紐韓や激石が廻遷した晴代から︑昭和の垂鰭の夢け敬いほどの賑わいまで︑舗楽撮ば嘘力あふれる文化発信の衰ち
としての腹勘を果たしてきました︒蝦と田地のヒューマンスケール蓉一間電露台に︑伝統的年ものからモダンなるの
までが幅広く交裏して腰bっていたのが︑持薬語の良き時代であったのではないでしょうゆ？
その姿駿︑決して過去のもの峡なく︑実鯵いまも健在であり︑古墳芸能の潔い文化種から︑もっとも現代的でパワフ
ル拡文化相まで︑配り起こしてあれは︑独自のバランス慮豊で分布しているの餌︑紳祭殿の姿です︒
まう飛びフェスタは︑そん拡持薬撮らしさを継承し︑伝統とモダン節−年に一度大きく交差してエネルギーを発倍す
る手づくりの審ちの文化鰯です︒天高くをbやか￠軟の2週間を︑ぜひ持薬蝦でお楽しみください︒

ぴフェスタ

一関催期間一

四圏

」相楽坂まち飛び実行委員会−

神楽坂

まち

「＿∴∴事「

伝統とモダンが交差する・まちの文化祭2005

一躍酪

i轡議銚規瑳神楽坂〔蔓鬱20
坂にお線描き 700鳳の坂道がキャンlくスに在る郎

軟だ！アートだ！コンシェルジェ

参加料1，000円→000円に割引

神楽坂まちなみスケッチ会
櫓某撮婁搬（こよる「お座整遊び人門標塵」
「春の海」の作由者・宮城道雄の記念館で
名曲鍾質とも尊にチャレンジl

入場料1，300円→1，000円に割引

ほろ酔いライブ「薪内山補鮮則

料金7，000円→6．500円に割引

遭花心峰の小唄鰻重
さあ、みんなで小額き築しみましょう

入掃料2，000円→1．800円に割引

とれぴあん邦楽
捜篇輿と東八番

参加費3800円−3，500円に割引

神楽坂からくり座
観世九き会十月定例会
お蒸券代500円→400円に割引

遠州清一繍脈さび茶会〜

古今軍報蕪一門会

前売、当日券とも（こ200円の割弓，
当日券2．500円→2，200円に割引

古今亭慕え丞 古典落語の会

特製はちふくろをプレゼント

前売、当日券ともに200円の割引

わらだむ寄寓「若手語」
立Ii傍ら乃恵照接着会

前売、当日券ともに2（記円の割引

法政大学落語研究会・落語会
第3回全国臨地サミット椎葉籠大会
「織抱サミットh神楽坂」

観世九車会「のうのう蘭蚤」

東京松屋本店のお菓子をプレゼント

シリーズ神楽坂単一温石電
第1回一着自滅石が今日に親したちの−
田村正日曜の手すき和紙ワークショップ
＜農婦づくりから紙すさまで＞

秋の闇雲作品展急やきちの市

「ミッロウ」って何7

ハチミツ（小）をプレゼント

㊨サポーター・バッジマークは特典が柳ます0°色は・珊日です〇〇一は・イベントNo・で・紹介紺やマ般照合できます。

イムスケジュ

ル発議翳

毅敦旅認轍雄編勃激鏡を二重＝成瀬瓶l

チ訪瑛二タ二のッ
公表矛匡珍ラ幽◎

スグノーン・フィールズ
韓国タンスの新しい波
Ho喝Dance°）mpaIlyダンス来日公演

サイエンス夢工房a理科大ロボット遭

カナルカフェ ライブ

お弁当箱・マグカップなどをプレ

劇団黒テント ポスター展
ハリウッド本場のポスター農
アートマーケット

神楽坂を文学・歴史敵歩でゴミ拾い
ドトール・カフェ・コンサート調神楽坂
地球験徹ネットワークミニシアター 木曜上映会

入場料600円→500円に割引

特製の手作りしおり、カートなどを

神楽坂アドベンチャーくスタンプラリー〉

コールした方に東京理科大125周年記念
クリアファイルをプレゼント

親代の香道貝展示

お則＼上げの方に適笥善のサンプルを

アジアの街角写真展一幸せな食事〜

ポストカート、さらに先君20名桜に
カレンダーをプレゼント

土もののうつわたち一筆鵡標どをど

かわいい割り箸をプレゼント

魅惑の蒔絵アクセサリー展

当ギャラリーオリジナルポストカードをプレゼント

神楽坂の街並みスケッチ展

茶菜のプレゼント

石曽根和佳子作品展

大森 博 革具展
特製はち′！くくろをプレゼント

「観る音楽、聴く写真」渡部晋也軍費長

思ひでの神楽坂素描展

近代ヨーロッパ版画展

糖本達也写嘉辰
青木りつ子縮飯事千度「せなかものがたり」

ヤマモトヨウコ写具展
イタリアの杓・スカンノーLh鳴，隷連NNO−

神楽坂アーカイブス写真展
サポーターIくッジ応募作品展

日蓮宗 お会式

㊨誌諾深紫諾荒発語霧雑器霊議謙語朝／

神楽坂まち飛℃

平成17年9月7日発行（年1回発行）

∴十 〇（鵬弧淘脚部 ○波綴顧煎蟻I 欝籍籠輩醗 始されます。神楽飯の上 では江戸から続く大道婆 の東京理科大学、法政大 bii ・Dr三業惟駆浮腫 0分・13時30分・14時 振鈴舘繊 壮な甜太鮭の書き あ下まで最善つめ やモダンなマジック 単のジャズバンドに

漣

グ▲ ￣rr

孟 Il

分・1閥、マジッ；純一達iニー 潮￣湘窺強 ∴！∴「 ます虚諷逮鎚50‥

700mの坂通が キャンバスになる日！！

○ ○

時30分、大筆書き13時・13時30分、大

大道

翻滋願蝶撒）菊雄輯〔重優 朝藍葦高齢蒔田古倣

時3 」

彊癌三滴概に、雷中の手どもや大

道義：13時30分

人たちまでが思し

凄ジ摺り頭や喧ンチンのギタリス同誌腐りな

牽脇

掬は楕脱「まち飛びフェスタ」を勤）上げ

oO SSSSO

「e∴∴∴．墓．
簡翻彩駈淵恥、ノ
C＝⊃0土再時〜肪要3珊●昆洲天著
∴∴
i＞e懇 Ot脇田防毒 〇二．＿一三 神祭簸萎技の小唄 ご−複に、持なき
巌

∴糞毒∴亘∴寄

I

日朝的（ 一点 ， （受付）
Otの鈍㊦lt∴i荊ig○○義一焦冊●樗夕具！ま僻事纂一重

て糠ち東熊Leから、融、め・奴タジな車庫、蘭書重的

郎どアート韓よ歌登で入船の心意京礪聯イ㌢ノト び出そう。I・0艶麗蟻、

ぐl偶楽節 彊膿に舜拘

華−

検録食事鯛 、，ま薮び

短さ

諾箆

ト

手：

I tl▲I▲i】＿i 塵重病分で小唄の￡着古をどうぞ。G駆態⑰㈲騒遜㈱醐

＼＼主」（

〕

∴e：竪
＿＿

乙▲

i霜田日田田園議瀬託深浅 ∵：ぜ」む

なたでも書棚でます詰綴提琴謡

I〉

⑩甜一一一1−

ト○∴∴ 01曲調睡賠：−ikIi二重登臨 ◇製織腰弱月○▲÷Ml： 拙繕翔頼翻凱浬亜lfI 熊鰯駆羽田の鉛 ー（＝ 19二g′） （鴎i戦端十〇蟹二敬責編
▲〇十∵三 持薬飯組合i蒜積商 鮒覚成一）「ひと隻丁圏 贈ふ普段は入る
卿●2朋（1 憩強／爛駆除 な〈重義さ九l重の慕柵台場・30分●描持
ナビゲートで精霊と同じもな ず：裏書由みゑ衰鵬
さんの馴ls増築し 薗ヶット脚薗8 ，電Oifi う

書さんの 教できま 書棚の曽 撫しみ下
滝輔・

i〉

−

醐′

虞の把 劇鵬能 ！○ti＿l二iS

＿＿つ

国証シザート「事の湖「秋の議

飛び入り（大観迎）し舶もっと愉快。響

一議閥閲． ii 畷撥の流姦珍躯……＝》
＿1㌧ ＼茶 ＼

トe一∴ ○純的寵⑮曲 ○ 江戸の選びゴゴロ らくり人形 さ江戸 にて、−相聞約 1・糊鹿 田 綬節鯖醗翔○雑駁励《食轍勅 一〇恭鍋飯定激脂粉
と輔の脚め柵らぐl大別を復元、鯖雲として・生き肋中予） の大蛇口上とと純真し掴鷲打。赤城持社印寿城書」ハ＿、駆千° とにした￡青書もこ嬉築下さい。緩速職務斡醐（

繭ヨi焚i「 甘1iお事の語れこ在団

＿言艦，輔」団；劇 画13時30分一1時・（財）宮鮒鱒
湊詳軒㊧錦逆

∴

JF葛臆∴

ヽ繊纏、逼るir家、そ

関南甜龍繋 二i／千言言 ゲームでお 蟹態〉爛

一；

I〉 ⑫i三 〇l＝自虐1日信 田言説勅鍋田 ∵∴、−∵賀器∴∴∴． i・i旺廻田三田勅離礁絢爛頓旗前脚 幽庵とも（こ若干名申し込み可能です。G弦難波砂的㈲
p；曲調要〇〇〇臓「t＿儲繊

一〇〔郎㈲

全集は指定・自

I＞轡圏醇醸襲嘉＿ （）i＿tII：j 録音臆臆Om博肋調事象暮よu叱 ムニストによる持実飯綱舶ライな高額詩 を場裏（こ、集を小農の離職実質癒えします。ri。

−＞⑮環患網勤 ○（α前田圃1⑪瑚○慶鰐凋扉龍三蒔綾的

∴型 専

二輪∴＿

ゆ

∴亨．

う郎

欝1−経

＿i富農やすえ

「〇 日・∴ 軸心・ 「−m

m

柏葉坂の中心ともいえる鹿沙田夫篇田寺の境内で、野点肺食われます。煎薬道具細

で鴨かで重かな某の連の時間をs楽しみください。魯轍強襲⑪㈱
P⑫韻叛詣績撥蟻玲 ○的閻醐01瞬時○鴎○禽亘鵬○軸 ある美原寺で関傭します。蟹殻猿殺到顛籾

． 豹撼雨狂〔勅シ玲繊−￣、／／

、砂
・の伝録饗魅卸町は

」義子LL

轍 Ot暇馳駆不動〔軸蹄○瞬職駒

節義 電晦÷：浸り灘さながら
討註 遜醐駒鰹㈱
中、鴫にはこころ強かに一越をどうぞ。こころを込めてご用意いたします。能 湖潮騒浦添ココ㊥
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い⑫古今亭圃菊賀門会
●10月15日［土日7時開演●赤城会館（赤城神社）
●100名●2，200円（前売）、2，500円（当日）

●主催：法政大学エクステンションガレッシ 共催：神楽坂まちの手帖

圃菊師匠の高座は、いかつい顔に似合わず、身体をくねらせたり、しなをつくったりの独特の芸風で、寄
席を燥笑の渦に巻き込んでいます。今回は、古今亭一門を束ねる落語界の重鎮が女真打古今亭菊千
代、真打古今亭菊生を従えての一門会です。℡5261−5104（法政大エクステンションカレッジ）

ト⑫アンデルセン童話落語会

♭④理太神楽坂寄席

●10月1日［土117時−19時30分●毘ノ少円実香田寺書院

010月5日

●出演目性扇生・三遊亭害悪

0東京理組大学森戸記念館第1フォーラム

●2i200円i前売、2−500円

水18時開演

0出演権救助師匠1987年東京理科大理学部枚挙料

当日、

●主催北欧留学情報センター

率一 桧山うめ青梅ノ喜多菜
0100名●一触1、000円i学生電糾●要予約

アンデルセン書誌は、実は境むよりも、聞いてみると
一段と楽しさが嬉します。日本の伝繍話芸（落語）で

蘇る、アンデルセン宣話のナンセンスな面白さを堪

恒倒となった神楽坂落語まつ肌こ、東京理料大学卒業
生の落語家、榛軟助節匠が初登場I

能できます℡5261・8899 北欧留学信輔センター

℡5228．8107

ト⑩市会事務之丞 古典落語の会
●10月2日

日ニ11時30分−●東館ハレアナ●2、500円

東京理科大学

ト⑳蒜蒜嵩蒜貴会

「雪の名人上手を沢山真いちゃってるから今の人はどう
」なんて言わないで、同じ時代に生き、価値ある才
能を見守る愉しみに目を向けませんか7「落語なんて
想いたことな−い」とおっしゃる若い方も、ぜひどうぞ。
落語も細緋も「ホンモノ」から入るのか一番です。

010月2日1日17時30分開演●居′自屋もん●40名

01000円

前売

1−200円

当日，●主催神楽坂きちの手帖

今もっとも注目されている毒手二つ目立IIi志ら刀の神楽坂初の独
演会。「志らく四季の会」で神楽坂にもフアンが多い。昨年はその実
力が醒められて、NHK訴人類書コンクールの最纏の本選にも出渇。
志らく一門の一番いさのいい古典落語をご堪能下さい。

℡3235−6951ハレアナ

℡3513・5670

神楽坂まちの手帖

｝⑩わらだを寄席
●10月3日

ト⑳東京理科大学落語研究会。

月］18時30分開演

●居酒屋もん●40台●1、800円〈前売−

●主催神楽坂まちの手帖

夏目激石ガ通った薄田の定席和良店（わらだな）事の復
活をかけて、落語研究家立lii末広と、持薬坂家ちの手帖
鎮篤農の平松南が、古典落語100度に挑戦中。毎回、
真打2人の穀類。℡3513−5670 神楽坂まちの手帖、

落書害会
●10月9日

日」18時開演●毘沙門天蓋囲寺書院

●100名●大境無料

半世紀近く続いている理科大落雷研究会。稽古した成果を神
楽坂の皆操にお披露目するために頑張っています。
℡090−4159・99291抽出

♭⑳唱憶八倒の会
010月8日

土15時開，寅●昆′少円実書田寺書院

○出演柳寮喜多八 五街道覇的
02000円、前売

お香勃てこ来場の方にはおまけを進呈1

♭㊨懇敵失学落語研究会・落語会
●10月7日＿会＿18時30分闊′寅

0毘沙門天善国吉裁院●100名●入場寮諜

脂の乗り切った裏打「持家喜多八」と薪道の二つ
目「五街道弥助」（本年2月に「金原事駒七」から
改名）Iこよる景色の2人会。若い春雷櫓が多く、薄
田初心者の方でも気軽にお楽しみいただけます。

法敵藩研は、その歴史も古く三遊軍白楽師匠など、裏打も輩出し
ています。書段は、老人蒐股競闘をどボランティア活動にも協力。
昨年から神楽坂落語祭に参加していますが、地元持薬坂の落語
フアン、法政卒粟生の方も、ぜひ見に来て下さい。

密32677977

℡080・5577・0897

的七、

大平

ト⑳ 軟の陶芸作品展＆
やぎもの市

●10月1日［土工8日［土］、15日［土］11時一、14時−

一日友縛体験譲宣

●10月3日［月十16日脚（木竃休、体験敬重要予約）

●10月12日［水i〜16日岡10時00分−20時（体験敬重10月138、15

●毘沙円実善田寺境内●15名●2，000円

国内だけでなく海外でも体験手すき
調練の虜纏をしてきた日射正面
匠が、日暮を代表する伝統の
技をわかりやすく伝えてく

11時〜●左樺工房 染小鰭（体験敬重主軸会館〈震示）

8、16日）●持薬駐カルチャーサロン庫裏飯豊●2000円（携絹着込）

左記穀室の生徒の第2回作品展。ショール、
暖纏、クッションをどの小品を展示します。友

闇雲敬宜の生鏡台よび龍田の作品展示と即亮さします。すべてオリシナ
ルの備品で早い者慮る。また、体験陶芸コーナーもかlます。ご飯茶わん

色はeeの中から妬き金ものを選べます。縁付く鳩里の場合は、後日参加

れます。℡5227−2772

が班（勘途1，000円）。鯖節がつくので褒心して作れます。℡3235・2750

（サザンカンパニー）

ト⑯ 左禅研究会習作展

ト㊨スダトン・フィールズ
●10月1日［土］一leBI月・甜12時〜20時

得の美しい色彩をぜひご覧ください。また綱間
中には一日友禅体験教室も鮮されます。
℡326年8966（友樽工房 築小筒）

ト⑫アートマーケット
●10月10日【月・椀112時一17時

●セノションハウス・ガーデン●入場無料

●昆沙円実著田寺境内

●主催セッションハウス企画室日独クンストブリュノケ実行委員会

主催特発飯まち飛び実行委員会
自分で作った作品をこの機会（こ宛ってみたい
というアーティストたちか、お店を開きます（掘

「スグノーン・フィールスl」と顕したベルリ

ンを拠点に活動する若手女性ビデオ・アーティスト5人による
展覧会へベルリンで生まれ育った板材冒せをはじめ、トイツ、
フィンラント、イダノアと出自の異なる女性達が奉加（それぞ

れ育った唱所や滞在した旅先からイメージした異なる手法の
映像作品を公開します−℡3266・0461

り出し物を見つけてね言は3269−2639、坂本

ト⑬青空市
●10月2日旧］（南天の場合は9日、●神楽坂6丁目●主催神楽坂商店街振興組合

ト⑭芋認諾認諾競：嵩来日鰯
●10月9日［自〕一10日［月・視〕17時〜●セッションハウス

●2，500円（綿実）・2，800円（当日）・2，関田（学生／i

強い身体性を特長とし躍進目指しい壊国のダンス界から、振付は女性、
タンサーは男性のみの毎織田「ホン・ダンス・カンパニー」が初来日、日
常生活から見えてくる人間の欲望や存在感をコミカルな動きで体現する
タンスは、官業の壁を越えて観客の笑いを誘いますっ℡3266−0461

こ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市。今回もお買得
商品が満載で五℡32004582（小出i

ト⑭神楽椴を文学・歴史散歩でゴミ拾い
●10月9日［郎14時一16時30分●若宮公国

集合

主催ボランティアネットワークfa同梱8−ふぁみりあ一

昨年から、「神楽坂文学散歩でゴミ治し、」をはじめました。私たちは、毎月1回神楽坂をク
リーンアップをしている学生グループですこ地元タウン誌の方々の協力で、文学散歩とク
リーンアップの神楽坂らしい催しにしています＝℡090−3549−7292仲村）

ト⑫サイエンス夢工房＆理科大ロボット適
・10月16告別10誌一16魯●東京耀料大学1号館17照．登の無料※予約不要●主な東粛理科大学

自分で体感、楽しい科学の実験室素しい理科の実験、石や生物の不慮着き世界、ロボット操作など自
分でできる科学の世界か甜）たくさん一理粗大生か丁寧に教えてくれます。a5228−8740東京理科大学

●10月9日＿日15時−●トトール飯田橋神楽坂店3躇●無間

●主催東京理科大学ジャス研究会

神楽坂下のドトールで行われるジャズコンサート。毎月第2日曜15時から行われる定例コ
ンサートもずで（こ5年目。まち飛びフェスタ協賛企画で、ミュージシャンは破り切っています。

ト⑭器と喋画
●10月1日［土

ト⑭ドト「ル・カフェ・コンサートh神楽坂

演奏は理科大ジャズ研究会、今回で3代目ですへ℡090・2021−8445（須藤）

7日【倉上8盲目土〕14勘合］、15日〔土ニ19時−

●LaRondediAr9日e（ラ・ロンタシル）

世界の映画を紹介しているシネグラフ「キノiイクルー」セレクトのフランス映画と、書手
陶芸作家の器か楽しめるイペントを開催します。上映作品はエリッグロメール監督の￣愛
の左下がノ（1972年製作）ビデオ化もされていないトップレアな作品です。手作りの指
でワインやチーズを味わいなから、映画でまったりする被もいいものです。℡3260−6801

ト⑩カナルカフェ ライブ
clO月7日［今上14BI合〕●CANALCAFE●ライフチャーシ無料

デ）カテンセンコーナーの奥に設けたステージにて、JAZZ aボサノバのライフを行いま

ト⑭地球映像ネットワークミニシアター木聴上映会
●10月6日ホ」13日［木119時一●地球映像ネノトワークミニシアター●600円

主催NPO，主人地球映像ネノトワーク

「地下水脈の謎〈アメリカ）」水は大地を流れ、地上の出来事の影響を受ける言我々は水
を浪費したり，放棄したり破壊するへぎではか、。水は循靖をし、何度も再生する。水の康
一フロリダ州にある神秘の用から視聴者を新しい世界へと誘う1毎日飲む水の驚くこ人間
かどれだけの影響を及ぼすかを理解する事ができる。忘れられない旅の始まり、さあ飛び
込もう。他には「ポッキョククマ、氷上の戦い（イギリスBBC）」などぅ℡5261・9907

す＿お気軽にこ来店下さい＿℡3260・8068

ト⑩劇団窯テント ポスター展
●10月11日［火ノー16日1日

●Thatreiwalo●大境無料

黒テントは、今年から神楽坂に拠点を移しました。その黒テントの1968年創立当時から現在に
窒るまでの上測乍晶のポスターを展示します ブラi）とお立ち寄り下さい（℡5225・3634

ト④ハリウッド本場のポスター展

ト㊨東京理科大書遺部「第1回まち飛び書道展」
●10月8日［土110時−17時●昆沙門真善田寺境内

屋外書道、みんなで作る神楽坂。′小さな紙に筆で好きな言葉を書いて下さい一それを
貼りあわせて一つの大きな文字「神楽坂」を作ります〉

Sh°do＠edkagUlusaciP

ト⑭神楽坂アドベンチャー〈スタンプラリー〉
●10月16日［即11時−13時受付・16暗線了●東京堪科大学入試センターi受付、

●10月1日一土1−8日【土〕11時−17時●荒波会館（赤城神社）

●主催東京理鞄大学

アメリカのスワンというオークションなどで買い集めたレアものの映画ポスター・コレクショ

神楽坂のまち全体を使って行うスタンプラリーです−指令の書かれた「指令書」をもらっ

ン2000点のうち、選りすくりを展示します＿今回の内容（i、1960−1970年代のハリワット

て次々とポイントをグノアして下さいi すべてゲノアした人には豪華賞品が当たります。
エントリーした方にもれなく参加賞プレゼント℡5228・8740庶京理科大学

映画を中心に50−60烏の予定。℡3260−5071、赤織機社）

シ⑫切り総数室
●10月10日［月祝］12時−

●10月1日［土］−16日［日］

16時●昆沙囲天蓋田寺境内
●主催欄楽坂切り絵かっは会

（体験紋重10月16日のみ）

かツターナイフとラシャ紙を使

ト⑩「ミッロウ」って何？
円（幼児一小学生）2，500円（大人・子ともセ

昨年夫婦軒だった神楽薮散歩。地域蕗「神
楽坂まちの手触」報義貞が、江戸、明治、大正、
昭和と、歴史の中lこ刻まれてきた切り絵図、文
学、花柳界、商店街などの変遷を懇切丁事に
ご案内します。申し込んだ方には、集合飴所な

ット〉※櫨料貫とハチミットリンク付※要予約

緒にお楽しみ下さい。℡3235−7858

◇⑰環縦蟻

分−16時30分●主催法政大学

ピービーズ●各回6名2，200円（大人〉1，000

属して、1枚の紙でつながっ
「ミッロウ」って何？から始まる休機クラブ。
神楽坂をイメージした創作を楽しめ
ます。ボードウイービングの体験を
た切り絵を劇作しまも汀沌「淳
ミツパテの葉から取れる天然ワックス「ミツ
ロウ」は食用に、お肌用クリームに、ロウソ
かぶ切り繕」をお楽しみくださ
打こ染色布や創作クレイ中軸の
い。℡3260・8072（花形）
クにと多彩な利用法ががlます。蜂蜜と−
と、色やカタチで「神楽坂」
ませんか。℡5228−7760

●10月10日［月・観］13時30

●10月1日〔土］−16日〔日］13時〜●神楽坂

どの幣紙をお知らせします。℡5261−5104

D⑩思繊轄満濃艦曝

○的噺le陸田球目畦的飯㌍彼前○工藤腿

○（α約回睡昨額別田脚 誇割前○蛾鎚鯖途餌逆縁○邁：蛍請託懸会

アンティークではなく、現代の香道具を展示します。翻ゆ

ここ10年間（こ会員が描きためた神楽坂のスケッチ画展。今はもう見られない、懐かしいお

店、建物、露地に会えるかも。轍議捻雄〔の

重職輔。務繊鞭
アジア太平洋の様々な国の「食の風景」をとらえた写真パネルを展示します。ライブチノーで（i資
料を見たり、ビデオやCDの視欝もできますので、今まで細らなかった国々に出会えるかもしれません

またクイズ（こ答えて五解した方には抽選でアジアの民芸品が当たります1魯稜遊楽難遜

鴫籠繁慈懇鶉罰響駿
新作から古物まで、全国各地から土もののうつわの特徴をとらえた作品を集めて展示販売いたします代表的

な産地のご紹介や、使用上の長所、短所のわかりやすいご説明も。気楽にお立ち寄り下さい。 脚豹

D⑫鰹鞭鞍参篭覇切⊂手配

D⑲撒耀建国

睡暖

○鈍姪娼銅剣〔駁速田脚㈱暁○強練秒＝
現代美術の若手作家の作品を紹介しようと岡村多佳夫（東京造形大学教授）の提案に
より飴まった企画展。今回は注目の井上実。無堤をせず、描きたいものを描く。自分の日
のリズムで形態を追い、得られたものを図柄化するという作品からは、時には別世界が見
えてくるようです。ちりばめられた様々な感覚の記懐をご覧下さい。餞樹殿方

○00別邸瞳咋種田勘助㈲珊珊 護持○鶴舞堅通
日本独自の伝統の漆芸である蒔絵の魅力を身近に親しみ、楽しんでいただくための弊店
オリジナル現代的蒔絵アクセサノーを展宗販亮いたします。饅離職窓

D⑩犠三渡海簡裁珍物班鰯
○00別㊦陸運匂う日脚00輔○鰯

神楽坂を愛した、タウン誌「ここは牛込、神楽坂」の編集長、赦立壁正子さんの提案で開
催してきたスケッチ展も今年で7回。常連、新人をまじえて30名ほどのアーティストが写実

あり、社家か）、多彩に神楽坂を表現します。醗抄

ー＞⑩撮摂瑛莞渡配
○的成剛鋼咋樋田脚的玲車欝翰○餓
マニュアルカメラ使用し、碍出計には頼らず、光を見て貸出を決めます。デジタルでは表

現しきれない透明感、静寂な時間が刻まれた作品をご覧下さい。魯迅翻

D⑫載紡帝＆顎嗣蹴⑧総馳
○00簾田睡＄鍔徳田陸封的溝輔○翻ぜ
「背中に真をi」ということで「飛びか、」と「背負う」がテーマです。ステンレスと布で服を作
っている「山猫しろシャツ店」青木りつ子と置を主のテーマとしている彫銀節、石板草子の2

D⑫西餓珊轟織豊鵬
Otα諏ヨ脚《乾田轍00都電脚○鰯鮮鶴形占

人の共有するテーマ「背中」から、それぞれの勅語をお届けします。畷翻

伝統の中で大切に育まれてきた掛け軸。その掛（1軸が床の間から抜け出し、現代の空間に新たな

る感覚を呼び起こします。表装家i石曽根和佳子の作品をご覧下さい。轍蛤願厳勘

卿鰯綿咳紛劾〉⊂駈麗蟻恥轍翻注

♪㊨恭裳十勝 顕職
○船舶固唾彊碓日蝕鈎⑮ 駁砂場的

D⑬紳諜報周回 蒔頭韻

漑癒○釦瀞や輸

今回はうつわやでの写真展（こふさわしく、「土」と「火」をテーマにした作品を10点梶展示。
作家の目を通したやぎものの原点をお楽しみ下さい。Q袈務進数抄

〇⑫脇猿田
○綱田睡昨雑㊤噸嫌如健勝競〕 某輌渇○翻膠
過去（こ展示された作家の方々やプロのお客様こ参加のもと、「私の神楽坂」を自由に表
現していただきます。アクセサリー、イラスト、オフジ工、クラフト、書、暗雲等々分野を問わず、

ユニークな発想の「神楽坂」が並びます。能遜蔓養節〕

○00卿㊤㈲鍔推田の1珊茅輔

〇線譲裏餓鋒随∋B荻瀬姫鰹≒
イタリア中部、アベニン山中にある（標高1600m）石造りの村、ス
カンノ。そこにはごく当たり前の生活と、短めいては消えていく里
のような、一つ一つの人生があった。．iJavItaebeiiai一人生は美し

いi蹴返的鰹頒飴q莞63基調

抄⑫謙語薪雪銘湯薙荒瀬
○（隣国脚的暴ク○寡轟昌鍵纏鰐勤務澄○醗妙
東京理科大学祭実行委員会、カケノンク、地域萬「神楽坂まちの手嶋」が、様々な団体、有

志のこ協力の下、賀重な写真を発掘してきた成果を公開します。魯脚鯨勘）

「音楽」は捲く物です。その「音楽」を文章と写真で紹介します。今回は今まで撮影した
多くのミュージシャンやアーティストの写具とそれに書き下ろした文章とを展示します。まる
で音楽雑誌を眺めているような写真展。そんなコンセプトでお贈りするひとときをお楽し

「まち飛びフェスタ」サポーターバッジデザインコンペティションに応興された作品を展示します。
テーマは「あなたにとっての持薬坂上地元の小学生からプロのイラスルーターまで応募総数113

みください。翻

点。神楽坂のイメージや名餉・名所など、それぞれか思い描く怪界をご覧下さい三脚

餓ぐ彩〉〔油滴鉄謀疑点釦維癖
鉄舞中脳琵弱敵焚物訪露通

0−⑫まち飛びイベント会場
★サポーターl〈ッジ販売所

詔洗場諦饗請桜譲与叢誤診
塞998妙も≪麓鵬

ダンス・ライブ・etC

イベント
e秋だiアートだiコンシェルジェ

的類富駅

矢来驚一一ノ溝

e神楽坂まちなみスケッチ会
○神楽鯨芸妓による
「お座敷遊び入門繍座」

oハリウッド本場のポスター展

籍的議事

さあ、みんなで小唄を楽しみましょう

e野点く煎茶〉

eサイエンス夢工房＆理科大ロボット道
⑭器と映画
eカナルカフェ ライブ
⑭劇団意テント ポスター震

／桑

田

eほろ酔いライブ「新内In神楽坂」
e徳花師匠の小唄教室

「DayAfterDayJ「SunflowerJ

e学籍隼

名曲後置とお嘗Iこチャレンジi

e小唄肌神楽坂

e持回ダンスの新しい波・
HorlgDanceCelTlparIyダンス来日公沸

e「春の海」の作曲者・宮城道雄の配合鯖で

eとれぴあん邦楽
⑲投扇異と寛人等
0神楽坂からぐ）座
e観世九寄金十月定例会

eスクiノーン・フィールズ

東西技

●坂（こ￡線描き

東西線

⑫★

ギャラリーこまち

神楽坂ピービーズ

㊨神楽坂エミール

牛込砥腎◆諦尺
⑩★

⑲野点〈抹茶〉

㊤ドトール・カフェ・コンサートIn神楽坂

⑦東京理科大書道都
「第1回まち飛び書道展」

⑱うつわや槌

⑭神楽坂アドベンチャーくスタンプラiノー〉

ギャラリー企画・展示

落語
e古今亭Ⅲ菊一門会
eアンデルセン登臨落語会
⑩古今亭菊之丞 古典落語の会
⑩わらだな寄席
⑲七転人側の会
e理太神楽鯨寄席

④青空市
e神楽坂を文学・歴史散歩でゴミ拾い

e蒜誌トワ￣クミニシアタ￣

⑱★

e遠州漉一語麗さび茶会〜

⑫ア￣トマ￣ケット

牛込持薬饗◆

㊥わらだな寄席「善季語」

立川志ら刀落語独漬会
⑰東京理科大学落語研究会・落語会
⑫法政大学落語研究会・落語会

講義

⑭現代の香道具展示

ma剛8，。薫

㊥アジアの街角写東屋一幸せな食事一
〇土もののうつわたち一織部などなど

⑩魅惑の電線アクセサリー展
⑫神楽坂の街並みスケッチ展
e石曽根和佳子作品展
★山下漆器店 ⑫大森∴博 写費展
★ムギマル2 ㊥私の神楽即

パレアナ

諜雄牛込謀議◆

A。。：謹書

㊤第3回全国鎗地サミット神楽坂大会
「路地サミットill神楽坂」

袖ミ条‥

㊥「観る苦楽、聴く写真」渡部晋也軍費展
⑩思ひでの神楽坂素描展
㊥近代ヨーロッパ版画展
⑳岡村多佳夫企画 井上実展
e稿本達也写真展

葦戸飴も

⑫青木りつ子a石坂章子展
「せなかものがたり」

⑲観世九a会「のうのう境座」

東京三暮即行 ⑰∴本多横丁
⑬ヤマモトヨウコ写真展
ア署㊥￣ミ謹告a。。エフ⑫諾署霊蒜詫

⑰シリーズ神祭撮単一濃石質
第1日一要目潰石が今日に残したもの一

＜原鞄づぐ）から紙すさまで＞

e秋の陶芸作品展Gやさもの市
⑩友樽研究会作品展8−日友穐体験飯豊
e神楽坂で遊ぶ
⑩切り飴教室
⑱「ミッロウ」って何，
⑰神楽坂を歩く
※申し込んだ方（こ費今場所を
お知らせします。

坂にお線描き

体験
⑲日精正節匠の手すき和紙ワークショップ

東京神楽坂総見番○誓

⑱e

IVレスギャラリー

ラ●ロン縦
アグネスポチ

若宮公田

㊤

㊥日蓮漂∴お会式

★坂本ガラス店

伸通り

議這サロン謙スべ￣スK
ee

志満会

地下鉄∴1∞
飯田構駅

i瞭？

器囲
患∴∴∴∴∴堅

菩∴∴∴∴群
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