伝統とモダンが交差する、まちの文化祭
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十嵐恭子を
作品

葛

一神楽坂まち飛び実行委員会−
h富〃pi／／mothil・obi．nei／

イベントタイトル

神楽坂アートマーケット

神楽坂ギャルソンレース

神楽坂まちなみスケッチ会
秋矧アート矧コンシェルジェ2007

参加費200円割引

BOOKMAGiC＠神楽坂

lくソジ持参で、古本、CD、DVDを10点以上お持ちく
ださった方に、エコl〈ックをプレゼント。
（l〈ッジ特典期間10月20昌一26日）

トルコの本格的な、のび〜るアイスは
いかがですか？

赤城社会教育会館まつり
牛込地区でボランティア
神楽抜きものフリマ2007

お座敷遊び入門講座
能・狂言公演「奥川恒治の会」

⑩‡日本の音・モガルの音
小唄in神楽坂

第三回 復花師匠の小唄教室
常磐津ワークショップ＋演奏会
八木節がやって来るi

投扇典と東八巻
神楽坂でお座敷芸を楽しもうi

遠州流諦牒さび茶会
野点でお茶をどうぞ

麗辞︒醜固

マドモアゼル・シネマ2007『不思議な場所』

神楽坂ミニシアターFドール犬の日々』上映会

ラムラ。オータムフェスタ 路で踊ろうi

入場料200円割引

終演後、100円キャッシュIくソク

㊨ 第33回七転八倒の会

㊨lパレアナ寄席 古今亭菊之丞の会

⑦ 講談一婦系図

入場料100円割引（当日営舎ふ）ら

志らく四季の会 秋の部

戴（㊨第6回アンデルセン講落語会

㊨法政大学落語会閉脚

i

【

l i

㊨ 黒テントバンドライブ

㊨

禦籍意想莞暴

漢

i

l

㊨≡TONFULNeat神楽坂

印サパトス』大人のための音楽会

i

」L」

i

i

【㊨MUNDOPOPULAR5
㊨

紙芝居コンサート『小象パパール』

iiii

100円割引

㊨iラムラ・ミュージックライブ

㊨

Haliowee冊t

il川i

i i

！⑳神楽坂吹奏楽演奏会
⑳ ALBENEVENT〇度＋
AL sBandinspiredbyAL

ゆ醸坂切り絵かっは会「浮かぶ竜野）絵教室」

⑫i墨と顔彩で作品を作る会

臆

50円引き

；⑭≡紙漉き三人娘による手漉き和紙教室
⑫ 蛭谷和紙の手渡弼験「紙のつくり方」

i

事 神楽坂オリジナルコースターを作ろう
⑭

ハチミツからロウソク？

i

i

；⑫ ニュージーランド崖天然はちみつ 利き蜂蜜 会

⑭

立ち居ふるまい教室

N。・l ィベントタイトル

10 20 土

21 日

22 月

蕃加賀200円

23 火…

24 水

i i25 く木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

ll l 木

看音色は、開催日です。●〜⑭は、イベントN0．で、紹介記事やマップと照合できます。

2金

3祝

4日

㊨サボ一二六

サポーターバッジを＝

神楽坂まち飛びニ

麗謹一一一二
初同生産限定封入将帥言重油開i閉り財田晒同園的日脚開脚軸軸関田Ⅲ

脚本・倉本聴

nun

2007年1月クール木場22・00−フジテレビ腿がラマ

60職軸OWOnSale

羊23．9400田勘pc8C61220織元㊨フジテレビブヨン膜こ⑧ポ二一年〇二力二・⊂心∞77／テレビ

イベントタイトル

ヘアスタイリストが秘伝の技を伝授
スーダンまるかじり

入線科割引（1000円→800円）

黒塀プロジェクト新酒県村上市のまちづぐ）から学ぶ〜

今話題の神楽坂を英語で紹介しよう
立体のひみつをさぐろう

北斎と伊八そして酒文化

第二割申込の方に500円引き。
バッジ持参の方に限り参加費は90cm円です。

あそばうよI科学アートで

デジカメ画像を絵手紙は
リサイクラート展
地球のほほえみ 臼井純子写真展
アジアの街角写真展一課族のきずな〜

神楽坂写真展
宮沢リショウ個展
サルビア会アート展〜相楽坂近辺と祭〜

彩・筈・想 前田伸子展
ヨーロッパ秀作版画展

石曽根和佳子 はがき掛けの世界
木版画で綴る こうひい絵物語展
「七歩度」−ひらく−

ちいさいものたち2

第4回「和の万華鏡」展
問のあがJpiCCOiomondo展

手指き友禅 色に遊ぶ
大正・昭和初期の銘仙、そして現代の銘仙

アスリートからの環境メッセージブック

両日先着50台にプレゼント

ei糸・布あそぴ
iiベルパッゾi靴廣一草花とのコラボ〜

ポストカート先着50名にプレゼント

神楽坂「鮎藤革の動物園」展
ヴェニスのガラス宝石たち

神楽坂的ガラスの世界

秋の作品展と大やぎもの市
アンティークのある食卓展

表路地の小さな世界
「加賀・能登」の産物と和コスメの合作フェア
はるきちがみた

バッジを見せてくれた方に、

キューバ有機野菜栽培レポート

ミニミニプレゼントアリです。

上村由希 カラスコラージュ展
ワインキャップアート展
各日数量限定「ピーカンナノッチョコレート

僕らのまわりにある、日本のかたち

（キャラメルがけ）」をプレゼントいたします∪

神楽坂界隈素描展
空想古美術店 K。，。b。kkuru．Land

物語りから生まれるジュエリー、
ジュエリーから生まれる物語り展

⑳iある一日展 おはよう…おやすみ

植松久子・ホームスパン展
みよことガトーの特製プレゼント

みよこのガトーな個展2007

（数に限りあり）

伊藤輝巳個展
しょかくか謹製版画葉書を
1枚差し上げます。

音楽家安田有害作品展神楽坂秋

将来を担う女性アーティスト達の義軍作品

⑭ 第3回 ベラトンナ芸術祭

立上」＿＿m

イベントタイトル

集、定価1000円のところを半額にて提供い
たします．

サポーターバッジ特典

20121
土

日

てまちへ飛び出そう！器蒸発諾祭器㌶諾認諾競篇葉菜霧；書籍蒜誌誌諜盤：
スタ2007プレイベント 於：飯田橋セントラルプラザ ラムラ

SpetioImonkjl

東京理科大学
TokyoUnIVerSitYOfS．ienCe

「自然・人間・社会と
これらの調和的発展の
ための科l†−と技術の創造」
〒1628601東京都新宿区神楽坂1−3
TELO3−3260−4271（代表）http／／wwwtusacIP／

神楽坂キャンパス 理学部工学部 野田キャンパス 薬学部・理工学部基礎工学部
長万部キャンパス 基礎工学部（l年次）久喜キャンバス 経営学部

神i楽版はちl飛
平成19年10月1日発行（年1回発行）

こお絵描き
700mの坂道がキャンバスになる日！！
●11月3日（土・祝）13時〜15時30分

●神楽坂通り全域にて●雨天中止●主催 神
楽坂まち飛び実行委員会◆粋なまち・神楽坂の上か
ら下まで敷きつめられた真っ白なロール紙に、子供から大

人までが思い思いに絵を描きます。700mの坂道か巨大
なキャンパスに変わるのです。路上ではプロ・アマのボラ
ンティア・アーティスト達が様々なパフォーマンスを展開し、
祭りの雰囲気を盛Il上げます。℡090＿9819＿3548（坂本）l

＜応媛アーティストたち＞

鵜村山朝偉「「中国古代文字一大筆描き」

音源 書棚「江戸時代から続く口上饗」

宮内庁御用達の硝子工芸家にして、「中国古代文字」を独 和太鼓好きの日・英チームが楽しみながら演奏します。
白の視点で開拓した星アーティスト。当日は子供達も先生と 書法敵大学応織部「￣請書球場」応接農具再硯」
一緒に文字書きに参加出来ます。
元気溌刺のチアカールも多数出演。

神楽坂在住で、日本の大道芸の「伝承」と「復′舌再現」に全
力椴球する斯界の第一人者。ピーター・フランクルさんも絶
賛です。

音概観をぽん「マジック＆ジヤク）ングショー」
神楽坂の名刹「光照寺」副住職として日々勤行のかたわら、
精進を垂れプロのマジシャンにもなったナイス力点

Sマドモアゼル・シネマ「コンテンポラリーダンス」

○東恵理料大JAZZ研「JAZZ涙費」

神楽坂の先鋭的ダンススタジオ「セッションハウス」専属の女
性だけのダンスカンパニー⊃「旅するダンス」の名で国内はもと
よりヨーロッパを中心に幅広く活動展開中。

応援アーティストの出演、詳綱プログラムは当日配布します。

トe神楽坂アートマーケット
●赤城神社境内●入場無料●主催 神楽坂まち飛び実行委員会
◆日常の生活にちょっとしたアートがほしい。でもとこで

「神楽坂アートマーケット」。小物やアクセサリーから絵

画やイラストなど様々な作品たちを、それを生み出し
た作家さんか持ちより、フリーマーケ，トを開催します。

まち飛びフェスタ伝統の催しが、規模を拡大してリ
ニューアルオープン。さあ、アートとの出会いを探しに
来ませんかつ

★ボランティアスタッフTシャツ提供 アディダスジャパン

「眠っている本が学校に！」
●10月20日（土）−26日（金）・11月3日（土）・4日（日）12時−17時●りそな

銀行神楽坂支店前●参加賞無料●主催 特定非営利活動法人ジ工ン（JEN）

アート

圏因園
子 あト

●E−maII oubo＠machitObinet

マンリグ＆シャダノンクとの即興コラボレーンヨンも生まれるかも。

トeBOOKMAGIC＠神楽坂

●約30店参加●10月20日（土）・21日（日）10時〜16時

探したらいいかわからない。そんな人にお奨めなのが

音英国大便飴チーム「和太鼓演奏」

◆ご自宅、学校、オフィスなど周民る、読み終
えた本、CD、DVD、ビデオをご寄付いただけ
ませんかつその買取額か、アフガニスタンやイ

ラク、スーダンで学校建設に役立てられます。

諾蒜器法器器イ墜
℡5225・9352●E−maiiInfo＠len−nPOOrg
●URL wwwlen−nOOOrg

トe来て・発て・体験赤城社会教育会館まつり
●出演赤城社会教育会館登録団体●10月20日（土）10時−16時30分・

21日（日）10時〜16時●赤城社会教育会館●参加賞無料●主催 側新
宿区生涯学習財団◆赤鵬土会教育会館で活動する会員による初めてのあまつりです。

トe神楽坂まちなみスケッチ会
●10月20日（土）10時一●集合

毘沙門

天善因寺●スケッチ会場 神楽坂一帯
●参加費無料●主催．NPO法人東京を

描く市民の会
◆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。前半にはまちあるさも実

施。予約不要、スケッチ用具特番の上、どなたでも
参加できます。●URL egakukaiCOm

日ごろの成果を（1〉発表（2〉展示する他、（3〉体験教室（4）チャリティバザー等プロクラム
も盛りたくさん。子ともから高齢者まであらゆる世代のニースに応える素敵な出会いを見つけ
に来てみませんか。℡3269−2400●E−mail akagi＠regasu−S両nJUkuorJP

iワiエスケ2007

ト⑭常磐津ワークショップ＋演奏会

ト⑫能・狂言公演「実用恒治の会」
●出演奥lii恒治・観世暮之・野村万作●11月4日（日）

●出演 常磐津千代太夫、渡辺喜之、渡辺康成、鈴木彬巳

14時〜16時50分●会場

●10月27日（土）17時30分〜19時30分●毘沙門天善国

矢来能楽堂●2000円−

6000円●要予約●定員270名●主催

奥Iii恒治

寺書院●入場無料●予約不要●主催（常磐津千代太夫

◆「隠田Iii」は能の演目の中でもひときわ悲しい物語です。我が子

の無事を祈り訪ね歩く母に突きつけられる悲しい現実。最愛の子の

直門）千代の子会◆常磐l辛（ときわす〉って何？と思われる方に、現在
神楽坂で稽古所を開いている常盤津千代太夫師から、お話と枠な常蟹′掌

死を受け入れなけれはならない母の絶望。今回はさらに母のその後
の行く末も含めたテーマで上演致します。

の一節をワークショップ形式で手ほどきしていただきます。加えて、直門の 網淳千代太夫
千代の子会のメンバーによる演奏会を行います。℡048−4652212・070・5564−7632

℡3268−7311●URL homepage3niftycom／noh・nO・hana

ト⑱日本の音・モンゴルの音腎
一箪と馬頭琴で奏でる害の浩一

1

●出演斉布目徳、西郷美炎子、松井美千子、多々
良書保里●10月27日（土）14時〜15時30分

●宮城道雄記念館・大広間●2000円●要予約
●定員100名●主催 側l宮城道雄記念館
◆挙の演奏に加えて、モンコルの馬頭琴奏者、育布目徳（チ・
フルグッド〉氏をゲストに、日本とモンコル、それぞれの国の伝統

ト⑯投扇興と東八拳お座敷で珍しい伝統の遊びを体験
●10月20日（土）●開場11時30分12時〜14時／投扇興14時〜16

楽器が奏でる音の魅力（こ触れてください＝終演後、希望者には
筆体験コーナーか）⊃曲目（予定〉 春の海、瀬音、ス一木の

時

白い馬、万馬の蒔き他℡3269−0208●URL wwwmiyagikaigrJP

催 神楽坂まちづくりの会◆扇子を投げて的を落とし、その落ちた彩

東八巻●毘沙Fl天善圏寺書院●要予約●30名●主

を源氏物語の各巻に見立てて、その点数を競う技扇興。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、シャンケンのように争う束八拳。

お座敷での伝統的な遊戯を毘沙門天の雷院で楽しめます。東八拳の後
には、楽しい芸人さんも登場。初IL清歓迎。手口服でのご参加歓迎。半日
のんか）と和の遊びを楽しみませんか？℡3269−2385仙下漆器店）

＞⑲神楽坂でお座敷芸を楽しもう！
○出演者 神楽坂・お座敷芸を楽しむ会、小唄幸佳会会員●10月21日（日）
14時〜15時30分●新宿区立赤城社会教育会綻 会館まつり会場●入場無
料○主催i神楽坂・お座敷芸を楽しむ会、小唄幸佳会◆お座敷芸「小唄・端唄・長唄・
お座敷民謡・二上り新内・都々逸・さのさ」等の発表会です。入場は無料です。℡3203−6342

ト⑫第三回徳花師匠の小唄教室
一さあ、みんなで楽しく三味錦体験・小唄のお稽古！ト

●唄 春日とよ徳花、糸 ぼたん（神楽坂芸妓）・春日と

よ花扇、立方 舞子（神楽坂芸妓）
●10月26日（金）19時一21時●毘沙門天善国書書院

●2000円●主催 春日とよ徳花
◆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。今年は会場のお客様への三味線指導も加わって、ますます楽

ト④野点でお茶をどうぞ（立礼による）
●10月28日（日）10時一15時●善国寺境内●500円●要予約◆裏千家の茶道を始め

しい体験教室です。もちろん師匠の艶やかな唄もたっぷりご堪能くだ
さい。神楽坂現役芸妓の踊りと三味線が花を添える粋な夜です。

てまだ半年の書手ですが、心をこめて野点をを披露いたします。失敗もあるかも知れませんか、全員はIl

●チケット販売℡3260−1540（ほてや）、℡3269−2385（山下漆器店）、℡3269−2983（宿屋）

お教えいたします。お口の中に広がる和菓子とお抹茶の／、一千二一に美味しいi偲われることでしょう。

きっております。お抹茶の経験かない方も、この機会にお気軽にご参加ください。いただき方は、簡単に

神楽i坂iまiち閥
響㊥⑨胃等『㊥周靂⑧

ト㊨神楽坂ミニシアター「ドール犬の日々」上映会

ト㊨ラムラ・オータムフェスタ橋で踊ろう！

●10月25日（木）14時−15時●神楽坂ミニシアター

●出演：椿寿晦会、ヌリッティア ラクシャナ ジャパン

●入場無料●予約不要●定員30名
●主催：NPO法人地球映像ネットワーク

14時30分〜、みやこ橋他●入場無料●予約不要●ラムラ商店会

◆第八回 世界自然・野生生物映傾葉で見事クランプ）を受営した
インドの作品「ドール犬の日々」を東京で初公開します。世界40カ国
以上の国から集まった、自然・野生生物映像334本の中から選ばれ

●11月3日（土）かっぽれ●13時一・14時一、インド古典舞踊13時30分一、
◆伝統江戸芸踊りかっぽれと不思議幻想の空間、インド古典舞踊・パラタナティヤムの世界を
お楽しみください。かっぽれの語源は広い意味での感謝を表す「おかほれ」。あなたに命がけで惚

た1本です。「いのろ」の美しきを感じてください。℡5261−9907

れました。でも見返りは求めませんという意味の言葉です。一方インド古典舞踊は、ヒンドゥーの神
への献身の舞です。

●FAX

ラムラ軍務局℡32350181●E−maiIinfo＠ramiagrIp●URJ wwwramiagrIp

5261−97600URL wwwnalurechanneIiP

ト㊨聴婦昆湘軸志らく四季の会田
●立IIi志ろく、立川志らの、立Iliらく太●10月25日（木）19時〜21時

●毘沙門天営団寺書院●2500円（前売2200
円）●チケット販売．3269・2385山下漆器店
●電話予約℡3260−6260（粋なまちづくり倶楽

部）●定員100名（座布団・自由席）
●主催：NPO法人 枠なまちつぐl倶楽部
◆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17回目。ますます油の乗った、現代感覚とスピード
感あふれる志らくの落語を存分にご堪能ください。
℡32606260●E−maIiIkimaChi＠Syoutengai−Webnet
●URL wwwIkImaChinel

ト⑳パレアナ寄席古今亭葡之丞の会
●出演．古今亭菊之丞●10月28日（日）12時−
14時●茶館パレアナ●2500円●要予約●定員

約20名●主催：茶飯パレアナ
◆まあ、良いから聞いてこらんなさいな。日本の古典芸能の
面白さ すごさを。演者の息づかいをまともに感じる小さな空
間で聞く、こんなぜいたくはありません。会を重ねるごとの師
匠の成長ぶりも大いなる楽しみです。落語も瑚朗も正統派を
どうぞ。
℡3235−6951

ト⑦赫談！婦系図！！
〈相楽坂で轍該をきいでみよう、知ってみよう〉

ト⑳法政大学落語会『妄想自転車』

●神田綾香●10月28日（日）15時〜16時30分

●田町屋百花、田町屋P助、桂でぶ珍、シュガー太平、天災詩人、富士見事

●赤城会館●1500円（前売1400円）

晴々、富士見亭中村君、田町屋山羊座、田町屋林檎●11月2日（金）
18時30分〜20時30分●会場．毘沙門天善圏毒害院●入場無料●定員70

●主催

5WOH（5weeksOhours）

◆落語は定席のようににぎわう神楽坂。では講談はいかがでしょうつこ
の歌は神田絵書きん（ニッ目）をお招きして、講談概論とともに、泉鏡

名●主催：法政大学落語研究会
◆落語会と言うよりは、漫才、手品、漫談、ピン雲、コント、歌、詩そしてもちろん落語ありの、総

花の「鰐系図」をご棄内致します。※オプション企画「諦観後に泉鏡
花に因んだ神楽坂の歴史まち寮内（MAP付500円〉」

合エンターテイメントShowです。絶対お越しください。待ってます、あなたを。

●E−lTlail fiVeWeekszerohouI＠yahoo°olP

●URJ sinagaWahpmfoseekcoJP

℡0806568−3237CE−mali Obv74038326255g＠ezwebneIP

フi工iスiウ12007
畦荘司へ91割∴雇日銀歪重 臣園田
平成19魯10月1日発行（年1回発行）

ト⑪黒テントバンドライブ！！
●出演 服部吉次率いる黒テントパント●10月27日（土）19時30分一

●毘沙門天善圏寺境内●入場無料●主催：黒テントバンド
◆今年は、「東京フギウキ」「蘇州夜曲」「青い山脈」などの名曲を残した作曲家・服部良一の生誕百年にあた
ります。皆さんよくご存知の服部メロディの数々を黒テントハントの演奏と歌でお贈りします。
℡5225−3634●E一maiI・btt＠tokyoemaiinelP●URL wwwneIP／asahi／kurotent／tokyo

はじめてのクラシック）

ト⑭紙芝居コンサート『小泉バパール』
●出演葛ピアノ・石本仁美、語り・榎本美那子●11月4日（日）●サロン・トパッ

サージュ●一般（高校生以上）1500円、中学生以下1000円、未就学児無

料●要予約●当日券は300円増●定員80名●主催 BEC音楽教室◆絵本
のスライドンヨ一に朗読とピアノ生寅奏を合わせたコンサート，ピアノ曲は20世紀フランスを代表

する作曲家プーランクかこの物語のために書き上げた芸術的作品。
大人の方にもおすずめ。大きな森で生まれた小泉のI小一ルが観二
出て大冒険1続きは会場で℡5206−7634
●E・maiiInfo＠mondscojP●URL wwwmondSCOIP／bec

ト◎TONFULiveat神楽坂
●出演、東風（琴一中しまりん）他●11月3日（土）

13時一、15時〜●赤城神社境内●入場無料●
主催一層ミミ・エンタープライズ◆＜TONFU＞琴プレー
ヤー 中しまりんを中心とした音楽プロシュク古都邦楽をベー
スにしながらも、日常から感じたことを心のままに綴った；年）シナ
ル曲とカバー曲を独自のアコーステインクサウンドで奏でる。

ト⑯HalloweenNight

一まち飛びLITB一

●出演．Cha面e＆Friends●10月31日（水）※雨天決行19時一、20時一、

21時一（各30−40分）●会場

CANALCAFEレストランサイト●定員150

名（雨天時130名）●主催 CANALCAFE◆ハロウィンの日を楽しく過ごすために、
ティナーライフを企画しました言美味しい料理と生演奏をお楽しみ下さい。当日は「ハロウイン仮

嚢コンテスト」も行われます。仮装してご来店された方の中から スタ，フの技票で遊ばれた方々
には素敵なプレゼントを差し上げます。℡3260・8068●URL wwwcanalcafelP

ト㊨MUNDOPOPULAR5
●LiVE●フェムエフ工ム（CabaietiaZZ）／リュクサンフール公園
（accordiOnS from大阪）ビーカース（foIkloriCO）／DJ・Sy同

（medvacances）／成田佳洋（Samba・Nova）／Rob

eignng°

●11月4日

（日）18時〜22時●東京日仏学院内 ラ・ブラスリー●1500円（前売
1300円）●予約不要●主催：大洋レコート

ト⑲AL−BENEVENTO展＋

◆ウールト ミュージノクの拝つポピュラリティーをよ

り多くの皆様に。いくつかのレユートレーベルやハ
ンドが寄り合い、DJ＋LIVeで日仏学院のラ・フラス

リーという異国情緒に溢れる空間を、国境を自由に
飛び越えた音楽で満たします。
℡3235−8825●E一mai口nlo＠taVOreCOrdcom
●URL taiyOreCOrdcom

AL

SBandinspiredbyAL

●10月20日（土）〜11月4日伯）12時一21時●mugima仙2●3日のみ入場
300円●主催 マンチウカフェmugimaru2◆ニューヨーク、ネオアコペインティング一、
ALBENEVENTO。日本初上陸＝11月3日

ALの絵にインスパイアされて創られた喜。一夜

限りの−ALisBand〉のライフです℡5228−6393●URL画ugimarU2com

ト⑯神楽坂さものプリマ2007
●11月3日（祝・土）11時〜16時

●赤城会館●入場無料●主催．神楽坂さも
のフリマ2007実行委員会
◆着物の似合う街神楽坂で昨年に引き続き2度目の
開催となる着物のブノーマーケット。着物はもちろん、話
や和小物を、お手ごろ価格でゲットするチャンスですi

神楽坂を散策がてらでも、お気軽（こお立ち寄り下さい。
●E一maii kagurazakakim°nOfm＠yahoocoJP

CURL park5wakwakcomrrakugo／kimOnOlrIma

鷹

番

＞⑩スーダンまるかじり〜国際勘N。。の朗から＿
●ステイーサン・ウォンドゥ駐日スーダン共和国大使、エリザベス・

ウォンドゥ大使夫人、木山啓子（特活ジ工ン事務局長）、平野敏夫
（特活ジェン海外事業部次長）ほか●10月27日（土）●ドキュメンダノー映像上映：
第1回14時〜14時20分、第2回16時30分〜16時50分（各回内容は同じ）トー

クショー：15時〜16時●赤城会館●1000円筒売800円）●定員70名●主催：
特定非営利活動法人ジェン（JEN）◆アフリカ最大の面積を誇
る国、スーダン。南部では内戦が終わり、平和か訪れようとしています。

トキュメンダノー映像上映では、現地で支援活動に携わるJEN職員
の目を通した素顔の南部スーダンを紹介。トークショーでは豪華ゲスト
が生のスータンについて熱く語ります。℡5225−9352
●E−mail：info＠jen−nPO．Org●URL：www．jen−nPO．Qrg

ト⑫北斎と伊八そして酒文化
江戸と上総どこでつながる。。。
●10月20日（土）・27日（土）●光照寺●第二部のみ要予約（坂本ガラス

店、山下漆器店まで）●主催：神楽坂まちつぐ）の会●運営、有限責任事
業組合 GAEA環境研究所
第一都「北斎の神奈11旧浪裏の図と波の伊八について」●講師 片岡巣
●13時〜15時●参加費500円●定員40名

第二割「酒…。遣り手と飲み手の語らい、そして文化」●講師 20日 木
戸泉酒造㈱代表取締役 荘司文雄、27日 謡花酒造佑l取締役 秋場
貴子●15時30分〜17時30分●参加費9500円●定員15名
◆北斎は神奈Ii糎浪裏の絵を描く前に高鷲を旅し、伸八の′皮の彫剥棚問はいずみ市の行
元寺に現存します。神楽坂華街発祥の地にあったお寺も行元寺と言いました＝偶然のこと
ですが、北斎と伊八そして酒文化を蔵元の逸品、房総の肴を費でながら神楽坂で考えます＿
焼二部参加者には上総の美味しいお土産付）℡3260・0918（五十音設計内 保坂）
●E−mali hosaka＠iSOne−SekkeiC°m

ト㊥今話題の神楽坂を英語で紹介しよう
●㈱ECC専任講師●11月3日（土）13時−15時●東京理科大学森戸
記念館●500円●要予約（Web・FAX・郵送にて）●定員60名●主催：
東京理科大学生涯学習センター◆この講座では、簡単を英語を用いて、伝統と新し
さが共存する街「神楽刺を外国人の方に紹介できるように学んでいきます。英語で紹介と
いっても難しい英文や、聞いても話せか、ような英単語は使いません。簡単な英文と聞いた
ことがあるような英単語、そして身振り手振りを駆使してコミュニケーションができるよう、楽し

くレッスンします。今まで英語こ触れたことのない方でも楽しめ、恐れずに英語でコミュニケー
ションすることが出来るようなレッスンを行います。どなたでもお気軽に受講くださいぅ
℡3267−9462●E−mail ma舶bi＠ad…n血SacIP●URL‥wwwtusacip／manabi

ト⑫デジカメ画像を総事績糟
●講師 海老原里美●11月3日（土）13時〜17時●東京理科大学森戸
記念館●8000円●要予約（Web・FAX・郵送にて）●定員40名●主催．
東京理科大学生涯学習センター◆この講座は、「パソコンをもっと楽しく使いたい生と
いう方にお薦めです訂絵手紙ペイント」を使って、デジカメで掘った写真を元に水彩画風の自

圃絶滅娘強練豹法認繚頴鱒弱短髪種縦逸＝勿吻醸繊獲鴻

騒翻息綾織駿達観鴎承貌媛縫漣聡

分だけのオリジナル絵手紙に仕上げます。絵心は無くでも大丈夫やウスが使えれば大丈夫？
「粋」で「風流」な絵手紙を作りませんか1

畷駒繊轍○峨温摘榔融蝮蝕の

℡3267−9462●E−ma情manab一＠admintuSaC」P●URL wwwtus．acIP／manabi

e神楽坂まち飛び実行委員会

ト㊥リサイクラート展一トップアスリートたち

ト⑱彩・響・窓前田仲子展

のスポーツ用品を真樹にしたアート〜
●素材提供 中田英寿、清原和博、松井秀富、富里藍、室

アナ◆交差する形と彩り、響きあう光と音、そして、作家の高二広がる自由な想い。パレアナの

伏重信

心地良い空間を舞台に、油彩・水彩・カラス桧が異次元の世界へ導きます。℡3235・6951

ほか●10月20日（土）11時〜18時、21日（日）10

●10月23日（火）〜28日（日）12時−19時●茶館パレアナ●主催

茶館パレ

時〜16時●赤城会館●主催 イグフイコーポレーション
●協賛エッジエディトリアルオフィス
明美寿の
◆リサイクル＋アート＝リサイクラート。使用済み

サッカーシューズ

のスポーツ用品にアートという付加価値をプラス
することで∴次せ代まで残したいという発想から
生まれました＝また、ものの大切さに「気付き
（Remmd）」を与え 地球環境への意識をつちか
うメッセーシかこめられています。
℡6418−1180●E−mailinfo＠Igfynet

ト㊨石曽根和佳子はがき掛けの世界

I＞⑳推蟻⑨隠勝差擾

●10月20日（土）〜11月4日（日）12時30分〜19時●21日休み●請うす沢

ミ吋： 評時流志士−ミ

●主催 石曽根和佳子◆今回は表装家・石曽根和佳子のはがき妻帥ナの世界です。ご自分

餐洞⑩1i⑨疇

で描いた絵手紙や、お気に入りの葉書や写真をその日の気分で自由・簡単に掛け替えられるはが
き勘ナの世界をお楽しみ下さい。℡5228−6758●E・ma月

usuzawa52286758＠ybbneIp

ト㊨木版画で綴る こうひい絵物語展
●10月21日（日）〜11月3日（土）11時〜18時（28日休

み）●ギャラリー蒼●主催 ギャラリー蒼◆古今東西の剛球の
歴史を、奥村義人先生が木版画で綴ります。昔なつかしい会場で一
杯の瑚排（会期中無料サービス）と共に、うんちくある解説も併せてお
楽しみ下さい。℡3814−2801●URL wwwtakahashi−k°bocom

ト⑦「七歩展」一ひらく−（第7回楽ちん展）

ト㊥アジアの街角写真展＿家族のきずな＿

●きわきょうこ（朗読）、岩城里江子（アコーディオン）●展示．11

●10月22日（月）〜11月2日（金）10時〜17時（土・日休み）●日本出版会館

月2日（金）12時〜16時、3日（土）11時〜18時、4日（日）11時

1階ロビー●主催●（財）ユネスコ・アジア文化センター◆場所榊手代は変わっても、

〜17時30分●朗読アコーディオンライフ11月3日（土）19時

家族はいつでも大切な存在。アジア・太平洋の国々で掘影された心温まる「家族」の写真パネ

15分〜●セッションハウスiカーテン●ライフのみ1000円●ライ

ル約40点展示します，ホンと−息つぎに、是非お越し下さいi（平日のみ〉℡3269・4435

フのみ要予約●主催 ちょうちんクラブ◆版画家大野隆二を軸とする
「ちょうちんクラブ」の作品展⇔「イラスト」「写真」「文剖「ライブ」などはじめて

ト⑩神楽坂写真展一神楽坂を知ろうト

作品をつくる人から、活躍中の作家までさまざまな「表現する芭び」の数々。
●E−maii［anaho＿2007＠maiig°°nelP●URL wwwO16uppso・netneiP／chouch爪

●11月3日（土）10時〜18時●毘沙門天善田寺境内●主催．東京理科大学、
理大祭実行委員会◆例年好評を得ている企画ですか今年は今までの写真展と追って、現
在の神楽坂を知っている方にも観てもらいたい企画内容です。℡3235−8977

I＞⑳㊧鴫臨⑧⑨澹㊧魯
〇割励国の食倒司《郷脚絆鴫熟慮綾瀬〜筋等

ト㊥第4回「和の万華鏡」展
ト⑫サルビア会アート展一柏葉蝦近辺と寮＿

●10月18日（木）〜23日（火）11時〜19時、最終日〜

●10月20日（土）〜26日（金）9時30分〜12時●袋町21●主催渡辺幸子、サルビ

17時●gaiiery坂●主催．照木公子◆日本の伝統工芸とコラ
ボレーションされた「和の万華鏡」作家たちの作品展です。陶芸・漆三・

ア会◆サルビア会は神楽坂の昔ながらの家並の中で＼新しい文化の空気も吸いながら、豊かな心で自由

七宝などの意匠に内蔵された 美しく妖しい映像世界をどうぞご覧くだ

な作品つくりをしています。ご来場者にはくじ引きでサポーターハノチをプレセントします。℡3260−6035

さい。℡3269−8330（galiery坂）●URL wwwgaiiery−Sakacom

，⑳陶のあかりpiccoloMondo展
●10月25日（木）〜30日（火）11時〜19時、

ー⑦神楽坂的ガラスの世界
●10月20日（土）〜11月4日（日）10時〜19時●23日・30日休み●アミティエ神楽坂

最終日〜17時●gaiie甲板●主催・金澤信代

●主催 アミディ工神楽坂◆アミディ工のグラスも手かけるカラス職人竹若智子による神楽坂的ガラ

◆陶によるあが）のオブジェを中心とした作品展。灯をともすことによっ
て−篤の詩や物語か現れてくるような象〈かたち）。シンプルで温かみ

スの世界鹿小さな可愛いカラス作品に会いにきてください。●E−maii面0＠paliSSerie−amitieCOm

のあるその旅姿が、空間に新たな印象を与えます。
℡3269−8330（gaiiery坂）●URL wwwgallery−Sakacom

ト㊨ごろりカフェ
●10月20日（土）〜11月3日（土）12時−21時、土i日−18時（22日・29

日休み）●ココットカフェ●主催おかめ家ゆうこ◆イラストレーターおかめ家ゆうこ
のオリンナルキャラクター、「ころ月とその仲間たちのコンセプト・カフェです原画の展示は
もちろん、ごろりにちなんだオリジナルにユーやごろりの生ハ／トetC 色々登鳥目気になった
らすく、いらっしゃいませ。●2−mai面○＠okame−yaCOm●JRL wwwokame−yaCOm

ト㊨大正・昭和初期の銘仙、そ』音韻鶴の銘仙
●10月20日（土）−11月4日（日）12時〜19時、土・日・祝〜18時●ここん

●主催．ここん◆大正・昭和初期（こ庶民の着物として親しまれていた銘仙現在では数軒の
織元でしか織られない貢重なものとなりました。大正・昭和の銘仙をいろいろか」、物に、現在の銘
仙は反物で展示致します。℡5228−2602●URL coconchIcOm

ト㊨糸・布あそび

ト⑩アンティークのある食卓展
●10月17日（水）〜10月29日（月）12時30分〜18

●10月20日（土）〜11月4日（日）12時〜18時●ワークショップ．27日・3日台

時30分●ふくねこ堂内ギャラリー・ネコノヒタイ●主

4回●月曜休み●ギャルiノー燵●ワークショップの参加費1000円（材料費込）

催．ふくねこ堂◆幕末〜戦前の器と古布を使った日替わりテー

●定員1回につき3名●主催 ギャルリー燵◆ヨーロッパ・アジア各国の糸を使い、手

ブルコーディネート。アンテ1−クを日常に取り入れて楽しみましょう。

軽な織り機で作り上げた作品達っ袋もの、ベスト、額など。作家が在廊中は実演も見られます。ワー

展示販売有り。℡6319−6000●URL fukunyank°eXbi°glP

クンヨノブ参加者に毛糸玉（いろいろな種類の糸）プレゼント℡5228−7760

ト⑪裏路地の小さな世界
●10月31日（水）〜11月5日（月）12時30分−

18時30分●ふくねこ堂内ギャラリー・ネコノヒタイ

●主催 高塚法子◆主に棚旨粘土を使った創作人形と
手作りの小物の展示です。幼少の頃から大好きだった鷹土縄
工。心を込めて作成しました−●E−maiilsuka＿Sun＿1229＠d°COmonelP

ト㊨抽染抜「鮎藤革の動物園」展
●10月30日（火）〜11月4日（日）12時一19時

●茶館パレアナ●主催i鮎藤草色堂
◆神楽坂にゆが）のある方々に革で動物をつくっていただき、茶館
パレアナにて展示いたします。作り手の個性、様々な表情を見せる
華の動物達をご覧下さい。販売も致します二
℡3267−0409
●URL ayufuiIkakuh°udocom

ト㊨ヴェニスのガラス宝石たち

ト⑭吊るきちがみたキューバ有機野菜栽培レポート」右脚菜嚇会
●10月10日（水）〜10月28日（日）12時−21時●15日・22

日休み●artdiSh●主催．artdiSh「おいしいはやさしい。人にも

●10月20日（土）〜11月3日（土）12時〜18時30分●21日・28日休み●ジエリクー

地球にも。」◆環境と，肖質者を考えて、有機野難作る巾よるきちオーカニノ（

ル●主催・シェリクール◆垂やかで繊細な装飾性を持つヴェネチアンクラスはヨーロッパクラス
ーの歴史の中では最も古いものです。現在では作る職人も居ないといわれる美しきヒース達を装身具の

クファーム」で、この歌収穫されるお野菜とともに、はるきちが有機野菜栽培

世界でお見せし害す。℡3260・0524●E・maii面0＠leiiiCourcom●URL www畑iIC°UrC°m

のさかんなキューバを訪れた際の、彼独自のキューバレポートとともに展示販
売いたします。E・maiiinf°⑥artdiShcolP●URL wwwartdshc°IP

ト⑪植松久子・ホームスパン展

ト⑭上相田希ガラスコラージュ展
●9月1日（土）〜10月31日（水）10時〜18時●アグネスホテル1FTea

●10月23日（火）〜10月28日（日）12時〜19時、最終日〜18時●ラ・ロング

Lounge◆さまざまな技法で作ったカラスパーツを、板カラスの表面と裏面に装着し額装した

ジル●主催ラ・ロングジル◆大好きな英国の羊毛から糸を紡ぎ織り上げました。マフラー、

作品。ガラスの量感・質感に加え、照明によるいろいろな陰影を表現しています。

ストール、ハングなど手近に使える作品が揃います。自然の色をそのままシンプルに、手仕事の温

℡3267−5505●URL wwwa帥eShoteicom

かさを感じて下さい。℡3260・6801●E−maII EmaII＠iaィondec0m●URL

は−rOndec°m

ト⑭僕らのまわりにある、日本のかたち

ト⑬夜光虫

●10月20日（土）〜28日（日）12時〜19時、金一

20時、最終日〜17時30分●22日・23日休み●ギャ

●10月30日（火）〜11月4日（日）11時30分〜18時30分、

ラリー・マンテン●TEL O50−3605−0427●主催
浅草村の神童

最終日−17時●ギャラリースペース・パウセ●主催松井

Thechiidprodigytha川vesin

敬樹、小島佳祐◆夜光虫は光を使って表現する小島佳祐と光を表現

asakusav川age◆∃本の文化（盆踊り、相撲等）、干支、
七福神などの絵から日本人か持ち続けている間や余白などを生かした動物などの絵を中Il点こ
ンンフルでミニマムな作品を展示いたします。℡3815−6013●FAX

3815−2306

する松井敏樹の二人展です。光に誘われ集まっていく虫のような二人の
展覧会に、皆さんも誘われてみてはいかかでしょうか。お待ちしております。
℡090・58246748●URL m・h川OkI276sakura［elP

●2−maii t−kamiyama＠iiSZt−SWeetC°mCURL wwwiiSZトSWeelcom

ト⑭伊藤耀巳個展
．10月22日（月）−10月27日（土）．ギャラリースペース・パウセ∴域を

簑莞窯業窯業驚鷲∵1線
今回で4回目の個展になります。℡3269−5007（パウゼ）

・ 0 −−

ト㊥空想古美禰店 K。重。b。kku．u＿L。nd
●10月19日（金）〜24日（水）11時〜19時●アユミギャラ

リー●主催 田口輝彦◆コヒトのお話。海辺に流れついた流木のよ
うに記憶の底にある懐かしいもの。新しいけれど古美術のような木彫作
品。℡3269・12020URL wwwavumi−gCOm

ト㊥物語りから生まれるジュエリー、
ト⑭第3回ベラドンナ芸術祭

ジュエリーから生まれる物語り展
●10月26日（金）〜31日（水）11時〜19時●アユミギャラリー●主催

桜

井奈津子◆様々な女性を連想させるシュエリ一、そこから紡ぎたされる物語りを、アンティー
ク素材と天然石で表現。℡3269−12020URL wwwavum慢Com

一時代を切り拓く女性アーティストによる美術展一
●出演 ぺラドンナ／／LUNE、LOVE、小金井ケイコ、ガールズアートメンバース
60名●10月9日（火）〜11月18日（日）14時〜19時●休業日i10月18日・11月

14日●神楽坂diePratZe（ティ・プラッツ）

ト⑳ある一日展おはよう・・・おやすみ

●入場無料◆アーティスト そして人形遣いであ
るLUNE主宰へラドンナによるべラドンナ展。日本

●11月2日（金）〜11月7日（水）11時〜19時●アユミギャラリー●主催●

全国から前衛女性作家の集う年一度の芸術票。華

Kao、衣川史、佐藤秀樹、寺本文子◆4人の作家が全く異なった表現で一日を作る

やかな空間へお立ち寄り下さい。℡080・11764814

作品展。Doii、パステノノ画、紙造形、油絵画伯。現実の毎日から切り離された、夢の中の一

●E−maiiin（°＠beiiadonrIa−artlp

日をお楽しみください。℡3269−1202●URL wwwavumI−gCOm

C〕RL beIiad°nna−artiP

C神楽坂まち飛び実行委員会

0坂にお捻描き

㊨ヘアスタイリストが秘伝の技を伝授

e神楽坂アートマーケット

⑩スーダンまるかじり

e神楽坂ギャルソンレース

⑩駕監託ちづ。，から学ぶ〜

e神楽坂まちなみスケッチ会
e秋矧アートたiコンシェルジェ2007

eBCCKMAGiC＠神楽坂

o器駕鷲な、のぴ￣るアイスは

⑫今話題の神楽坂を英語で紹介しよう
⑩立体のひみつをさくろう

⑫北斎と伊八そして酒文化
⑫あそほうよi科学アートでi

e赤城社会教育会館まつり

⑫デジカメ画像を絵手紙（こI

e牛込地区でボランティア

eリサイクラート展

⑩神楽坂さものナノマ2007

⑩地球のほほえみ 臼井純子写真展

0お座敷遊び入門講座

⑫アジアの街角写真展一家族のきずな−

⑫熊・狂言公演「奥Iil恒治の会」

⑭神楽坂写真展

⑫日本の音・モンゴルの音

⑭宮沢リショウ個展

⑫小唄in神楽坂

㊥サルビア会アート展一神楽坂近辺と祭−

⑫第三回 徳花師匠の小唄教室

⑱彩・響i想 前田伸子展

⑭棺磐津ワークショップ＋演奏会

⑫ヨ一口が秀作版画展

⑰八木節がやって来るi

㊨石曽根和佳子 はがき掛けの世界

⑭椴馬具と東八巻

⑭木版画で綴る こうひい絵物語展

⑩神楽坂でお座敷芸を楽しもう−

⑫「七歩度」〜ひら〈〜

⑳遠州流締鞭さび茶会

⑭ちいさいものたち2

⑪野点でお茶をどうぞ

⑰第4回「和の万軍制展

④芸認諾マ2007

⑭陶のあかりpiCCoiomondo展

の手招き友褐 色に遊ぶ

⑳雪警宗蒜上映会
㊨ラムラiオータムフェスタ橋で踊ろう1

㊨第33回七転八倒の会

㊨パレアナ寄席 古今亭菊之丞の会

㊨諦観婦系図ii
㊨志らく四季の会 秋の部
㊨第6回アンデルセン童話落語会

⑩法政大学落語会 妄想自転車
⑲黒テントパンドライブ

⑫諜慧諾謹まスコ篇

㊨大正・昭和初期の銘仙、そして現代の銘仙

㊨糸・布あそび
㊨ ベルパル 靴廣一草花とのコラポー

㊨神楽坂「飴農事の動物園」展
㊨ヴェニスのガラス宝石たち

⑦神楽坂的ガラスの世界
㊨ころりカフェ

㊨秋の作品展と大やぎもの市
⑲アンティークのある食卓展

e震路地の小さなせ界

⑫豊吉碧の駒と和コスメの

⑩TONFULiVeat神楽坂

⑱？サパトス大人のための音楽会
㊨MUNDOPOPULAR5

⑮紙芝居コンサート団、象パパ一生
⑰ラムラ・ミュージックライフ
⑭HaiioweenNight

㊥神楽坂吹奏楽演奏会

⑯器器器寵yAL
⑭劾ゝぷ切り絵教室
⑫墨と顕彰で作品を作る会
⑳紙漉き三人娘による手漉き和紙
⑰蛭谷和紙の手漉き体験「紙のつぐノ方」

㊨神楽坂オリジナルコースターを作ろう

⑮詳諾議案粥レポ＿ト
⑫上村由希ガラスコラージュ展
⑫ワインキャップアート展

⑭傍らのまか）にある、日本のかたち

⑫神楽坂界隈素描展
⑭空想古美術店

Korobokkuru−Land

⑫碧繕謹話蒜這
⑳ある一日展 おはよう…おやすみ

⑳植松久子・ホームスパン展
⑳みよこのガトーな個展2007

⑳福光虫

⑯ハチミツからロウソク？

⑫伊藤嬉巳個展
㊨書楽家安田有害作品展神楽坂秋

⑦≒議蒜ド妖然はちみつ

⑭第3回ぺラドンナ芸術祭

⑯立ち居ふるまい教室
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第3回サポーターバッジコンテスト
グランプリ受賞者の言葉 五十嵐恭子さん
いつも楽しく過ごさせてもらっている神楽坂に、何か貢

受賞作晶は茶館パレアナでご覧ください
第3回サポーターバッジ・コンテスト大賞および各賞受賞
作品は、10月30日（火）〜11月4日（日）の期間、「茶館
パレアナ」にて展示しています（12時〜19時）。

※「察館パレアナ」は、鑑賞のみではなく、なるべくカフェと
してこ利用くださいますようお願い致します。

献できないかと思ったのが応募のきっかけです）実は自
分が神楽坂で飲んでいる時に、どんな気持ちでいるの
かを客観的に想像してみたのか、今回のイラストの原
点です。月夜にいい塩梅に酔っぱらい、語り、惑って、楽
しんでいる、しかもあの風情ある石畳に似合うのは人間
だけでなく冬眠前のカエルだって同じ気持ちでなかろう
かっという訳です。さすがに連絡頂いた時には、3回飛
び跳ねて喜びました一カエルの樹こですi

「柏葉蝦まき飛びフェスタ2007」課業惹豊玉叢話嵩務まテ謀諾タラビヤ
●後援；新宿区
●協賞 相楽坂まぢづぐ）の会、神楽坂通り商店会、神楽毅商店街振興組合、本多横丁商店会、神楽坂仲通り商店会、東京神楽坂組合、東京商工会議所新宿支部、
ラムラ商店会、東京理科大学、法政大学、㈱熊谷粗、㈱モスフードサービス、あずさ監査法人、葵商事鮒、㈱LAU都市施設研究所、サイバーウェーブ㈱、
トルコレストラン・ソフラ 他，沼廟不同

●協力 ∪−Gサトー、昆沙門天善国寺、赤城神社、光照寺、JR飯田橋駅、㈱臼井断裁所、アディダスジャパン㈱、草津ホテル ※順不同
●まち飛び実行委員 石川雅子、犬壕裕稚、木須菜穂子、栗田香子、坂本二期、柴田彰子、菅沼千代、長岡弘志、中村好稚、釜田照夫、峰岸和枝、日直圭子、日直費え、
平田恐、山口則彦、山下修、よしだみよこ、波追慕孝、濃艶晋也
●お問い合わせInfo＠mac面tob…et（神楽坂まち飛び実行委貴会）※イベントについてのお問い合わせは、各イベント連絡先にお願いします。
●URL博p．／／machitob…eI

無断転載を簸ず

