伝統とモダンが交差する、まちの文化祭
窯∴∴∴畷
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ガイド で千 一

ごとこの面

鋤i馳旭…

網発振蔓蔓鬱

由こお絵描き
神楽坂まちなみスケッチ会
i秋だiアートだ−コンシェルジェ
；2006

アートマーケット

秋の着物でコンシェルジェ
2006

神楽坂さものフリマ
牛込ボランティア
サポートコーナー紹介
神楽坂アドベンチャー
くスタンプラリー〉

まちとび情報発信所
〜インターネット休憩所〜

⑭愕琵蒜諒闇座」
ポストカードプレゼント

宮城道雄名曲のしらへ
一箪とフルートで奏でる「巷の海」〜

入場料1500円→1300円

小唄in神楽坂

入場料2000円→1800円

⑫！鷲窯監富ましょう」

⑭南扇輿と東八巻
遠州流誇麗さび茶会
浮かぶ切り絵体験教室

「昆沙門天で紙すぎを」
神楽坂カルチャーサロン陶芸教室

「秋の作品展とやぎもの市」

参加費3800円→3500円

参加費500円→400円

はちみつ（小）プレゼント

古今亭圃菊一門による

「赤城神社落語会」

㊨！ァンデルセン童話落語会

入場料2000円→1800円

第27回 七転八倒の会

入場料200円割引

パレアナ寄席「立Iii志の吉の会」

パレアナ10周年記念
手ぬぐいプレゼント

法政大学落語会

㊨慌芸科大学輔研究会
第6回神楽類・連続路地シンポジウム

「京都・姉小路界暖まちつぐ）」

⑳燐諸悪を彩った
コーヒー400円→200円。
神楽坂百物語wIthEcoSalon

ロハスグッズは半額程度割引

e嵩諾認諾諾箪

参加費2000円−1800円

⑫i数学寺子屋

④鷲課奈誤、研鯉
⑭嵩講義茄アゼル シ梱

⑭号競㌫桐。世細
④cAVA新作公演「アiJJtイ」

㊥レかタレース

⑭謡詔莞莞ル￣」
e萬栄ウミの少年期」
⑭フレンチ・シネマ・パーティ

1喜色は、開催日です。〇・のは、イベントNo．で紹介記事やマップと照合できます。

SpecもI鳳onkBI

サポーターバッジをつけてまちへえ

SpetioInI〇品gI

課業善幸ふテル
劇薬大正2年。優れた鹿賀の豊富な演武で古くから名高い草津の
いて渇。その掛値あふれる湯治掛こ、大正時代の趣を今なお大

軌こ守り続ける純和風の潟の宿です。

東京理科大学
「本年6月、東京理科大学は
創立125周年を迎えました」
〒162−8601東京都新宿区神楽坂1−3

TELO279−88−5011

hHp〝wWWJtusatSuhotelcomI FAXO279−88−2356

最高巌洗える三

hboUnlVefSlVOfS・1m∝

TEJO3−32604271（代表）http．／／WWtuSaclpI

〒377−1711群馬県呂裏襟革蓬町479

卸噌fhlmonk5I

柏葉壊キャンパス／／畦手鍋・工学宙∴野田ギヤンltス／難問・理工学部・拙筆鶴

見万諦キャンバス／基礎工学（1年次） 久喜キャンパス／経営学部

吉tI
英商事株式会社（はな芯さしょ＝
〒162−0825 東京都新宿区得ろ
TELOe・3269−8723

http．〝wTl

創業 昭和42年（現在創業3妻

l諾露悪豊

塞⑥⑥⑧∴多脅迩誤診彰五千妙

持秦馴mu聡ニシ7年

「捌撚・兜生轍鮪偶捌上映会」

⑫鶉〜

MUNDOPOPULAR3

i

i入場料1000円→900円

⑲神楽坂☆映画音楽祭
アグネスホテルランチタイムコンサート番外〃−

「ある偉大結締の思い的こ」

⑫イダノア′旧ック音楽の調へ

参加費2000円→1800円

オントマl小ノとピアノのコンサート
〜LesondesMartenot−

入場料200円割引

マンスリーディナーライブ
ハロウィンナイト

劇団黒テント
第59回公演「女中たち」

⑩惜譜7謹票
「神楽坂、人と建築のかlなす婁胎」
神楽坂界隈素描展

⑫i神楽坂写真展
アジアの街角写真展
〜暮らしの装い〜

⑫i謀議こル￣ス展
「六歩展」〜はしける−
（第6回楽ちん展）

西洋版画コレクション展
一ドーミ工からビュッフェまで〜

上村由希 ガラスコラージュ
「離見るように」轍A卿傑［otdT館山岬

㊥山上真智子人形作品展
上村良夫作陶展

⑭！鎌田克慈 漆器屡

ポストカード3枚と先着20名に

107ACCUカレンダープレゼント

10，500円以上お賢い上げの方に
オリジナルエコバッグプレゼント

うるしと全篇−いろいろの藤懸〜

田村智美展
「漉き和紙工芸 すかし文様和紙」

ei越前和紙展示販売
表装家の緯度
「石曽根和佳子のあたくしは」

染小路かくらむら表紙展

みよこのガトー（お菓子）な個展

飲食の方にささやかな

おかめ家ゆうこと粋なねずみこう

粋嵐グッズプレゼント

青木克博「からくりアート80X展」

ポストカード2枚組プレゼント

みよこグッズプレゼント

①中農良一個展〈1人グループ展〉

ポストカード2枚組プレゼント

㊨慧善業誓篤〜
㊨雷話芸ラ＿ジュ展」
HiRoNO2006

秋色

貝塚理佐絵画展
・トドメル・
一首日興鴛のガラスによる平面・血樽の作畠昌一

ご飲食の方にパウンドケーキ
プレゼント

買い物をされた方に
オリジナル善愛プレゼント

㊨にこんオリジナル文直皮展

増そう！器器論詰器諾誓詳詩誌詣認諾豊謂器㌫謀議詰黙豊
Spef心Irhonk封

お密等を3牢ご用意し、
伝統の味を守り続けて130年−
志満金の暖簾に歴史が蒸る。

息

Spe io′同相∴∴∴∴∴喜テント
BiacklchtTheiICr（BTTl

黒テント第59回公演

遼流会

お前の菩提樹花のお茶で、

『女中たち』殺す霊鷺しを

〒162−0825東京都新宿区補楽振2・1

】030（刷−115伯）cast額田桂子／庭智忠子∴本木事世
theatでelWatO
作ジャンシェネ 鶴駅渡辺守寧∴瀬周立山ひろみ

TELO3−3269−3151FAXO3−3269−3153

〒162−0832東京都薪宿区岩戸町7

忘満会には、投扇輿や束八寒などのイベント会哩として

TELO3−5225＿3634

E・maiibtt＠tOkyoemalinelP FAXO50・3424−6289

鎮団栗テントには、「まち飛び」全体の亜割こ 多くのご能力をいただいております。

神楽坂まち飛‡
平成18年10月1日発行（年1回発行）

ト0城商議諸芸

700mの域通がキャンバスに捻る日！！

●11月3日［金 祝］13時〜15時30分（雨天中止）●神楽坂通り全域
●和太鼓演奏、大道芸、マジックaジャグリング、JAZZ演奏、チアガールズ＆応援部

パフォーマンス、古代文字大事描き●主催和楽板まち飛び実行委員会

勇壮な和太鼓の菖善を合図に2006年の「坂にお絵描き」は開始されます。神楽坂
の上から下まで敷きつめられたロール紙に子どもから大人までが思い思いに絵を描
きます。路上では汗戸時代から続く大道芸や中国古代文字の大壷措き、モダンなマ
ジック＆ジャグリングショウが色を添えます。さらに地元の東京理科大学・法政大学の
学生によるジャズバンド演奏やチアガールズ＆応援邸のパフォーマンスが終始祭り
を盛り上げます。℡3269・2639（坂本）

，e神楽坂まちなみスケッチ会

トe柚楽堰きものプリマ

●10月21日［土］10時〜

●11月3日［会・祝］11時〜16時●赤城会館

●集合：昆砂田天善田寺境内

●主催●柏葉嬉さものフiノマ実行委裏金

●スケッチ会場：神楽坂一幕●鯵加無料
●主触NPo法人東京を描く市民の会

着物の似合う街、ここu神楽坂着で初めて開催される蒼勅のフリーマーケッ
ト。着物はもちろん、語や和装小物をお手軽な価格でゲットするチャンスですi
この機会にお気に入りを発掘してみては7。

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、明治の文意の足跡の残る
石畳と無垢のまちを描きましょう。前半にはまち
ある書を実施。予約不要、スケッチ用具指診の

℡6231−8400米kaguraZakaklmonolm＠yahoo．co．ip（持楽頬さもの7リ

マ実行委具合）

上、どなたでも参加できます。●mp．／Iwww．egakukal．cem

トe蒜欝等緒競2006
●10月21日［土113時30分−16時（休憩時問を入れて）
●集合：昆沙門天雪目寺境内●主催NPo法人粋なまちつぐ）倶楽部
℡3260−6260●参加費1000円（茶葉付〉

●予約不要
ボランティアコンシェルジュ（まちの案内人）
が、神楽坂の文化芸能にスポットをあてたまち

トo牛込ボランティア・サポートコーナー鏑介
●10月28日［土］10時〜15時●毘沙門天著田寺境内
●主復●薪肩区社食福祉協議会牛込ボランティア地織活動サポートコーナー
●無料●予約不要

牛込地域で活躍しているボランティアはさまざまな場所や内容で活動中で
す。自分たちの活動を地域の方々に知ってほしい、また、仲間の和を広げたい
と精々思っていました。今回は、ぞうり作りの実演とともに、牛込サポートコー
ナーでのビーズ作り、小袋作りの紹介をいたします。ぜひこの機会（こ牛込ボ
ランティアサポートセンターを知って下さい。℡3260−9001

案内をします。神楽坂の粋な路地とともに、ダ
ンススタジオ、劇場、個性豊かなギャラリーや
お店など神楽坂発の文化や心意気が伝わる
イベント開催会場をご紹介します。

トe神業坂アドベンチャー〈スタンプラリー〉
●10月29日［目白3時〜16時●受付：東京理科大学大学入試

トeア トマーケット
●10月22日［印12時〜17時●毘沙rl天蓋田寺棟内
●主催持薬飯まち飛び実行喪具会

センター●会場持薬厳粛膿●無料●予的不要●主催欄発振アドベン
チャー実行委教会
神楽坂のまちを舞台としてスタンプラリーを行います。さまざまな護を解きな
がら、神楽坂のまちを巡ります。
寄5228・8107う／誌oho＠admiIl．tuS．ac．Jp（東欝埋料大学広紳練）

自分で作った作品をこの機会に亮ってみたいというアーティストの卵さんたち
がお店を開きます。掘り出し物を見つけてね。℡3269−2639（坂春）

トe秋の着物でコンシェルジェ2006
●10月29日［日］13時30分−16時30分

随時案内

トeまきとび情報発信朝一インターかト休憩新一
●10月28日［土1、29日［目112時〜16時

●メディア情報システム・システムエデュケーション事務所内（カ

●集合：毘沙11天善田寺境内

フェ〃トクリ工2轄）●無料

●主僧NPo法人粋なまるづぐ」倶楽部℡3260−6260

まち飛びフェスタの情報発信所・休憩所として、インターネットカフェ凪に閏放
します。神楽坂のオリジナルグッズそして神楽坂マップの販売。柏楽坂のお

●参加費1000円（茶葉付）

まち飛びフェスタでにぎわう、秋の神楽坂を着物で歩きましょう。着付けサービ
ス（1000円要予約）のほか、写真（粋まち特製フレーム主こだわりの和亮子と
お茶など、今回もお楽しみ満載の「着絢でまちあるを」をこ堪節ください。

店情報も置きたいと思っています。是非 まち飛び を楽しむヒントにどうぞ。
今年のまち飛びサポーターバッジ・デザインコンペ受賞作品の展示も行って
います。℡3235−5115饗educatlon＠mediaJcllocem

iフェスタ2006

ト⑰開講縫び大幅座」
●11月4日［土］第1郎：13時〜14時、第2部：14時30分〜15時30分●於：東京神楽坂組合 貝毒
●出演芸妓i夏栄、はたん、真由美、白みゑ、小奴、千九、漉せ●をとり「ひと里」、小唄振り「辰巳よいとこ」
「Iii凪＿「奴さん」「さがノー「さわざ」●お座敷ゲーム「都々逸・涼しくなったから」他●各部40名（各部内容は
同じ）●2000円●チケット販売●10月10日［火］一、1人2枚まで●主催・神楽坂まち飛び実行委貴会●協力：東

京神楽坂組合
普段は入ることのできない芸者衆のお稽古場・貝毒にて、芸者さんのナビゲートで料亭と同じお座敷遊びを体
験できます。芸者さんの艶やかな踊りを堪能したあとは、ご参加の皆様もこ一緒に、粋なお座敷ゲームでお楽
しみ下さい。芸者さんへの貸間コーナーもかlます。チケット販売．℡3269−2385（山下漆器店）

トe騰・狂言公演「奥州恒治の会」
●11月4日［土］14時30分−16時40分

●矢来能楽堂
●出涙奥Iii恒治、観せ書之、山本意次節ほか
●仕義「白楽天」￣楊枝」、整容「秀句傘＿、純「弱
法師＿●270名●正面指定6000円、臆中正面指
定5000円、自由席4000円、学生庸2000円、当

日第は各席500円プラス●要予約●主催奥Iii恒

治（観世演能築繭）
能の道に進むことを決め、いつの調 こか30年以
上の職月が鰹ちました。自分の思いだけで飛び込

んだ「艦」の世界は、弱法師の如くまさに裏目の
世界を多きようでした。頭注節が易の世界から光明を見出した如く私自身もこ
の会を機に要在る飛躍を目指し、裏書（こ挑戦し繍義していきたいと思っていま

ト0線花師匠の小唄敵喜
一「さあ、みんなで小暇を楽しみましょう」一
●11月1日［水］19時〜21時

●昆沙Pl天蓋田寺書院
●嘱目書目とよ徳花、糸はたん（神楽坂套技）書目とよ

花露、立方．舞子（神楽坂裏技）●2000円●主雛書目
とよ穂花

芸者衆の小唄の先生i筏花師匠が会場の皆さんlこ小項拍車。昨年も大好照
だった師匠の職やかを唄とユーモア蓋れる繊導に、今年は持家簸現役芸妓の罵
りと三嘆纏が花を違えます。さあ、筈さんも粋なお福吉をどうぞ。
チケット販売℡3260−1540（ほてや）℡3269−2385（山下漆携店）

ト⑲とれぴあん邦楽

す。「能」は初めてという方にも肌で展じていただければと頼っています⊃

●10月29日［目］13時〜16時●志満会（3階）

℡090・6176−0848（「能のhana＿事叛局）（10時一20時）

●出濃持薬撮・お座敷萱を楽しむ会合具＋賞助する方々●見学者20名●3000

，⑰宮城道雄名曲のしらべ
一箪とフルートで奏でる「藷の海」−
●10月21日［土］13時30分〜15時

●宮城道雄記念館
●滝実吉船井美千子、鞭毛久仁子、多々良書保
塁、田中桂子（フルート）●100名●1500円●要予

約●主催宮城道雄記念館●濃実曲目 ￣書の海」

三つの民eM」「希望の南」「水の変態」「葉葉
の躍り」

今年は「薯の海」の作曲者、宮城道雄没後50年。事とフルートの美濃「書の海」
を始め、宮城曲を＃分に楽しんでいただきたいと企画しました。線着後、希望番
には智が体験できるコーナーもかlます。℡3269−0208（宮城道雄記念館）

ト⑭小唄in持薬堰
●10月21日［土］18時〜19時頃

●昆沙11天着日寺書院
●蘭よし和（蝿・三曝腺）、宮運やすみ（三味録・購）、ゲス
ト井輸ナギ（立方）●2000円●予約不要

●主な．0よし和、富録やすみ

神楽坂ゆか）の二人がお送りする、好鯖の小唄ライブ第3
弾。今年は躍りも加か）、いっそう粋で簾やかな小唄のせ
界を￡楽しみいただきます。秋の夕暮れ、気組lこお庭重病
分をどうぞ。
℡526十5424（安井）、yaSumim−yaZaWa㊨infoseekiP

円（基の肉弁当と飲み物付き）●憂予約●主催神楽頓・お座敷蚕を楽しむ会
昨年Iこ引き続き第2回となる、端唄・小唄・都々逸・さのざ長唄・踊りをどの選裳
の会です。見学者の方くれ2時30分−13時にご来場下さい。13時から曇食を取
りながら とれぴあん邦藁賀をお楽しみいただきます。飛び入り大敵迎i飛び入り
希望の方は予約時Iこあらかじめ出し物をお知らせ下さい。
℡3203−6342＼sanonaolumi＠ari°rLocll．neIp〈佐野正文）

ト⑭投扇興と東八巻
●10月28日［土］11時〜16時●志満会（3階）
●3800円（お弁当付き〉●要予約

●主催持薬坂まちづぐ）の会

厨子を掛1て的を落とし、その落ちた形を遍氏鋤輪の各巻
に見立てて、その点数を競う投願興。キツネと織砲打ちと庄
屋さんの三者をジェスチャーで示し、ジャンケンのようIこ争う

東水食東八

東八番。お虚報での伝続的な選録を神楽坂の名店「志着金」で某しめます。東
八着の復には、楽しいお産農芸も。初心者歓迎。和服でのご基部はもっと歓迎。
半日のん的）と重の大広間で楽しみませんが7 a32e9−2385（山下葉裏店）

ト⑰遠州流締麗さび茶会
●10月29日［日］7回開催／11時一・11時45分〜i12時30分一・

13時15分一・14時一・14時45分一・15時30分〜●昆沙門天善田

寺境内（雨天の場合は書院）
●各慮20台●500円（予約不要）●主義：遺物隷書中農・場内家長

遠州波は大名（義家）茶道の代表的な洗録です。遠州濃茶道の紹介をかねた茶
会を昆沙H天替田寺で開催します。どなたでも参加できます。気楽にお立ち蕃り
下さい〉℡5805−9925

giShi°h°riuChi＠nIftycom（堀内）

ト⑭慶治門まで紙漉きを

ト⑲浮かぶ切り絵体験轍宣

●10月22日［81・11月3日【金・捌−5日［日］10時一・13時−

：謀議豊諾諾時＿一一四千

※3日14時のみ、5日10時のみ●毘沙門真著田寺境内●各

●無料●予約不要●主催；持薬塩

回10名●2000円●墓予約●主傭真正工房（いしようこうほう）

切り絵かっは会

和紙の主な原料は構（こうぞ）。その緒

一散の紙で表現する汀波「浮かぶ

を使って原料作りから始めて、紙すぎや∴、＿
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ゐなたの紙

切り絵」。ラシャ紙（折り紙でもOK）
とカッターナイフさえあればいつで
もできる切り絵です。ぜひ体験教室
にお越し下さい。

を作りましょう。圃042−397−6的5（ファク
スのみ〉詔isyoukoLJbou⑫一lIht・

∞mne・jpは正工房）

℡326か8072（波形）

叔

ト⑰〒蒜論議語合」
●10月27日［金］18時30分〜20時30分●赤城会館
●出演：古今亭圃菊、他−Fl●70名●前売：2500円、当日：3000円

●主催：赤城神社 落語会の重鎮、最多数の弟子を有する古今亭圃菊師匠と一門
による落語会。円熟した話術と独特の所作に定評あり。古典落語の神髄をたっぷりと

楽しめます。昨秋の高座は、即満員札止め。お早めにお申し込みを。
チケット販売：℡3260−5071（赤城神社社務所）

レ⑭アンデルセン童話落語会

ト⑫パレアナ棚「立川志の吉の会」

●10月28日［土］13時−

●11月4日［土］12時−●茶館パレアナ

●昆沙門天善因寺書院

●出演立IIi志の吉●約20名●2500円（コー

●田浦：榛蘭生 三遊亭言想

ヒーをおしの書付）●要予約

●主催，蕪重lルアナ
コーヒーの虞で薄霞7と篇きめされるな。バレア

●100名●2000円●要予約

●主催北敵留学調練センター

アンデルセン宣話を悪報でき 三遊軍吉霜
く。これが21世紀の重鰹と薄田

ナ脊席は古今事蔦之丞節匠により過去4回の

の某しみ方です。200年間iこ作

舌を迎えます。爽やかで晶きく、礼継正しく勉幾
焦心。このイケメン新人を持薬坂をあげて座標

られたお膳が藩語になって霧り

実意あり。今回ii立Jii沌志の篇門下、立川志の

ます。

しようではかlませんが。

℡5229・5899（山中）

℡3235・6951（バレアナ）

凶Inlo＠bindebaIlecom

ト⑭法政大学落語会
●11月4日［土］19時〜●昆沙門天着目青書鹿

ト⑭第2梱 七転八倒の会

●100名●入場寮料

●主催法政大学蕩括禰発会

●毘沙Fl天蓋田寺書院

昨年に引き続き、学生ならではの元競漂網と
自由度の高さ、しかし自己満足ではなくお富
強の喜びを第−1こ考え励んでいますので員

●出演柳豪富多八、五衝遣祢肋

に来て下さい。℡080−6568−3237（大平）

．10月28日［土］18時30分
〜20時30分

●100名●2000円〈前売）2300円

（当日）●基勅でご乗場の方は300

円朋1．主催 七転八倒の会

大観・実力共に意上昇中の鱒葉書
3人と、観纏の若手重五節遭難助
による、裏打と二つ且の具合の二
人落満会。薄田初心者の方も徴軽
に楽しめるアットホームな会です。
重3267−7977
￣へshicH−8⑫ZakaItnejp

（七賦八倒の食事拷局 就職方）

場象きタ八

ト⑦東京理科大学落語研究会・落語会
●11月5日［自］19時−●毘沙Pl天書目青書康
●100台●大増額料

●主催，東京腹掛大学蕗諮研究会

今年も例年通り落語会を開催します。この
寄席は、3年生にとって最後の害鳥です。木
戸鏡はいりませんので、ぜひ定を運んでみて
下さい）
℡090・6784−5149（雑種）

ト④相楽叛カルチャーサロン陶芸戟室

「秋の作品展とやぎもの高」

ト⑲ミッロウ教室
●10月21日［土］〜11月5日［日］10時

●10月25日［水1−29日［剛10時30分−19時30分、体験赦茎：29日
●主催持薬撮カルチャーサロン閣套教室●無料
●体験敬重は要露約

30分一17時の間●約40分間●神楽薮

陶芸教室の生徒の作品展示と卸売をじます。1年間の
苦心作やユーモラスな作品を一人でも多くの方に見て

同時展示いたします。体験教室にもぜひご奉加下さ

費と八子ミツドリンク付●要予約
「ミッロウって伺7jTどうやって採るのブ」ピー
ビーズでは、ニュージーランドの天然蜂蜜から採
れたミッロウでロウソクや恥二やさい、パームの
手作り体験ワークショップを開鮮しております。

い。℡3235−2793●http：〟kagura。maX．Jp／rokuro

℡3235・7轍

いただく恒例の作品展です。お剣こ入りのものがかjま
じたらどうぞ芦をかけて下さい。また、総てがみや油絵も

ト⑭第6回相楽携・連蹴地シンポジウム

「京都・姉小路界隈まきづくり」
●11月1日［水］18時−21時

トePSPを持って神楽坂を遊ぼう
一節の最新情報はPSPから一
●10月27日［金］19時〜21時

●東京理科大学森戸記念館

●キイトス茶房

第1都シンポジウ

●25名●2000円＋飲み物代
●要予約●主催キイトス茶房

ム1000円、第2部愚親交流会

●鴻師一大＃直樹（ザヒルトップ倶

2000円

楽部代表）

（飲食費を含む）●要予約●主催NPo
法人粋なまちづくり倶楽部●調節．石本
串良（NPo法人部心痛膿まきづぐ）ネッ
ト事務局長）
ここ10年来、京都・節小路界隈ではその

ゲーム機（プレイステーションポータ
ブル）をインターネット鞄末として、
AV再生機としての使い方を籍厳し、

神楽坂を遊ぶ方法を探ります。

地の優れた精神性をふまえて式目の策
定、新しい建築ルールの導入などを実
践してきました。その活動の推進者を招
き、よりよい住まいづくり、誇れる町並み

℡5206−6657（キイトス茶房）

ト㊥一数で遊ぼう一

散学寿子屋

づくりについて語ってもらいます。
℡3260

ピービーズ●2200円（大人）、1000円（幼児
一小卑生）、2500円〈大人・字どもセット）●概科

6260（NPO法人粋なまちづぐ）

●11月4日［土］小学生対象：13時〜、

倶楽部〉

中学生対象：15時〜●各45分
●昆沙97天善田寺書院

ト⑦柏葉撮・早稲田を彩った

文嘉・作表たち

助救援）
穀（かす）をテーマにお話しします。数字の性質や、学
校では習わないような数字についてご紹介します。ま
た誰でもできる簡単なゲームを取り上げて、その中に
寛政や数学の種（シーズ）を見つけます。

●10月21日［土日3時−15時30分

●まち歩き●集合：13時早稲田大
学大隈講堂前〜15時30分（神楽
坂解散）●60名●4000円●要申し込み

℡522か8107（東京躍料大挙広錦旗〉

●主催；東京理科大学生涯半日センター
●調節含ま裕子（統括歴史博物館職

ト⑭東京理科大学みらい研究室

員）、平松雨（持薬坂まちの手帖）
早稲田から神楽坂に至る地域は「早稲
田・神楽坂文士村」が成立するほど、夏目

一科学へのトビラー

漱石や坪内過蓬など多くの作家、文学
書、芸術家が活躍しました。本講座は「文
士村」形成という新しい視点で地域と文

●10月29日［日］10時一17時

●東京理科大学6号蝕2階
●主催．豪窟理科大学学生団体有

学者の結びつきをとらえ、座学と文学散歩
を組み合わせたユニークな地域学講座です。
℡3267−9462（東京理科大学生涯学習センター）
●http：Nwww・tus・ac・jpImanabV

●無料●要予約●主催●東京理科大学
●鯖節 飯田洋市（闘訪東京理科大学・館営情簡単租

坪内遥遠

ト⑰柚楽坂冨物語withEcoSalon
●11月3日［会，祝］11時−18時※雨天の場合は5日

●毘沙門天善田寺境内
●無料●主催▲Deh靴y

西洋のサロンをイメージしたハウスの中で現代における霜間鱈について議論、神
楽坂の歴史のフォークロア紹介を行います。また、ハウスには神楽坂の思い出や
ペイントを自由に描くことができます。気軽にご参加下さい。
℡0004211−7564泰ho一mme・spheneeeZWeb．ne．Jp（山車）

志（1部生物研究部、1部無線研究
部・2部無線研究部、2部散学研織
部、嶋人間サークル一馬科）●無料
東京理科大学の学生サークルが、手
つぐ）の展示・発表を行ないます。ロ
ボットのデモンストレーション、ブロー

ドバンドインターネット体験、鳥人間
コンテスト出場機体などの展示。さら
に動楢柏の標本展示や、パズルゲー
ムを数学で解説するといった、中学
生や高校生にもわかりやすい内容に
なっております。理科大で科学の楽
しさを感じてみませんか71は5228，

8107（真裏理科大学広縄簾〉

神楽坂まち飛び

ト⑲諦蔚講腸前

文化庁芸術祭参加 マドモアゼル・シネマ公演

●11月4日［土］19時一、5日［目115時−，19時一●セッションハウス

●100名●演出・振付：伊蔵直子、映像：嬬村昌世●前売（予約のみ）：2500円、当日：2800円、
学生：2000円●予約はお早めに

熟：婚己憶の集積場です。幾層にも降り積もった記憶のほとんどは忘れ去られたもの…。映像（記
憶）とダンス（現実）、家と外、あの世とこの世、少女性と母性、小さな劇場を家としてそれぞれの
境界線がとけあいます。「お帰りなさい、子どもたちl」時間と空間が交錯する小さな断片の由こ
誘う、タンス・ファンタジーです。℡3266−0461窒maiI＠sessi°n・house．net（セッションハウス）

ト⑭「フレンチシネマ・パーティー」

ト⑱日仏漬照協会連続セミナー

「ベルナール＝マリ・コルデスの世界（4）」

一日本末公励フランス映酉とフランス料理の夕べ〜

●10月2調［水］19：00−●東京日仏学院 エスパス イマージュ
●出演中佐伯瞳幸・佐尊慮・劇団照テント●東京日仏掌暁と日仏演劇協会金具

●11月5日［日］●開映119時〜（開場18時）

慧料、一般500円●主催．東京日仏学院●共催．日仏演劇協会

●入場無料 ※入場された方には、ラ・ブラスリーメニューの中から自由に注文い

コルデスの生涯をたどるセミナー。lUレナール＝マリ・コルテスは1980年代のフ

ただけますこちらは有料となりますのでご了承下さい ※ラストオーダーは22時

ランスを代表する劇作萩。コルデスの作品は、その主題や独特の文体、形式によ
り今日の演劇に大きな影響を与えた。この連続セミナーでは、コルデスの生涯と
作品をたどりながら、その作品がふくむ思想を甜）起こしていく。なお的国魚テン

●主催東京日仏学院

トの協力によi大実験リーディングも行う。℡5206−2500（東京日仏学院）

●東京日仏学院中庭「ラ・ブラスiノー」

●テーブル席の予約の有無については、http・〝www−mStitulIp／てこ確認下さい

莞課業誤読 ．私 論、
します。上映作品は、2006年フランス映画祭に

ト⑭cAITA（さば）新作公演「アリバイ」

も来日したフランスの苦手女流監督ソフィー・
ブイリエールのラフ・コメディー￣イタイ女（原

●10月27日［金］19時30分−／28日［土］15時一・19時−／29日

題：AIe）、（2000年／1時間43分／フランス語・

［即15時−●軸楽坂diepratze（ティ・プラグの
●出演．東田高秋、照代博之、丸山和影●作 飛出CAVA

英語字幕付）です。詳しくは学院のホームペー
ジをご覧下から

●前売2000円、当日2300円、ペア，3500円

●hnplIwwwinstitut・lP／

大中小の第3人によるマイムカンパニーCAVA（さば）の新作公演です。禽090−

●問い合わせ先東京日仏学院℡5206−2500

4829−4221lnto㊨cava−…ITlecom（CAVA）チケット取り組いチケットぴあ

ラ・ブラスリー℡3260−9639

ト⑦レガッタレース〜．h。11。ng。t。T。ky。OlimI，ic一
●10月28日（土）13時〜16時●於：カナルカフェ
元オリンピック選手や現役ナショナルチームの代表選子らによるレガッタ（シング
ル）を実施。世代を超えて無いレースが展開されることまちかいなし。また、一般
ポートでの親子ペアによるレースも開催予定。参加賞・予約など詳細については
お問い合わせ下さい。℡3260−8068（CANAJCAFE）

ト④シネクラブ「キノ・イゲル 圧よるトークパント

・①押黙坂WILDLIFEミニシアター

「世界自然・野生生物映像祭作品特別上映会」
第1鯖「宣需ペンギンを遭って」（峡画一宣幕ペンギンこの機影の裏管／ひと
つの地場篇 53分）
第2郵「ゾウと重音義とモバこの事」（グランプリ／／49分）
籍3部「オオカミと生きる」（エミ一義2郵相豊富／／52分）
●10月21日［土122日［日］第1割：14時一・第2部15時15分一・第3割16時30

●lI0月28日［土］

29日［日］19時〜21時●mugimarL12

●15亀●2000円（マンヂナドリンク付）●要予約●主催muglma…2

ラ・ロングジル（プログラム他39）とのコラボイベント。ラ・ロングジルで上映される

映画の解説など、マンヂウを食べながらの楽しい授業です（短編映画付き）。

分−／23日［月］24日［火］第1部18時一・第2割19時15分−●地球映儀ネット

ワーク●各回600円●幼児無料、小中高生と会員は半額●予約不要
●主催NPO法人地球映像ネットワーク●http．〝wWWnalurechannei，IpI
か5261−9908ヱfuIIi＠naturechanIleiJp

予約ヱklnoigIu㊤hotma航com（キノ・イクルー）℡5228−6393（muglmaru2）

ト⑨隊商上映会「ジャック・ドゥミの少年期」
●10月21日［土日9時〜／22日［目］16時〜

19時30分−／31日

［火］19時一●ラ ロンタジル
●各回20台●2500円（ワイン、チーズ付き〉●要予約●主催ラiロンダジル

とてもご好評をいただいた昨年の上映会に描き、2006年もキノ・イグルーセレクト
の映画上映会を開催します。秋の夜長に映画とお酒、そして美しい器をこ一緒に

「オオカミと生きる」

たのしみませんか？
こkinoゆu＠hotlTIalicom（キノ・イグルー）℡3260−6801（ラ・ロンダジル）

「皇帝ペンギンを迫って」

フェスタ2006

ト⑰場醒甲割
●10月21日［土］18時〜●赤城神社境内（雨天の場合は赤城会館）
●出演：後麓幸治（琵琶著り）、は合わちえ（津軽三味線）、かりん（二十五継手・うた）、

鬼太鼓座出稼ぎメンバー・松田性山（尺八）、吉田敬洋（和太鼓、他）
●2500円（前蕎）3000円（当日）●予約不要・自由席●主催，アーツポット帆／邦楽ジャーナル

等、三喋繰、琵琶、尺八、等々…これら日本の伝統楽器を用いた音楽Iこ、かた苦しさや古くささを感じて
いませんか1ところがぎっちょん実はこの世界にも次々と登場する新しい才能が、新しいセンスの音

楽を生み出しています。そんななかでもとびきり素敵なアーティストたちが、なんと赤城神社境内に集
結して弾ざ敵います。伝織と先端、両方を持ち合わせた街、神楽坂ならではのスペシャルなコンサー
ト。聴き逃す手はありません。℡5206−2368（渡部）こticket＠ahpot．com…p〝arts−pOt．C。In／evenV

ト⑲MUNDOPOPUJAR3

ト⑭イタリアバロック音楽の調べ

●10月29日［目］16時−21時30分●東京日仏学院ラ・フラスiノー

●11月4日［土］19時〜21時●キイトス茶房

●LiVE フ工ムエフェム、aquIe、ビーカース DJ高木津司（オーマガトキ）／

●25亀●出濃：楕東秀（元メキシコ交番楽団主意オーボエ実著）、ロバート・

成田佳洋（llRT）／輔某日太（剛p Curi ReoordinpB）／電線繁劇

ポッティ（ニューヨークiフィルオーボエ実害）●2000円＋飲み物代●要書館

（Drlrlk．emaII）／RobHelllrook（eIgrIneo）／備後葉介（大洋レコード）

ヴィヴァルディ、テレマンなどの17世紀切取から18世紀中頃までのイタリアバ
ロック吉葉の中から選曲した、オーボエ要事二人（こよる音集会です。

●1同日（ドリンク別）●季節不要●主催（青）大津レコード
ワールトミュージックの持つポピュラリティーをより多くの替機に。いくつか
のレコード・レーベルやバンドが寄り合い、DJ＋LMEで日仏学院のラ・ブラス

リーという具国情緒に溢れる空間を、国境を自由に飛び越えた音楽で購たし
ます。℡3235−8825￣taiyorecordee競調．∞n．ne．Jp（大洋レコード）

ト⑭柏葉撮☆映画音楽祭一炊奏効湾でる紬たち一
●10月29日［日］15時一16時●東京理科大学6号館624教室
●主催・出演果京理科大学神楽坂吹実業団●無料
私たちが今回まち飛びフェスタで葉実するのは、誰もが一度は耳にしたことが

ある映画膏薬です。団農一同心を込めて濃要します。ぜひお越し下さい。
℡080−1195−8135（佐々木）＿kaguband125eyahoocolp

ト⑲諾詣難読識蒜詣詣

℡5206−6657（キイトス茶房〉

ト⑦オンド・マルトノとピアノのコンサート
一LesondesMartenot−
●11月5日［目］18時30分〜20時

●於：サロン・トパッサージュ
●出濃久保管費（オンドマルトノ）、石本仁
義（ピアノ）●1500円（同病）1800円（当日）

※アフタードリンク付●主催BEC音楽紋章

フランス生まれの置波楽器、オントマルトノ。
薬物の説胴を交えながら、メシアン、ラヴェル、
サティなどフランスの作曲家中心のプログラムでお送りします。その多彩な
青色をぜひこの機会にお集しみ下さい。
℡5206・7636囲In

●10月31日［火］12時50分〜13時20分
●違中人遇場可●着席150名●アグネスホテルアンドアパートメンツ東京

oemonde．co．Ip（モンズコーポレーション）

ト④MONT［しYDINNERLIVLハロウイン・ナイト

81アグネスホール℡3267−5500●無料●ランチご着後の方のみ要予約●

●10月31日（火）19時〜19時40分／20時〜20時40分／

ヴァイオリン：小池影雛、チェロ
蔦泊賞美、ピアノ；石Iii綾子●
ベートーベン「ピアノ三重費強

●参加費無料●出演Chariie＆Friehds（ジャズ＆ポップス）●鮮しくは、

21時〜21時40分●於：カナルカフェ・レストランサイト
直接禽調い含せくたれ1。cANAJcAFEか3260−8068

要本義葵op．1−1より一葉章、i

諾誌豊等費14

当日仮襲してご来店のお塞機を対象に、人気鰻窯を実掩。上位3名標にはそ
れぞれ素競なプレゼントをご用意しております。なお、仮装してご来店された
小池汚職

築地露実

石川触手

方全員にワンナイトカクテルを1杯サービス。

ト⑰劇団悪テント第約回公演「女中た引
●10月30日［月］〜11月2日［木］19時30分〜／3日［金］14時30分〜／
4日［土］14時30分〜19時30分〜／5日［日］14時30分−●theatreiwato

●出演・横田様子、褒賞恵子、本木害せ●一触前売：3800円、学生前売．2500円、当日：4300円
●全席自由

昨年神楽坂に拠点を移した劇団黒テント。その女優陣と女性演出家が、あのジャンジュネの
名作『女中たち』に挑みます。大人の芝居です。℡5225・3634（劇団黒テント）

ト⑰ヤマモトヨウコ写真展
「神楽坂、人と建築のおりなす舞台」
●10月17日［火］〜11月18日［土〕（日・月i28自

体）12時一18時●ギャラリーマンテン
1983年、神楽坂の路地を歩く私は、迷宮巡りをしているが
の如く錯覚を覚えた。黒塀、石畳、料亭建築、木造の家 うふと路地を曲がると、
農の紋付をきた女性が歩き、海気の立ち上る料理屋の裏からかたかたと吉がし
た。それからパウワウでコーヒーを歓んでフイルムを整理し 績翻鵬紅雪子∴霊
た。それが初めの三年間の日課になった。そして年月がた
ち、そこ（こ住み、生業をたてる人たちを知り、顔しく交わらせ
ていただいた。神楽坂は私にとって人と建築のおりなす舞
台。種々の生業を営む人々とふさわしい建築がか大人の
歩く路地かあり、神楽坂は意づいてきたし（経済効率を
迫って不要にビルの街（こ変る今）、愛する神楽坂の宝物
人と街をおってみたい。う露050−3605−0427

ト⑱懐かしさに出会える柏葉塘界隈素描展
●10月21日［土1−11月5日〔日］10時〜19時

ト⑰西洋版画コレクション展
一ドーミ工からビュッフェまで一
●10月21日［土］〜11月5日［目白0時30分〜18時30分（不を傭）
●ギャラリー アート・ジャンiパンドーム●主後：アートジャン・バンドーム

西洋の版画は14世紀末頃から現代まで大きな発展を遵1人萎縮の分露で確立さ
れています。木版画や銅版画は時代を反映し、18世紀末 こ発明されがノトグラフ
は19世紀を代表する画家の影響で飛躍的（こ発達しました。西洋版画を代表する
作家の個性豊かな作品をご覧下さい言か3235−1547

ト⑰上村的希ガラスコラージュ「絵を見るように」
−atAgpesHotelTeaLounge−

●10月21日［土］〜12月29日［含］●アグネスホテルアントアパート

メンツ東京1階ティーラウンジ●ティーラウンジ営業時間10時−18時
（土日掬変更の場合有）●鱗責はいっても可
さまざまな技法で作ったカラスのパーツを、枝ガラスの表面と裏面に接着して額
装した作品です。ガラスのはってりとした霊憩やキラキラ輝く質黒と照明lこよる
色々な陰影が、ティーラウンジに重しの空間を漬出します。
寄3267−5500ヾ刑rloeagIleshotei．com

●日本出版クラブ会館1踏ロビー●主催新宿の衝を描く会
昨年に続き2回日の神楽坂スケッチ画展です。会員有志10名が12年間描きため
た作品20点を出品します。今ではもう見られない、懐かしいお店、連綿、路地に会
えるかも、℡3203−6342図8anonaoluml㊨arionocnnelp（佐野）

ト⑭山上真智子人形作品展
●10月20日［合］−25日［水】11時一19時●アユミギャラリー

ただかわいいたけではない、色々な表情の人形、ひとがたつ人形とオブジェの幻想

ト⑰神城の朗を見て、感じる！神楽坂写真展

的世界が広がります。℡3269−1577●http〟www．ayumi一g．colTl

ト⑰上相良実作陶属

●11月3日［含・祝］10時〜16時●昆沙門真善田寺境内
●主催●堰大鏡実行重貴会

神楽坂写真展では、神楽坂の「讐」と「今」の軍費を織り交ぜて展示しておりま
す。普段あなたが歩いている持薬殿の憲史を 鬼で 感じてみませんか？
℡090−2097−7290＿ie1−1here−be・Joy㊨hotmaiicolp

●10月27日［金］−11月1日［水］11時〜19時●アユミギャラリー

栃木県の益子で作問する陶芸家の作品展です）日轄使いの陶器を中心として、
大きめな作品まで、素朴さと宴厚さを兼ね備えた作品の技々をお楽しみ下さい。
℡3269・1577●htlp／Iwwwayumトgcom

ト⑱アジアの街角写真展一誇らしの敬一
●10月22日［日］〜11月2日［木］（28i29自体）10時−17時

ト④鎌田尭慈漆器展

●日本出版会館1時ロビー及び3賭ACCUライブラリー

●10月24日［火1−11月29日［目］（10月23日i30日・11月5日休）12

●主催（財）ユネスコ・アジア文化センター

時−19時（最終日：〜18時）●ラiロングジル
輪島在住の若手漆作家、雛田克慈さんの漆器屈。「糠漬」という技法から在る簾
田さんの満祐はとてもモダン＆シンプル。輪段使いの濠雛をお探しの方、ぜひ。

アジアの色鮮やかな布や珍しい民族衣装をとらえた写真
を多数展示しますく写真：クエン・タン・サー（ベトナム）「と
もだち」）。クイズに答えて正解した方にはアジアの民芸
晶が当たるチャンスもありますi℡3269−4435図ccnerai⑫acco，orJp

℡3260・6801

と1，だち

ト⑰英国アンティークレース展十人81セミナ
農示●10月20日［金］−23日［月］12時〜19時

●於：ギャルリー姓
入門セミナー●10月21日［土］13時〜14時30分
●於●光照寺書院●40名●1000円●要予約
●続節MsAnnPavey

英国で長年アンティークのビジネスに携わってきたMsアン・ティピーが、今年で3
回目の持薬坂アンティークレース展を開儀します。3層年を脇会して、21日には17
−20せ紀のレースの歴史や程類などレースに関するセミナーを、牛込城握にある

ト④うるしと金箔一いろいろの漆器一
●10月21日［土］−11月5日［日］（30日伏）11時〜19時、土日祝i

12時〜18時●神楽坂まかないこすめ
輪島在住の漆芸作家i箱瀬淳一さんと「神楽坂まかないこすめ」（金沢の老舗金
箔屋から生まれたコスメ）による、かlそうでなかった覇しい漆器の提乗。「金箔を
あしらった番廠づかいの漆器」をお楽しみ下さい。展禾・騒亮します．
℡3235・7661三Support⑫e−makanal．com

ト④柏葉坂讃歌
●10月24日［火］〜11月5日［日1時0日休）12時〜19時

名刺の書屍で開催します。静かな和の空間でのアンティークレース・スペシャル

●東館パレアナ

トークをぜひお楽しみ下さい。寄5228・7760

こんな表現があったのかi 花を愛し、相楽額を愛す。花の匠、鈴木雅人による造
型展 神楽坂鷹取 。独自に体得した表現方法の新鮮さ。彼の目を、手を通した

ト⑲「六歩展」一ほじける−傍6回黙ちん展）
●11月3日［金・祝］12時−16時／4日［土］11時−18時／5日［日］

11時〜17時30分●セッションハウス・ガーデン●主催ちょうちんくらぷ
鋤簾アコーディオンライブ●11月4日［土］19時15分一●鋤簾：さあさょうこ、

アコーディオン菖臓里江子●ライフのみ1000円●要予約∴∴∴†

版画家大野隆司を強とする「ちょうちんくらぶ」の作品展。はじ
めての作品から活婦中の作表まで、さまざまにみつめた「表現

神楽坂 が青書と業に素直に心を打つ。℡3235−6951

ト④田柑智美展−「漉き和紙工芸 すかし文様和紙」−
●10月4目［水］〜11月13日［月一合117時30分−23時（ただし含i

一年前2時、土日●15時〜23時）（火曜休）※ご飲食をお願いしま
す できれは予約を ●ahetVinHAp（アール・工・ヴァン ハブ）

する喜び」の数々＿＼rakuJie＠yahooco．Ip（葛城）

伝統的な自然素材を活かしながら現代の生活にマッチする新しいすかし文櫓。デ
ザイナー時代に和紙の魅力（こ取りつかれ和紙作家の道へ。高知県「土佐和紙

●http：〝wwO16uppso・ne（ne．Jp／chochin

工芸村」にて手漉き和紙を制作する作家の作品展です⇒℡3268−8225

ト①伊麓良 個展（1人グループ農）

④越前和紙展示販亮
●10月21日［土］一11月5日［日］10時〜20時●葉書椿屋

●10月31日［火］−11月5日［日］11時−19時（4日・〜18時、5日：

和紙大国越前から素材様々の和紙が届きました。店内の薫香と和紙の多様

−17時）●ギャラリースペース パウセ・ミニライブ・11月3日［含・

な質感をお楽しみ下さい，℡5261−0019

視］●無料 93年以来毎秋恒例の個展です。色鉛筆、水彩、パステル画や
木工などもあり、「一人グループ展」の棲相です。大塚雄一氏のアコーディオ

④表装宗の箱展「市営棚卸佳子のわたくし酎

ンミニライブもあります＿℡070−6552・6071￣ryo⑮1b−towncom（伊照）

●10月21日［土］〜11月5日［日］12時30分〜19時●うす派

手に優しい木の箱に、見てほしい触ってほしい古裂、古布を載せました。私の
大切な勅、大切な人の思い出の勅など、好きな物を永く大切に収める箱たち
です。l量5228−6758

ト⑫大内美哉（みか）の耕作展一遠くからあなたの声が−
●10月24日［火］−29日［日］11時〜19時（最終日●〜17時）

●パルスギャラリー 大内美哉さんの版画と実画新作展です。油性モノ
プノント（版画）を基にしたミックスメディア、およびアゲノルクワソシュの絵画

④染小路友椿かぐらむら表紙展
●10月21日［土］−10月25日［水］12時−18時●染小路
●主催嬢中略十かくらむら

伝承の手描き友禅染めの技法習得に日々研舗している染小路。その代表が、
神楽坂地域情報誌「かくらむら」ために制作した作品を展示。美しい友禅染
めか、冊子の表紙になる仕組みが楽しみです。また、会期中は、きものや染め
に関するこ相談にもお答えいたします。1食3266−8966

と限定本の展示。℡3260−1349

ト⑲津柑椿絵画展
●11月1日［水］〜6日［月］11時−19時（最終日●一17時〉

●パルスギャラリー 津村祥氏のカラフルで、力強い抽象、半具象の絵
画は、見る人にパワーを与えてくれると思います（神楽坂での展示（お今回で
2回日です。℡3260−1349

ト⑲イイダキリコ「油絵とコラ ジュ展」

⑰植田幸平展

●10月20日［合］〜11月5日［目］12時一22時（23日・30日休）

●10月21日［土1−11月5日［日］12時〜21時（水曜休）
●mugimaru2

●ahdish（ギャラリー＆食堂）●展覧会入場は無料

ラストレーター植田幸平さんの作品を展示します。オリジナル作品の販売もし

心の中にある人間像を描き、独自の世界を持つイイダキリコの新作を発表し
ます。ギャラリー（こ併接された重義では、手簡の食材を使った家庭料理と、長
覧会にあわせた作家とのコラボレーションメニューとして 顔面ケーキ観がお

ます。℡5228−6393

楽しみいただけます。℡3269−7289

麦マル、mugimarU2のチラシ、袋、看板などのデザイン、イラストを手かけたイ

⑭みよこのガトー（お葉子）な個展

g＠artdlshcoIp

ト⑲HIRONo2006

秋色

●10月31日［火］〜11月2日［木］11時30分〜19時／3日［金・

●10月14日［土］〜10月24日［火］11時〜19時（最終日・−17

祝］・4日［土］12時〜18時／5日［日］12時〜18時30分●サロ
ンiトテ「アンiガトー」

時）（18日休）●g訓ery坂「着々しく、やさしい」をコンセプトに服をつ

複葉順番鵜原真部イベント●11月4日［土］18時

カート、ワンピースなど。どうぞお越し下さい＿℡3269−8330

ン

￣

−￣￣￣￣￣￣

くるHiRONOの展示会）今シーズンは、秋の林をイメージした色づかいのス

30分−●参加具有●要予約●http〝atkaguraz
akaseesaa．noV

アン・ガトーのおいしいシフォンケーキやお茶ととも
（こ、ゆっがlしたひとときを楽しんでください。3日4日

は神楽坂をとても登している春菊が主傭する、「複
葉坂春菊倶楽鵠」の第2回イベントがあります。
℡3317・3931麹miyong＠goIcom（よしだみよこ〉

④おかめ宗ゆうこと粋なねずみこう
●10月28日［土129日［日］12時〜16時●メディア情報システ
ム（カフェ・ト・クIj工2轄）●NPo法人粋なまちつぐl

「縮刷（いきねずみ）」ってご存知ですが7
蓬握りのPC用マウスです。十匹十色。みん
なお顔が違うんです。かじりついたら部しませ
んのてこチュウ意をI噺・持楽坂名物、粋な
鼠たちの品評会。あなたはとのマウス7

誓露語藷か器器9蒜表象寺請￣／

ト⑭貝塚理佐絵画展
●10月26日［木］−31日［火］11時〜19時（最終日

一17時）

●gaIiery板 日常のふと感じた事を抽象画で表現した、貝塚理性の絵画

展（絵を前にした人の気持ちが温かくなるような、わくわくするような、遊び心
のある絵。どうぞご覧下さい。℡3269−8330

ト⑦・トドメル・一柳膜紀のガラスによる平面・立体の傭庸一
●11月2日〔木］〜11月14日［火］11時〜19時（最終日●一17時）
（8日休）●gaiiery板
日々の中、何気なく感じたコト・モノ・思いetc。忘れる前にトトメテおきたい。そ

んな思いで含」作したガラス作諌i古田実記の作品展。ご覧下さる方々の日輪と、
何かシンクロしていただけたら幸いです。℡3269℃330

ト⑭四季の切り絵
●10月21日［土］〜11月4日［土］月一木：17時−22時、金・土；
13時〜（日曜休）●ココットカフェ※350円以上の飲食をお願いします

和紙・洋紙問わず様々な紙を使用した切り絵によって、四季の花々の、1つ1つの

⑭青木克博「からくりアートBoX展」
●10月24日［火］〜29日［日］11時〜19時（最

終日i〜17時）●ギャラリースペースパウセ
さて、さて、さては「からくり不思議籍」。ヒ王を引っは
りや、ちょいと引っはりゃ、中の絶楠が動きます。さて、さ
て、さては愉快で楽しいね。みきで行こうよ、スペースバ
ウゼにお。
℡3229−0526

karakuriarlbox㊤msncom（寄木）

花の多彩な表情を表現します。℡3269−2609

quaIrevents＠dIeamcOm

ト⑭ここんオリジナル文庫虎屋
●10月21日［土］〜11月5日［目］月一合12時−19時、土日祝●

〜18時●ここん 白採草（しろなめし）に職人が一筆一筆心を込めて色を

つけ、独特な加工を施した文庫革。和小物の店「ここん．」では、これまでお店
（こ置いてなかった柄も一同に集めて、鮮やかな文様と繊細な色彩の文庫革
小物の展示販売を致します。ここん℡5228−2602
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③鎌田克慈漆器展
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⑰神楽坂讃歌
⑫田村智美展
e越前和紙展示販売
⑫表装家の箱屋
⑫染小路かぐらむら表紙展
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⑭四季の切り絵
◎ここんオリジナル文庫皮展

㊥映画上映会「ジャック・ドゥミの少年削

サポーターバッジ販売所（閲的10月1日−11月5日）

不二露飯田繍神楽坂盾、毘沙円せんべい柏屋、山下漆器店、
コパン、うず沢、ギャラリー坂
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教護3諭満 子副ノる◎鋏語灘嬢真
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ま脅威転胸罪、今季能登重電㈲詞爆発通◎詔ベン桂勧三雲泌唾直裁刑奇妙まず。

沙流コタコUu−ジ多き騎＝〉醸㊧飛脚◎遠望諒緻霞吾妻桑叡熱桑帰〟浪ノ勢〉毒租
を∋し少膏富者ベンiト情参測亘戸る崖播縛樹駿扮潟敏和まず川幅陸㊥⑨同車。そ㊨効
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