直送名品の販売少々
　鏡花をご縁に金沢と仲良くし、神楽坂を
識ろうというちょいと知的なプロジェクト
です。お楽しみを。
☞ 03-3235-6951（パレアナ　浅野）
主催：鏡花を追ってプロジェクト

 うれしい！楽しい！
牛込ボランティア！

10月31日（土）／毘沙門天善國寺境内
❖10 時～15時　雨天中止
◆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。寄付していただい
た端切れを再利用して小物や布ぞうり等
の作品にし、販売して社会貢献していま
す。当日は布ぞうりの実演を行い、ビー
ズ小物など作品の展示販売を行います。
お出かけください。
☞ 03-3359-0051
　shinjuku-vc@shinjuku-shakyo.jp
　http://www.shinjuku-shakyo.jp	
主催：社会福祉法人新宿区社会福祉協議会
　牛込ボランティア・地域活動サポートコー
ナー

　

 あかぎマルシェ
11月1日（日）／赤城神社境内
❖10 時～17時
◆アクセサリー、絵本、和雑貨、グルメ、
ペットグッズなど、いろいろなジャンルの
手作り作家さんたちのお店が境内に並ぶ
青空市場（マルシェ）です。神楽坂散策の
ついでに、ぜひお立ち寄りください！（雨
天中止）
☞ 090-3912-6671
　http://marche.akagi-jinja.jp	
主催：赤城神社

 




