／∴／稚i 討二∴二幸 初雪 特典い サポー コンペ入選作 緑超のよい家紋
鐙獲触
、

1つはいの
一夕バッジ

作： 200 （5つ

一 、 ／／

昏濡弧護疑減梅郷繍）≡験旛凱原瀬離課胱原論lLノ
朕虜螢雛掛軸＝紫妨渚弓嫉蛭脚髭謹憶確約搬娃⑲巌流
タ多極も⑭詳衰弱洞唾≪裏芸帳場を）爽1廉◎i蹄霊殿貢⑲錠前都濃

㊨∋庭◎蚕胸囲否根調何 者＠濁隙激旋逼塞の㊥憶嬬≪、震熔
腿敬譲弱め、茜実感詳⑬蔽い喫他言靭表も書起鍍糊遁眉間ララ砂

鉄葵他≡績講談婆峡淑縄隷戯孤影鶴鵡磁締峡撮翰
飲補講麺澄〒架〒／

凄頚髄汐垂永劫掠、毛涙練灘遊）吠鯨磁蝕泊融詰鋸郷＝窪
憶＝移駐絞激婿蕗砂岩議謙漢綾艶浄㊥i‡蚕豆F

−神楽坂まち飛び実行委員会−

鯛匡蝕置

神楽坂（霧蓼毅

坂にお絵描善

一700mのキャンパス

神楽坂まちなみスケッチ会

雅の世界・琴と胡弓の演奏会

アートマーケット

勧萩親善道体験講座
英に偽りなきものを
一団と花の舞

観世九年会10月定例会
立川志らぐ落酉と異色江戸座殿舎
田中優子法大敵捜、平岡正明、売木畠重出洩

竹ちゃん亭落語会

東京理科大学落語会
古今亭萄之丞落語の会
ブラッセルズ寄席

法政大学落語会

小天狗よったり会

神楽坂わらだな寄席
半分ろくまく要

一世紀の大ドンテン返し−

友締研究会作品展＆
一日友鞘染体験教室

信州そば打ち体験

趨サポーター・バッジマークは特典紺か）ま弼興鴨は別紙港ご覧く脚、。ロ色は・閲朗です90−⑰は・イベントN〇・で・紹介閥やマップと酷できます。

噴攣醸′

蛮参滅び亥を暴食⑳勤認紋凝固一食一項姻鈎重唱

2004タイムスケジュール
北信州いいやま物産展

東京理科大学のロボット研究

理大生が集めた神楽坂の古写具慶
マドモアゼル・シネマダンス公演
PONTAのジャグリングショウI

柏染抜徳台ライブ
ドトール・カフェコンサート

地球映像ネットワーク
ミニシアター木曜上映会

理科大生涯学習センター講座
シリーズ持薬撮学・文字組（事④

神楽坂界隈の学生活動紹介
神楽坂を文学・歴史散歩でゴミ給い

鶴屋かまくら
岡村多伎夫企画

＜望−
WIi

9〟7

森本大部個展
ヤマモトヨウコ廃
館1節沙ぐらざかま入時∴瞳2穆耕東甑 巷若花伝

AppiaudStyIe

（アブロードスタイル）

古川タク小品展
「土楽の土鍋」展

野口 稔 作曲展
重囲嬉

野濯裁量展「みんな元気」 く−

辻田みさ子写真展

すずきあき染色アート展

飯山市伝練の紹介

東京理科大学近代科学資料館
日蓮宗 お会式

驚発議護憲霧響
鏑離瀬郭強動翼治療霧

神楽坂嵩ぢ飛

平成16年9月17日発行（年1回発行）

競輪∴∠古都廟孤の滝壷ジバ燃
神楽坂通りの路上にロール紙を敷いて、好きなだけ絵を繕きまも好きな絵の道真を持っ
て神楽坂にお集りください。お天気は天任せI 神楽坂の下から上まで絵を挑めながらの
ウオッチングもかなりユニークです ㊥3墾⑤＝鍵逼③《板恭）

−＞e繕三認諾裁途蕩扶芳一砂募金

〉o赤手蒔くコケッ痛

○東京を描く請辰の会。α診る回鮭川（室員，〜飛球○集会琵動市場二滴寺

。蒸遠飛び交稀婁工会

「東京を描く市民の会」との共催で毎年開催される「神楽坂まちなみスケッ
チ会」。今年も路地を過りながら、神楽坂の素鰯を畿筆でとらえる楽しい1日
にしたいと思います。花柳界の面影や文人の足跡をたどるまち歩きの復、自
由にスケッチを行います。どなたでも参加できます。水彩画の道具を持参し

自分で作った作品をこの機会に宛ってみたい

てお集りください。東京を描く市民の会ウェブサイトもご参照ください。

というアーティストたちが、お店を開きます。績り

（㊤）批㊥姫∧踊〜準拠却⑧瑚顔／

出し物をみつけてね。−㊤）3謎蟻）／／叛葵＼

−〉e雅⑨世掃。琴基翻吊の滋慈

＞e節義霜謹話俄駿諮賎
α薬敬司田）li的串間始

強要曲目：1．春の海／宮城道雄作曲2．瀬音／同3．祭の太鼓／同4．荒城の月
／宮城道雄組曲5．萩の露／龍山楊枝作曲 ビデオ上映：「あめつちのうた 宮
城道雄生艦首年配念映画」（15分）出演：松井美千子（掌、十七縫、三線）多々
良妻保塁（事、胡弓）石倉光山（尺八）《砂袋活騒后⑪漁：灘怒る◎季惜、、

香道は一定の作法に従って香木を焚き、その香りを文学
的テーマのもとで鑑賞することにより、豊かな心を育む芸
道です，香祖三傑西実は公より続く香道卸家流は、現在東東の勧宗家を中
′封二番文化の伝承に努めていまも心臓がこ香を聞くと五感のバランスが良

くなり、ストレス解消と柵神安定につな抑）まも第廿一世宗家・三傑西公正

−＞o野鳥（凝康0

師直口、鈴木尭聖・鈴木尭書面師範を講師に、伽竃を姑めとする希少価値
の名書を竃質します。（前轍芥唾駒916罰＝〉

010た離i〈董）i鴫膳〜栃罵

○憂諺市振菌三馬犠粛○さ鄭敬司○道夫⑯亘）名

神楽坂の中心ともいえる昆沙門天蓋田寺の境内で、野点が行なわれます。
煎茶道具田浦の席主は、伴仲春豊さん。茶道の心得あるなし関係なくどなた
でも。忙中閑アリの節分で静かで豊かな茶の瀧の時間をお楽しみください。
恒）3翻…逓3（馬赤〉

−〉e制視軸痛浅場
C浪頓）、i或二iや詐ゑOrゆた離酒色韮州鎮訂駅
。距彰周桑こ，宙詰二院02⑲00周

持薬顛ゆが）の小唄家元と神楽坂在住のクリエイターがお送りする小唄体験
会。「小唄って何7」という初心者を対象に、楽しいトークを交えながら、さまざ
まな小唄の能力をお伝えいたします。㊥⑥鈷慨餌慨歎鳥銃

−〉e慕瀞的挫き⑧⑧遼 寧漣確の着
一、

観世浦若手龍楽師・長山織三が、花で幻想
的な世界を表親する劇作家・千椿と、能の濃
目「羽衣」と取り組みます。表現手段は具な
るものの、清浄、美しさを主題とした「羽衣」
の世界が縄り広げられるなか、その天人とい
う透明度の高い女性を「花」でどのように表

現するのか。神楽坂の名刺・光照寺を舞台
に夢幻の世界へと誘います。露と花の新し
いコラボレーションを、ぜひお楽しみに。

−＞e輔其法歌違

⑩錮紗笹駒鮎竣袈遥部頗澄朔
i㊥）兼）画伯）i出席詩》

（塔形矢吹墓陣馬尋

−＞⑩織惜洗車会∴ 籍網袋

骨二麟浦波厳存新二道西帝薄い、）、

房子を投げて的を落とし、その落ちた形を源氏物語の各巻（こ見立てて、その
点技を競う投日興。キツネと鉄砲打ちと庄屋さんの三者をジェスチャーで示
し、ジャンケンのように争う東八手。お座敷での伝統的な遊戯を神楽坂の名
店「志満会」で楽しめます。東八華のあとには、かっぽれと麗子舞も楽しめる
かも。初心者大歓迎。和服での参加iおもっと歓迎。半日のんびりと量の大
広間で遊びませんが

i㊤）施術＝紡孫窃妙シ灼多心三三真言高富ii三方

龍田社参詣の僧の夢中、龍田鱈の神霊が現れ明禰縁起と紅葉の美しさを舞
い遭え持薬を奏し昇天する能「龍田」と、天より降った鼓を帝の所望を拒否
し露したために白水に沈められた鼓の天才天鼓・・・子を失った老人の哀しみと
名器を主田とした能「天鼓」。一重）を鐙寝汗動作繰‡託一発鄭

フ重系勿2004

⑲「立川志らく・露語と巽
。1⑥周掴圃（月o視）。毘沙門暴営団善書院○獅80円（前売り釣200円〉定員100名
○圃申優子（浅轍太緻毅、江戸学蓄）、平岡直弼（ジャズ評論家、落語評論家）、
立川志らく（落語家）、元木畳彦（編集看）／宝鑑回書ち飛び実行委員会／共催 神楽坂まちの手腕
●第1部座談会「お江戸の話と落語の世界」（14時〜15時30分）●第2割立川志らく独演会（1郡等45分〜16時3①分）
昨年夏から神楽坂昆沙円天で定例の落語会を開催し、すっかりおなじみの曲ii志らく師匠が、
神楽坂でこれまたおなじみの着物美人江戸学者田中優子教授に古典落語の舞台で登楊する
長屋、火事、花見、従弟制度など江戸文化の教えを請いまiれそこに落語評論兼ジャズ評論の
達人平岡正明が乱入、元講談社週刊現代名編集長で志らくのピンを1年間にわたって企画し
た元木昌彦も加わって。いったいせんたいまともな座談会になるのやら。会塙はお座敷です歌
20麻ほど折り畳みの椅子席もご用意いたしました。㊦3513 5670（神楽坂まちの手帖）

De櫛竜やん薄霧謙語禽

＞⑰郷国七議汎鯛の禽

○高田助六（落語）神田京子（講談）010月7日（木）19時開演
。居酒屋竹ちゃん・2，500円（飲み放題・税別）

〇七撮八倒の会事務局010月23日（土）15時開演
0毘沙間奏書固守書院●2，200円（予約2，000円）

毎月第一木曜日竹ちゃん4階の大宴会場で落語会を開催しています。落籍以
外にも諸談、湿才、曲芸などの月もあり、楽しさ満点と好評でも終わってから
お楽しみ抽選会があります：当日の演者の色紙、手ぬぐい、次回落語の招待

由緒ある会場で年6回、偶数月に閲値される異色の定例落語会。 二つ目録が9真
打面の胸を借りて夢の競演。落し噺で笑うも良し、人情噺で泣くも良し。実力派の菖
多八と新進気鋭の駒七による七転八倒の熊演を生でお楽しみください。会場はお
座敷です放20席ほど折り畳みの椅子席もご用意。⑩3267−79万（七振八倒の会）

券などが当たり、大いに盛り上ります。㊦5229−6721（藤井）

De残蘇理科大学落語会
0理細大落部010月9日（土）18時開演・毘沙円真書国書書院●入場無料

東京理科大学落語研究会は長い歴史をもつ由緒あるクラブ活動。狭い部費
もものともせず、数学、化学の計算式を頭から振り払い、マクラとオチでいか
に観客を笑わせるか、毎日稽古に余念ない。その成果を、理科大がある神楽
坂で。女子部員のけなげな落語も楽しみ。㊨090−4519−9929（和田）

pe薗禽草薙藷遜露語◎禽

pe劉岬郁慕翻慕ったり会
010月24日（臼）14時開演0度沙門天善因寺書院0500円

毎年1回落語自慢のアマ4人が落語の街神楽坂で競って14年。アマはアマ
でもアマくはない。社会人落語で優勝した猛者もいて雲を楽しめる。4人は神
楽坂を芸の主戦場として木場、芝などから参集する。⑪3451−3717（小国島）

♭⑫雛圏神楽坂わらだな寄席

0苗今季駕之丞010別0日（日）1碕30分鼠浅く威儀Iルアナ02，58胴はしの綱）

○靭漂一九、三遊亭害悪●10月25日（月）18時30分開演
0居酒屋もん02，000円（前売り1，800円）

「実力のめる善い方を育てたい」おこがましくもそんな思いもあって、当館に
おいて師匠の登場も3回目になりまず。師匠とお呼びするのは気恥ずかしいく
らい、裏打ホヤホヤの若さですが、実力は確か。近くでとくとおききください。演

夏目漱石もよく通ったわらだな（地蔵坂）の寄席文化の復活をかけて、落語
評論家立Iii末広（「談志の迷宮志ん朝の闇」などの著者）と「神楽坂まちの

者の息づかいを肌で感じられる会です。⑰3235°6951（浅野）

＞⑫ヴラッセルズ寄席
0琳家たい平●10月16日（土）15時開演。フラッセルス02，的0円（ドリンク的）

手帖」編集長が組んで古典落語100題に挑む、裏打ち2人の莫剣勝負。
⑬3513−5670（神楽坂まちの手帖）

＞⑳学務ろくまく婁一世鱈の犬ドンテン趨悔一
〇馬遜、蕨展、白鳥●（襟）チームよいさ 山崎完結乎

店長（私だi）が自ら観たい、聴きたい、笑いたいiという欲求にかられて始めた寄席で
す。そして、こんな楽しい世界がある尊をもっともっと沢山の人に知って欲しかったん
で玩「落語」って、聴く人の頭と心の中で描かれる世界が一人一人違うんでも演
者の噺を聴いて、聞き手は想像の世界に入る（西條）。⑪3235−1890（西條）

pe蟻酸大学落語会
010月22日（金）18時開演●毘沙円天善因寺書院●入場無料

女子大生に目もくれ亀流行現象にも素通りし、ひたすら古典落酎こ挑む若
者8人衆が、地元神楽坂でその精進振りをお披露目する。理科大藩新とどち
らがおもしろいか比較するのもおおいに楽しみ。⑭090−2454−1070（落合）

♭⑮三越学舎恭攣琵認翻究会寄席ラグゴーマン（諦燐）
09月20日（月）14時開演○毘沙日英善圏青春院○入場無雑

010月30日（土）14時30分開演●毘沙門天善国寄書院
03，000円（予約2，500円、町内2，200円）

昆沙門天善田寺で、会を始めてはや7年。人気、実力そして個性の三拍子揃った若
手戟丁6人衆が集う「漫性ろくまく婁」。3人演者のときは「半分ろくまく婁」として
お目見え申し上げます毎回、テーマを決めでの番組企画。⑲3267−4919（山滞）

⑫左鮮研究会作品展＆

⑳軟の陶芸作品展

一日友禅染体験教室

＆やぎもの市

●神楽鮫カルチャーサロン陶芸教室同友倶楽部
●10月9日（土）〜10月15日（金）11時〜18時

●相楽坂カルチャーサロン陶芸教室陶友倶楽部

陶芸教室の生徒あよび講師の作品展示と即売
をしまもすべてオリジナルの作品で、早い者勝ち。

また、体験陶芸のコーナーもあり。ご飯察硯、潟

●友禅工房 染小路
●10月4日（月）−10月15日（金）来木曜定休

友禅教室生徒の第1回作品展。ショール、暖簾、クッショ
ンなどの小品を展示します。友禅の美しい色彩をぜひご
寛ください。また9月25日〜10月24日まで一日体験友禅教
室も催されま五要予約。iD3266−8966

飲み、マグカップなど1億分（500g）の土で好き

なものがつくれます（約2時間）。材料費
2，000円。色は9色のなかから好きなもの
●神楽坂切り絵かっは会●10月17日（日）12時−16時頃まで
を選んで指定。絵付け希望の塙合は、
●毘沙門天奮園舎境内●料金無料
後日に参加が必要（別途1，000円）。
カッターナイフとラシャ紙を使用して、1枚の紙でつなが
寵節がつくので安心して作れます，
った切り絵を創作します，汀涜「浮かぶ切り絵」をゐ楽し

●飯山市東京事務所￣故郷庵し
協力惹麦処iまろうど」
●10月16日（土）

10時一13時、17時30分〜19時

●崖沙門天普園寺書院

●定員各回20人（予定）
・2，800円※要事前申込、見学OKI

北信州産の石裁きしたそば粉と、つなぎに「

まごぼう」の葉を使った独特の食感のそば
打ち体験です。そば名人（講師）は信州飯山
の二代目で、本多横丁下にある人気の蕎麦
処「まろうど」の店主が行います。今回限定
の体験ですI伝統あるそば打ちですのでぜ
ひとも体験してみてください。⑩3260−9270

みください。1∂3260−8072（花形）

個々のダンサーの身体か内包している記憶や時間感覚を基に、作品を創り
鰍する舞踊団が、一昨年に続くブルがノアへの旅立ちを前に衣装や美術など
に新たな創意をこらして送る完結編。振付・伊藤直子。野和田恵里花、相原
美紀、相馬秀美ら7名が共演。㈲

10年前から世界自然・野生生物映像祭を主催（富山県上神楽坂の30人シア
ターで、その優秀作品やトキュメンダノーを毎週木曜日上映。樹

太田覇山人は江戸の狂歌師としてよく知られています。ここ神楽坂に在住した黄土でした。
昼間は武士としての勧め、夜は狂歌節としての創作活動と二重生活を全うしたその生涯を

採ります∴間

第2回日本海マジックフェスティバルステージ部門グランプリ受賞自∴東京都
認定ヘブンアーティストのPONTAが笑いあり驚きありの楽しいコメディーマ
ジックやシャダノンクを披露i ご家族揃って楽しいひとときをお楽しみくださ
いi間

⑱

文芸的まち歩きの達人井上明久が文学作品や作家を通して神楽坂散歩の楽
しさに迫ります。近江秋江や矢田津世子など神楽坂で舌踏した−脚こはなじみ
のない作家の作品もあえて紹介し、作家とまちの不思議な関係を発掘します
⑪

神楽坂建築塾研究生の神谷啓介君のギターと歌声。それに鈴木喜一の掘っ
た旅の映像がシンクロする野外ライフ。アユミギャラノーの椙の木の下で、国
産材の繚台（杉や桧）の香り（こ包まれながら満月の夜が過ぎゆく。ヒール片
手に旅の時空を訪結いませんか？励

⑫
神楽坂や周辺のまちには、地域活動や研究などでたくさんの学生がかかわっ
ていまもわたしたち「神楽坂学生の蝶〜Kagring（かぐ）んく）一」は、活動

の第1弾として、神楽坂界隈で行われている学生の活動を紹介します

⑫

⑮

⑱
昭和35年設立の理科大ジャズ研。勉強が忙しいにもかかわらず、演奏のレ
ベルは思いのです。現在はアルトサックスの石川君がノーターです。トトール
神楽坂下店では、毎月第2日曜日の午後3時から1時間、ジャズコンサートを開
催しています。理科大ジャズ研以外にも過去いろいろなグループが増漬して
きましたが、現存はこのグループがレギュラー。励

昨年8月から毎週第二日曜日、理科大、法政などの大学生が神楽坂・飯田橋
をグノーンアップしていまi九今回はまち飛びフェスタ協賞として、地元地域詫
編集長が文学・歴史敷歩コースを案内しながらのゴミ拾い。
励

※軍手、ごみ袋は用意してま亀

⑳翻翻太宰の国潮鋸膨碗

⑦鵡鯖臨時神霊物産農

○東京理濯大学入試センター

〇第由布東京三で流扇 緻郷席いいやま

010月1日′剛−30日（含ノ同時−17時

010月17日（目）12時〜売切れこ免

○毘沙門天善圏寺前およひ境内

土・固・補体

東京理科大学入試センター（神楽坂1丁目、外堀通I用こは、声に

りんご・きのこ類・信州野沢菜・そば・かりんとう・てづくり

反応する受付ロボット「SAYA」チャンや、介護用ロボット「マッスルス

味噌・幻の米など北信州の旬な特産品を特価販売。また、

ーツ」のほか世界初の「2強腰動自転車」の展示があります。理科大は、

まち飛びフェスタのための特製きのこ汁を300名の方に娠るま

ロボット技術のなかで、特lこ人間的な絢やかな反応に優れているロボット研

います。※神楽坂・本多横丁下の飯山市・東京事務所でも特

究で定評がかlます。ぜひ見学してみてね。重〉522鵬107号里程大広満点主副封

産品を販売しております。（ユ3260−9270

㊨曜高鷲砦譜謹書雨天の雛10日ほj
e神楽坂6丁目商店街界隈
のところますますパワーアップした、恒例の歩行者天国での大廉売
今回もお買得商品が満載です。《ニI3260−4582〈小出、i

⑲堤恭豊郷集めた相楽坂の苗剛こし邪
010月17日用月0時一夕方○毘沙門表書田寺

毎年理大祭の期間、神楽坂まちづぐ）の会協力の下に神楽坂の古（いにしえ）写真
展を開いてきたのが理大祭実行委員の面々。今年は新宿区歴史博物館にも取材してい
るので、掘り出し写真も期待できます。

ギャラリー企画・展示
◎写真戎姫≪ら

㊤睡棄④ii中小腰

C頚二部ミ忠死CQl和i≡出水∵iミ搬恩恵寮ノ沸教成季雅楽飯詰算油日帯

○約束柳ヨ 量 る硬膜塩船司 韮 咽￣細場ミ年i∈荒一〇禿ヂ浜

〇三註律実動ヲ垂

伊賀桟の「土楽の土鍋」の数々を、代表的なものから新作まで筋えてお待ちしており
ます。ぜひ手lことってご真ください。また、作家 福森雅武か活けた「花」の写頁（文
化出版局「土楽花楽」より）も同時展示いたします。「土鍋の用の美」と併せてお楽し
みください。期間中、「土桑の土鍋」をお買いあげ頂いた方には、「炭の舞」の紀州備

実家のある、鎌倉の写真を象めてみました。（㊨〉施⑪3ゴ∈㊨諦

⑳口討滅珪素適≡I薄口iニ
善い表現者にとって発表の唱を提供し、その作品を多くの人に見てもらおうとしてはじ
められた岡村多保夫氏か企画する展示。作家の森本氏は「制作を通して考えたことは、
デジタル技術の特性を視覚化し、デジタル化されたイメージを物質として描くこと。そ

れらは人間の記憶のか）ようにも似ているかもしれ短、」と語りま五恒）鮮避斬燭汚

⑲辞洗墜塑三隅

長炭を差し上げます偏時墾改苅詣

⑫震度i穏隼に旺
○葦回震クを秋涼丸いIi⑭刺さ涯1第、》li￠庄i彊淳上薬○うう′②癌寸

時玉、比企郡吉見町で自ら窯を築き、作陶をつつけている野口冶氏のうつわ展です粉
引きの普段使いのうつわ、信楽の花続などが中心です。素朴な作品をご覧いただきた
いと思います。やぎものの中で患焚きがいちばん面白いと語る野口氏のお話をお聞き
に、お気軽（こおいでください。信楽の花器に秋草がとても似合います⑫受荻繊⑧

⑦野法事重度『ああな売捌
09庄劇巨）′突ヾ多子（⑩即日／全章功を手動毒○をが乍iシ〝 くり気力二元ク

C蔦集頴短艇辞敵乗矛

「ヤマモトヨウコ屡」は、神楽坂在住の写真家ヤマモトヨウコが21年間に渡って掘り

続けた、花柳界で生きる芸者たちの記録であり、現代の浮世絵アートでも芸者に秘
められた日本文化の「いき」を遭すべく、瀧田をまったく加えずにありのままの姿を映
し出した作品の数々を展示しまずい㊤）授樹＝娃剛

⑫蝕謙迫田S鵬解空中線細鋤
○⊆沈閏百線l塙寓（iヨ櫓養》li滋声輔ず愚的

フラワーショップAppIaudのスタッフが、生け花・アートフラワー・デザインフラワーの3

本立てで、ApplaudStyIeを提案します店内一部のレイアウトも変更予定です。
〈面）授勧一二或在所

⑬風説三馬がめ
。晒かめ；訂わあ≡qiG原肥／会を〈i疎筋目三i忠∈房約第秘術≒翻粟津薬室田一書熔
0詩名i湊ララ垂

月夜に紅葉見舘にやってきた動物たちのお摩。カフェをまることお話の世界に作り上げま
す。つい立てやタペストリーなどを用いて舞台装置のような展示会です−㊥㊧翻認ア

91割二腹ク強星置
つ勤i演ク011①た駆雄3，，碑融組婦、回同を震i仁子⑧：ニラ○乗艇洲クガザ

具象絵画から出発した野瀧義畠が今描き続けているのはg黒い鶴亀画 。あくなき探
究で変遷する、その底流にあるのは、変わることのない自己との対話。未公開の具象
画を含め、黒い絵に至る自らの軌跡をたどる初の嵩み。絵の中から車座になった人々
が「みんな元気」と呼びかける。一両i亘理詳説聞

⑨学田擬i…葦更蹟宙∠細部］捌沌寧テ
09抱囲三「韮 食油l護郊三1線l）千席㊧扮〜黎嵐、宙i＝隙○ラ）豹ノ／＼シヂ
時折行く山野歩きで心筋かれた風景や日常の点描、一輪の花にも心留めて撮り続け
てきた。はがきや頚絵にして皆様に差し上げ、喜んでもらえることを自分の喜びとして
作品づぐ）をしている。「この度機会を得て、これらの作品を観ていただくことができて
うれしい脚l」と作者の辻田みさ子さん。（直iS毅3頚通る

⑩もずきる書籍汐中華
01ゆめ雄は主星∴》饗姫日量 昨毎／》約三二〇需品／訓l＝壇ヲ〝のク
京都で友禅染めを学び、さらにイダノアのフィレンツェで染色を追求したすずきあきさんの展
示で 九山繭紬、手織り布などの天然素材を秋の草木で一点一点、大切に染め上げた作品
がならびます。独自の色彩と、ふか）とした柔らかい感触をお楽しみ下さい。（⑳亘理養肺翻

⑩飯田高遠第⑩瑠諦
琵 向日寮

長野県飯山市の仏壇技法の蒔絵、彫り物、金具や光の器（陶器）、自然工作の紹介
をいたします。また囲炉裏瑞も体験でき、休憩所として利用できます。〈面）駆歩き淫榊

当Iルアナの看板を見上げ思わずかわいいi とおっしゃる方数知れず。今回はその
作者であり∵世界的に活躍するアニメーター、イラストレーター古IiIタク氏の小品を展
示販売します，彼のイラストによる当館オリジナル勅語絵本「／ルアナ」は、現在4刷と

e璃親米詳駄畢暮龍旺

版を重ね、神楽坂の隠れたベストセラーといわれるほどです句）3変速⑤き別

○穐：≒乍クli鋲10回応諾つ娘結く固〉鐙悔＝和魂）

○細別離礁籾飛騰㊨副湧錫稚添謳騰

乞ぎl毅娩p
o坂にお桧描き
e神楽坂まちなみスケッチ会
e雅の世界・琴と胡弓の演奏会

考％亘＝楊沈婚浦妖移新設通

⑲まち飛びイベント会場
★サポータ・バッジ聴亮所

尋諌言二筋産婦基部煉言寺巽浮

oビームステーション

きツクを妙i音≪彊三部）く＼＼

（ビーム支援摸設置場所）

臼省くベラ〉rbの二筋三池〔ふ㊥詮坐兎

⑦北信州いいやま物産展
⑭青空市

貫西線
本葉躾呪

e野点（煎茶）
e小唄m神楽坂

文文日
誌7

矢来能楽堂⑫

㊥東京理科大学のロボット研究
⑩理大生が集めた
神楽坂の古写真展

e投恩典と東八巻
oアートマーケット

フラノセルズe

誇り＿ ㊥ネノトワーク

⑱⑭

e御家涜香道体験講座

圏

o天に偽りなきものを一線と花の舞−

⑭観世九皐会10月定例会

0立Iii志ら〈・落語と

異色江戸座談会
⑫竹ちゃん亭落語会
⑫東京理科大学落語会
⑫古今亭菊之丞落語の会
⑫ブラッセルズ寄席
⑭法政大学落語会
e七転八倒の会
⑭小天狗よったり会
⑲神楽坂わらだな寄席
⑳半分ろくまく宴

⑩マドモアゼル・シネマ
ダンス公演

lt）

㊥pONTAのシャダノンクショウi

吏薄綿
￣」赤城神社
神楽娠駅
弗只沢口

⑱神楽坂縁台ライブ

竹ちゃん

キイトスカフェ

⑩⑭

eドトールカフェコンサート

㊤地球映像ネットワーク
ミニシアター木曜上映会
⑫理科大生涯学習センタ一読

㊨うつわや抽

◆
牛洞楽響 ④★うず沢

キ議8 ／

㊨灘
吾
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⑰神楽坂界隈の学生活動紹介
⑭神楽坂を文学散歩でコミ拾い

郎紘囲

市

大／工可娠∴タイヨウ
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⑲マモトヨウコ展

Oeバレアナ
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⑫AppIaudStyIe
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昆沙円天曽国寺

㊨切り絵教室
㊨北信州そば打ち体験

⑫

ヾ

⑳父と暮らせば
④神楽坂を歩く

㊧秋の陶芸作品展亀やさもの市
⑫友緯研究会作品展＆
一日友禅染体験教室

セノンヨンハウス

e⑦

eeOeo
eO⑪ee
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⑭森戸記念館

心細」

故締高いいやま

⑩

⑰すすきあき染色アート展
⑩飯山市伝統の紹介

アートスペースエフe

e東京理科大学近代科学資料館
⑰日蓮宗 お会式

繋★坂本ガラス店

驚

⑰野澤義宣展「みんな元気」
⑭辻田みさ子写真展
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神楽坂フアンくらぷの
商品券でも購入できます。
（1伸二1000ビーム）
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サポーターバッジを通して、まちのィベン卜を支援しょう
神楽坂のまちを応援するサポーターバッジが初登場。このバッジの売上金は、ィベン卜の
運営資金として役立たせていただき、これからのまちのィベン卜活動を広く支援していく
ために利用されます。このバッジをつけて下記のィベン卜に参加すると、いろいろな特典
が得られます。ぜひ、サポーターバッジをつけてまちへ飛びだそう！
サポーターバッジは1個1000円。公式プログラムのマップにのっているバッジ販売所や
神楽坂のお店で販売しています。

サポーターバッジに特典そくそく
0雅の世界，琴と胡弓の演奏会
サポー夕一バッジをつけての参加者には、1000
円の入場料を800円に割弓Iにいたします。

0七転八倒の会
サポーターノ （ッジをつけた方は入場料220〇円
を2000円に割引いたします。

0小唄111神楽坂

小天狗よつたり会

サポーターノ （ッジをつけた方入場料500円のとこ
ろ400円にいたします。

サポーターノ （ッジをつけての参加者には、2000
円の入場料を1800円に割弓Iにいたします。

0投扇興と東八拳
予約の上、当日サポーターノ （ッジをつけてご参加
の方には、神楽坂特製のぼちぶくろセッ卜をプレ
ゼン卜いたします。

0御家流香道体験講座
サポーターノ （ッジをつけて体験講座に参加の方
には「たんす香」（防虫効果のある箪笥用のお
香）をプレゼン卜。
^立川志らぐ落語と異色江芦座談会
サポーターノ 〈ッジをつけた方は入場料2500円
を2000円に割弓Iいたします。

@0半分ろくまく宴
サポーター/ (ッジをつけた方は入場料当曰売り
3000円を2700円に、予約2500円を2250円
(税込み）に割弓Iいたします。
#信州そば打ち体験

予約時にサポーターノ〖ッジをつけた方は、参加料
500円割引いたします。
^北信州いいやま物産展

サポーターノ （ッジをつけた方は商品買い上げ1点
にっき10円割引いたします。
@地球映像ネットワーク，ミニシアター木曜上映会

サポーターノ 〈ツジをつけた方は入場料600円を
5〇〇円に割弓Iいたします。

0竹ちやん亭落語会
サポーターバッジをつけた方は入場料2500円
を2250円（消費税別）に割弓Iいたします。
^古今亭菊乃丞落語の会
サポーターノ （ッジをつけた方はドリンク1杯サー
ビス。
ブラッセルズ寄席

サポーターノ 〈ッジをつけた方はドリンク1杯サー
ビス。
※

@神楽坂を文学，歴史散歩でゴミ拾い

参加者で、サポーター;/ (ッジをつけている方には
ペコちやん焼（小倉あん）一つ進呈いたします。
@

土楽の土鍋展

サポー夕一バッジをつけてご来店の方には、「炭
の舞」の紀州備長炭を1個プレゼン卜。お買い上げ
の方には2個以上プレゼン卜。

0はィベン卜番号です。

寄付および協賛一覧（各商店会や大学の協賛については、公式プログラムに掲載してあります）
紀の善/志満金7陶柿園/五十鈴/山下漆器店/さわや/神楽坂に八丫八/八ピネス/コパン/文悠書店/割烹
神楽坂とよ田/テーラ一島田/毘沙門せんべい/坂本ガラス店/助六7十奈美7ド卜ールコーヒー神楽坂下店ノ不二家
神楽坂下店ノパレアナ/うす沢/うつわゃ釉7酒喬庵まろうど7アブロード/キース!^一ン法律事務所ダサザンカンパニー
(順不同）※9月16曰現在

