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❸ 漱石を感じる神楽坂ウォーキングと神楽坂写真展
漱石山房から近く、お気に入りの散歩道でもあった神楽坂。新宿区の郷土史研究家の谷口典子
さん監修で、当時の写真をエピソードとともに展示します。１日限りではありますが、散歩道を
めぐるウオーキング講座も開催。神楽坂と、人間、漱石がぐっと身近に感じるひとときです！
講師：新宿区の郷土史研究家

夏目漱石は 1867 年 2 月 9 日、現在の新宿区喜久井町に誕生し、また晩年を早稲田南町で過ごしました。当
時の神楽坂は山手銀座とも呼ばれた繁華街で、漱石も寄席や会食によく訪れています。生誕 150 年の年に当たり、
新宿区では漱石山房記念館の開館をはじめ多くの企画があり、神楽坂でも謎解きウォークラリーなど様々な企画
が行われますので、この機会に文豪の足跡に触れてみてはいかがでしょう。
「その人の

足あとふめば

風薫る」
（正岡子規

1893 年

ハルメク おみせ神楽坂本店４階 イベントスペース
漱石を感じる 神楽坂ウォーキング 11/3（金・祝）
漱石を感じる 神楽坂写真展 10/17（火）〜 25（水）
漱石を感じる 神楽坂ウォーキング 11：00 〜 12：30 ／ 14：00 〜 15：30
漱石を感じる 神楽坂写真展 11：00 〜 15：00
ウォーキングは予約必要（参加費 500 円）、各回定員 10 名、写真展はなし
株式会社 ハルメク
03-5225-2861

はて知らずの記より）

❶「明治期の科学者と漱石」
−なぜ「坊っちゃん」が物理学校卒になったか−
なぜあの魅力的な小説「坊っちゃん」の主人公が物理学校卒となったのか、漱石と明
治期の科学者との交友を紹介します。常設展示である日本一の計算機コレクションを

東京理科大学
近代科学資料館
10/14（土）〜 11/2（木）
（日・月を除く）
10：00 〜 16：00

眺めながら漱石も関心のあった科学に触れるひと時を過ごしてみませんか。

谷口典子さん

東京理科大学近代科学資料館

❹ 〜朗読と蓄音機と〜「漱石山房 −硝子戸の中−」
漱石が亡くなる前10年間を過ごした「漱石山房」。どのような住まいで何を見ていた
のでしょう。門下の芥川龍之介著「漱石山房の秋・冬」と夏目漱石著「硝子戸の中」を
朗読します。ほとんどが朗読初心者ですが、蓄音機の音と共にお楽しみいただけたら
と思います。
蓄音機演奏：オヤビン佐藤
邊一夫

朗読：上田あゆみ（日本朗読検定協会プロフェッサー）渡

キイトス茶房
10/22（日）
開場 16：45 ／開演 17：00
終演 19：00
定員 20 名／要予約
チーム「昼下がりの蓄音機と朗読」

他８名
mail：rodoku.club@nifty.com

mail：ooishi̲kazue@admin.tus.ac.jp
http://www.tus.ac.jp/museum/

❺ おかみさん会
「神楽坂夏目漱石まち歩き」
神楽坂の、夏目漱石ゆかりの場所やエピソードをおかみさん会のメンバーがご案内
します。

集合場所
毘沙門天善国寺 境内
10/23（月）、25（水）、28（土）
① 10：30 〜開始
② 14：00 〜開始
集合は開始時間 10 分前
1,000 円
要予約／各回 10 名先着順
神楽坂おかみさん会
（神楽坂文化振興倶楽部）

❷ ①オリジナルしおりプレゼント

中町図書館内
10/14（土）〜 11/3（金・祝）

②リサイクル市
①期間中、中町図書館で本を借りた方にオリジナルしおりをプレゼント。今年の
テーマは夏目漱石です。
②図書館で役目を終えた本をお分けします。各日50冊程度、当日分がなくなり次第

090-5553-5606
（10/5 から受付開始）

月定休・10/19（木）休み
火〜金 9：00 〜 19：00
土・日・祝日 9：00 〜 18：00
新宿区立中町図書館

終了。複合施設の地下にある小さな図書館です。この機会にぜひご来館ください。

（指定管理者：丸善雄松堂株式会社）

．

03-3267-3121

㻌
レガス健康ウォーキング 参加者募集・事前申込不要！

生誕  周年記念 夏目漱石ゆかりの地を訪ねて
新宿御苑をスタートして、神楽坂・早稲田周辺を通り、開館した
ばかりの新宿区立漱石山房記念館まで約９-O を歩きます！
当日、受付時間内に直接集合場所へお越しください。

文豪・夏目漱石が生まれ育ち、その
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※料金の記載のない企画は無料です。

          

年  月  日の開館に向けて、「新
宿区立漱石山房記念館」の整備を進

            JVVRUQUGMKOWUGWOLR

㻌

ᵗ 月 ᵐᵒ 日ᵆ日ᵇ 開館
ᴾ

（通常展） ※団体（ 人以上）は個人の観覧料の半額

所 在 地：新宿区早稲田南町  番地
問合せ先： ※ 月  日から繋がります。

KWWSVRVHNLPXVHXPMS

㻌
●東西線早稲田駅より徒歩  分
●都営大江戸線牛込柳町駅より徒歩  分
●都営バス 白  牛込保健センターより徒歩  分
※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

※予約の記載のない企画は、予約不要です。

平成 ᵐᵗ 年

開館時間：午前  時～午後  時
     （入館は午後  時  分まで）
休 館 日：月曜日（休日の場合は、直後の休日でない日）
      月  日～ 月  日
          ※ただし、 月  日（月）は開館
観 覧 料：一般円、小中学生円

生涯を閉じたまち・新宿区では、本

めています。漱石にとって初の本格
【日時】平成  年  月  日（水）～ 頃
的記念館の整備に、全国の皆さまの
【受付時間・集合場所】～新宿御苑新宿門前
お力添えをいただきたく、「夏目漱
【最寄駅】東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅
石記念施設整備基金」に温かいご支
【その他】歩きやすい服装、運動靴でお越しください。
飲み物、帽子、雨具等は各自ご用意ください。
援をお願い申し上げます。
㻌
【問合せ】公益財団法人新宿未来創造財団スポーツ課電話 
【問合せ先】新宿区文化観光産業部文化観光課文化資源係
【当日連絡先】132 法人新宿区ウオーキング協会電話 
6'.  (#:
円
   【参加料】400




㻌

※料金の記載のない企画は無料です。



㻌

㻌

文豪・夏目漱石の終焉の地に、新宿区立漱石山房記念館がオープン。
『三四郎』『こころ』『道草』など数々の名作が生まれた「漱石山房」の
一部再現ほか、展示室、図書室、ブックカフェ等を備えた施設です。

※予約の記載のない企画は、予約不要です。
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江戸時代からの薬舗で、漱石をはじめ多くの著名人が顧客名簿に名を連ねていました。
現在の表にあるグリーンの看板に書かれているお店の名は？

□□□□ □□□

つい最近まで、漱石行きつけの田原屋という高級洋食店があったところです。店頭の問題を解いて下さい。

夏目漱石がよく訪れた神楽坂の地を
謎を解きながら歩く楽しいイベントです。
神楽坂で漱石ゆかりの場所をめぐり、
以下の問題をお答え下さい。まち飛び期間中の 10/14（土）15（日）21
（土）
22（日）28（土）29（日）11/3（祝）11：00 〜 17：00 に、問題で示されるゴール場所で最終問題の正誤判定
を行いますので、奮ってご参加下さい。
16 〜 17P の地図で各問題の行き先を表示しています（★印の場所にはヒントを掲載しています）。解答は漢字や
片仮名で示されている場合もありますが、□内は全てひらがなにしてご記入下さい。濁音も濁点付きで 1 字とします。

漱石は、ここにあった旧市電「牛込見附」停車場を良く利用しました。
現在は、都電の代わりに東京メトロが通っており駅があります。その地
上出入口の表示名は？

□□□□□□
漱石の姉達は、ここから屋形船に乗って浅草猿若の芝居見物に出かけま
した。現在、飯田濠は暗渠になっていますが、その場所に東京都の石碑
があります。石碑の表題は？

□□□□□□□
現在は鰻割烹ですが、昔は牛鍋屋で漱石は弟子達と立寄りました。店頭の問題を解いて下さい。

□□□□

小説「坊ちゃん」の主人公の出身校に設定されました。現在の学校名は？

□□□□□ □□□□□

□□□

創業は江戸時代初期、漱石もこの店の原稿用紙を使用しました。店舗の問題を解いて下さい

□□□

この坂の途中には寄席があって、漱石は子供の頃からよく通いました。通称は？

□□□□

明治後期まで行元寺というお寺があったこの辺りの地の名主に漱石の姉が嫁ぎ、10 代の漱石は兄と共によく訪ねまし
た。現在の名称は？

□□□□□□
漱石を始め、多くの文士が愛した鶏鴨料理店があったところです。その当時の店名は？

□□□

この横丁の中程に牛込亭という寄席があって、漱石は小さんの「うどんや」がかかると聞きに来ていました。
横丁入口のビルの側面にある問題を解いて下さい。

□ □□

昔ここに牛込郵便局があり、漱石が急ぎの原稿を送るのに利用しました。
現在の会社の店頭にある掲示板の問題を解いて下さい。

□□□
（★場所にヒント）

の言葉を並び替えて示されるゴール場所に行き

夏目家御用達の陶器店でした。店頭の問題を解いて下さい。

□□□

昭和初期まで、ここの縁日は大変流行っていて多くの人手がありました。

その様子は漱石を始め多くの作家が書に残しています。藤棚の脇にある掲示板の問題を解いて下さい。

□□□
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□□□□□□□□□□

（★場所にヒント）□の言葉は並び替えて漱石に関連する言葉を示して下さい。

出題場所と歴史解説 神楽坂おかみさん会
イラスト タカハマ・イズミさん

郷土史研究家

谷口典子

監修／問題作成と文責

神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会（担当：実行委員

木村研一）
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10 月 22 日（日）
15：00 ～ 16：30

神楽坂のまちがパリになる！！

去年復活したギャルソンレースを今年も開催しま

す！ ルールは簡単、神楽坂通り100 メートルの坂を

トレイに載せたグラスの中の水を溢さずに誰が一番早
く往復出来るかを競います。出場者は神楽坂周辺の飲

食関係者。フレンチ、割烹、
中華に和菓子と、
様々なジャ
ンルから出場します！

東京のプチパリ - フランス人も多く暮らす日仏交流

の地神楽坂で、本家とは一味違う、和洋折衷レースを
お楽しみ下さい！

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

日時：2017 年 10 月 22 日（日） 15：00 ～ 16：30
会場：神楽坂 6 丁目商店街（りそな銀行前から音楽
之友社前まで約 100m）

参加費：無料（要事前申込み）
定員：50 名

問い合わせ先：race@machitibi.net

（ギャルソンレース担当実行委員）

主催：神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会
協力：神楽坂商店街振興組合
http://machitobi.net/

当日参加

OK!
先着順

す。江戸時代には将軍・徳川家光がこの坂を上がって老中・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

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々もまた、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。

❻ 投扇興を楽しもう！
の落ちた姿で点数を競い合います。その見立ては、小倉山百人一首や源氏物語、あるいはそれ以外

かぐら坂志満金3階
大広間
10/14（土）

の景色にみたてるものがあります。当会は、源氏物語に見立てて点数を競い合います。

10：30 〜 15：30

投扇興は、江戸時代安永年間に考案されたお座敷遊びです。蝶に見立てた的に扇を投げ当て、そ

前半は、初めての人でも、投げられるようになる練習が中心。昼食をはさんで後半からは、点数

3,800 円、お食事付

を競い合う試合形式で、成績優秀者には、ささやかですが賞品をご用意いたしました。初心者歓迎、 定員 40 名／要予約
着物でのご参加大歓迎。秋の一日、神楽坂で優雅なお座敷遊びにご一緒いたしませんか？
神楽坂投扇興の会
午後 3時半には終了いたしますので、その

03-5227-2772
mail：nagaoka@sazan-c.com

後神楽坂の「まち飛びフェスタ」を着物姿で
散策できます。お気軽にご参加ください。

❼ 久露葉亭で落語とランチを楽しむ会

全て 2016 年開催時の様子

神楽坂 久露葉亭では、桂歌丸さんが会長さ
れている落語芸術協会様から、厳選された方々

！
表 紙 絵 コ ン テ ス ト に参加しよう
このパンフレットの表紙はコンテストによって選ばれています。今

年齢層の方にご参加いただき、それぞれに神楽坂をよく捉えた質の高

3,000 円（税別）／定員 30 名

す。

神楽坂 久露葉亭

出演：10/15雷門音助さん、10/22春風亭昇吾
さん、10/29三遊亭遊喜さん

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、

い作品が揃いました。

着物の基本知識を学びます。着物・洋服い

そして大賞グランプリに愛知県の大久保俊宏さんの作品が選ばれま

ずれでも参加 OK です。

した。大賞には神楽坂「アグネスホテル東京」宿泊ペアご招待券、1 室
2 名様、朝食付き

11：30 開場 ／ 12：30 開演

で噺を楽しみながら特製ランチを堪能出来ま

❽ はじめて日本舞踊
〜手ぶらで気軽に和体験〜

回は40点の応募がありました。10 歳以下から60 歳以上の方まで幅広い

神楽坂 久露葉亭
10/15（日）、22（日）、29（日）

03-5206-6997
http://www.kagurazaka-celux.com/kurobatei.
html

本家鮒忠 神楽坂店
10/22（日）、29（日）
15：00 〜 16：30
2,500 円／定員各回 20 名／要予約
莉利の会
03-3260-2002
mail：ririnokai@hotmail.com
http://ririnokai.my.coocan.jp/

※有効期限あり。各賞として19人の方には各商店か

ら賞品が進呈されました。

来年は、あなたが表紙を飾ってみませんか？

ます。問い合わせ先：koubo@machitobi.net

応募お待ちしており
▲2017年グランプリ作品

東京平版さま AD
審査は、
Ｕ.Ｇ. サトー氏（グラフィックデザイナー／審査委員長）
、おかめ家ゆうこ氏（デ
ザイナー）そしてまち飛びフェスタ実行委員会の日置圭子委員長の面々で行いました。
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45点にのぼる作品。今年は前年よりまして、力作揃いです。審査員も真剣な表情で審査
に臨んでいます。

※料金の記載のない企画は無料です。

※予約の記載のない企画は、予約不要です。
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❾ 第27回小天狗よったり会
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。
出演：橘ノ百圓、めずらしや芝楽、柳花樓扇生、福岡民江

毘沙門天善国寺 書院
10/22（日）
開演 14：00 ／終演 16：30
500 円
小天狗よったり会
03-3451-3717

❿ 和の伝統工芸、組紐をたのしむ
神楽坂にふさわしい和の伝統
工芸、組紐のたのしさを多面的
にご堪能いただけます。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

組紐文化研究所
10/26（木）11/3（金・祝）
① 10：00 〜 12：30
② 14：00 〜 16：30

⓭《春の海》の作曲者、宮城道雄の記念館で楽しむ
『揚琴・チェロ＆箏のしらべ』
今年は、箏曲の演奏に加えて揚琴とチェ

開場 18：00 ／開演 18：30
終演予定 20：00 頃

ロの美しい響きをお楽しみください。

2,500 円／定員 80 名／要予約

〔揚琴、チェロ・演奏曲〕白鳥／雲雀／荒

（一財）宮城道雄記念館

城の月／桜変奏曲〔箏・演奏曲〕春の海／

03-3269-0208
mail：kinenkan-info@miyagikai.gr.jp

秋の草／落葉の踊り／水の変態、出演：
（揚琴）鄭 宇（チェロ）諸岡由美子（箏・
十七絃・三絃）小畔香子 阪元沙有理

宮城道雄記念館
11/1（水）

http://www.miyagikai.gr.jp

大

嶋礼子（尺八）安島瑶山

2,500 円／定員各回 8 名
要予約
組紐文化研究所
080-3083-6669

20cmほど組上げます。作品鑑賞、 mail：m-domyo@par.odn.ne.jp
組紐の歴史のお話などもありま

⓮
「はじめての矢来能楽堂」

す。残席があれば当日申込可。
講師：道明三保子、市来義子、松

11月 1日は「古典の日」。神楽坂の片隅、築 65年を迎え「国の登録有形文化財」でもあ

山史子、荒井やよい

る矢来能楽堂で、能楽についてのレクチャーや、能舞台に上がって「蜘蛛の糸」を投げ

矢来能楽堂
11/1（水）
開場 18：00 ／開演 19：00

てみるなどを体験。ロビーには能装束や能面のミニ展示も。お気軽にご参加ください。 終演 21：00

500 円（別途足袋が必要な場合
実費 600 円）定員 100 名／要予約

出演：観世九皐会能楽師

⓫ 年に一度の小唄と踊り 小唄 in神楽坂 2017
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。出演は、神楽
坂を拠点に国内外で活躍す
る小唄師範・宮澤やすみさん
と弟子一同。女優でもある
吾妻春瑞さんの舞踊を交え
て華やかに。毎年好評、和

毘沙門天善国寺 書院
10/28（土）
開場 14：30 ／開演 15：00
終演 16：30
前売 2,000 円／当日 2,500 円
定員なし／予約不要（前売りがお得）
宮澤やすみ事務所
mail：yasumikouta@yahoo.co.jp
http://yasumimiyazawa.com/kouta.html

のくつろぎライブです。前

公益社団法人 観世九皐会
03-3268-7311
mail：yarai@eos.ocn.ne.jp
http://yarai-nohgakudo.com/

⓯ 遠州流茶道 立礼茶席 ― 武家茶道 綺麗さびの世界
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

毘沙門天善国寺 境内
雨天の場合は書院
11/1（水）

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

13：00 〜 16：30（日没迄）

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。

しあげたく存じます。

500 円
遠州流茶道東京支部

売券は神楽坂コパンさんへ。
出 演： 宮 澤 や す み 社 中（ 唄 、

mail：kamakura@1995.jukuin.keio.ac.jp

三味線）、吾妻春瑞（舞踊）

⓬「東のさん生・西の鶴二 第十五回 江戸公演」
この土地、この場所で10年以上続いてる落語会です。東京は神楽坂で東西の落語が
楽しめる落語会です。是非是非お出かけください。
出演：柳家さん生

笑福亭鶴二

毘沙門天善国寺 書院
10/29（日）
開場 13：30 ／開演 14：00

⓰ 飯田水引で大切な人への想いを結ぼう！
長野県飯田市の伝統産業である、飯田水引を用いたメッセージカードを作るワーク
ショップです。飯田水引の文化、美しさ、込められた趣を皆様に感じていただきたい
です。普段なかなか伝えられない思いを、飯田水引で結び、大切な方にお送りください。

3,000 円

毘沙門天善国寺 境内
11/3（金・祝）
12：00 〜 17：00
500 円／各回定員 8 名
法政大学酒井ゼミ飯田水引チーム

柳家さん生
mail：iidamizuhiki2017@gmail.com

090-8563-4017

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≫
➢

遠州茶道宗家研修道場

➢

アグネスホテルアンド
アパートメンツ東京

遠州茶道宗家事務局
〒162-0827 東京都新宿区若宮町 26
電話 03-3260-3551
〈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

10 ※料金の記載のない企画は無料です。 ※予約の記載のない企画は、予約不要です。

※料金の記載のない企画は無料です。

Enshu Style
Collection
エン シュ ウ ス タ イ ル コ レ クショ ン は 、
「 綺 麗 さ び の 世 界 」 を お手 軽 に
お 届 け する ネ ッ ト ショ ッ プ で す 。
ぜ ひご 利 用 く ださ いま せ 。
エンシュウスタイル

遠州流茶道

※予約の記載のない企画は、予約不要です。
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⓳ ダニエルコフリンアコースティックギター御座敷ライブ

エンタメ＆ストリート

毘沙門天善国寺 書院
10/21（土）

まち飛びフェスタへの参加は今年で 3回目。伝統とモダン

開場 18：00 ／ 開演 18：30

が融合する趣ある神楽坂の街。ここでライブが出来ることは

2,500 円／定員 80 名

本当にうれしいです。皆様のご来場をお待ちしています！

「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

要予約（チケット制 整理番号 付

出演：ダニエルコフリン

イープラスで取扱）

います。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

danny office

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

mail：info@daniel-coughin.jp
http://daniel-coughlin.jp

波踊りや楽しい化け猫たちの集会が登場します。
観て、聴いて、参加して…神楽坂で秋の日をお楽しみ下さい。

⓴ ギンレイ・オールナイト ”ジャック・ロジエ・ナイト ”

飯田橋ギンレイホール
10/20（金）、21（土）

ヌーヴェル・ヴァーグの旗手の一人、ジャック・ロジエ監督の長編短編 5作品を35ミリ

⓱ 神楽坂化け猫フェスティバル
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。神楽
坂縦断「化け猫パレード」と道路の真ん中で踊り狂う猫版あわ踊り「あにゃ踊り」の二大イ
ベントの他、本格猫メイクやフォトセッション、街歩きイベントや大道芸、子供向け猫ゲー
ムや闇市など盛りだくさん。化
け猫姿で一日遊び倒そう！
出 演： 藤 田 義 宏（ ダ ン サ ー ／
あにゃ踊り）
・大道芸人他パ
フォーマー多数

神楽坂通り及び高齢者福祉
施設神楽坂
10/15（日）
10：00 〜 17：00
（ 化 け 猫 パレ ード 14：00 〜 15：
00 あにゃ踊り 15：00 〜 16：00）
中学生以上 500 円
（パレード参加者のみ・他無料）
化け猫フェスティバル事務局
mail：contact@ bakeneko.
oops.jp
http://bakeneko.oops.jp/

フィルムで一挙上映します。約 10年に 1本と言
う寡作な映画監督として知られるジャック・ロ
ジエ。フランス文化漂う神楽坂での今回の貴重

開場 22：45
開演 23：00 〜翌 7：00
（終了予定）

な上映を是非お見逃しなく！
上映作品：「アデュー・フィリピーヌ」「オルエッ
トの方へ」「メーヌ・オセアン」「ブルージーン
ズ」「パパラッツィ」

飯田橋ギンレイホール
03-3269-3852
http://www.ginreihall.com/

みんなで踊ろう♪ 阿波踊り
秋になってもやっぱり楽しい阿波踊り♪毎回新しい構成を加え皆様を飽きさせません。
元気な掛け声とともに、神楽坂をますます盛り上げます！夏より更にパワーアップした演
技をお楽しみに♪

前売券 1,800 円／当日券 2,000
円／学生 1,000 円／定員 202 名

そして来年の夏祭りはではアナタも一緒に汗を流しましょう♪

神楽坂通り
10/29（日）
12：00 〜 15：00
神楽坂 かぐら連
mail：info@kaguraren.jp
http://kaguraren.jp/

⓲ 第151回アグネスホテル東京 ランチタイムコンサート
〜まち飛びフェスタ・特別編〜
毎月１回のアグネスホテル東京がお贈りするランチタイムコンサート。10/18は「まち飛

アグネスホテル東京内 B1
アグネスホール
10/18（水）

開場 12：00
のアーティストが集結！この日の為の特別編成によるジャズ・ユニットをお楽しみ下さい。 開演 12：30 〜 13：00
大人の神楽坂でジャズのひとときを。出演：牧山純子（ヴァイオリン）／高橋美千子（ソプ 定員 100 名
びフェスタ・特別編」として、クラッシクのみならずオールジャンルで活躍している３名

ラノ）／関根彰良（ギター）

アグネスホテル東京
（ランチタイムコンサート事務局）
03-3267-5548
（ランチタイムコンサート事務局）
http://agneshotel.com/event/

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
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。
出演：指揮・指導

音楽之友社別館前テラス
11/3（金・祝）
第一ステージ 13：00 〜 13：40
第二ステージ 14：30 〜 15：10
音楽之友社
03-3235-2113
音楽之友社庶務課 渡邊
http:// www.ongakunotomo.co.jp

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。

12 ※料金の記載のない企画は無料です。 ※予約の記載のない企画は、予約不要です。

※料金の記載のない企画は無料です。

※予約の記載のない企画は、予約不要です。
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新作 木のテーブルウェア 作品展

ねこづくし展 2017

展示

猫の街かぐらざかのふくねこ堂。いろいろな作家さんの猫

神楽坂に家具工房を構えるアクロージュファニチャーにて、

アートを展示いたします。イラスト、人形、バッグなどオリ

初めての木のテーブルウェア展を開催します。

ジナルの逸品を展示即売。猫づくしの９日間となります。猫

当日は、桜やブラックウォールナットなどの美しい銘木の

好きさんは是非覗きに来て下さいね。ねこ店長も待ってます。

重箱やカッティ

皿や、なぜか懐か

箸などのカトラ

しい現代の器、そ

リーを展示して、

んな愛すべき可愛

皆さまをお待ち

らしい小さな器を

しております

神楽坂界隈にはギャラリーも沢山あります。そこには

するのは、1 年のうちの数週間、ほんの一部でしかあり

ふくねこ堂
10/14（土）〜 23（月）

ませんが、これを機会に、さまざまなアートに触れてみ

12：30 〜 18：30

れぞれとっても個性的です。まち飛びフェスタでご紹介

てはいかがでしょう。

03-6319-6000

藤田 嗣治・シャガール版画展

平日 14：00 〜 18：00 ／土日祝 11：00 〜 18：00
但し、10/29 〜 11/3 は 15：00 まで
家具工房 アクロージュファニチャー

http://fukunyanko.exblog.jp/

おもしろカメラ展
「隠しカメラと超小型カメラ」
「隠しカメラ」には、楽
しいアイディアが満載！！
万年筆や缶ビールなどにカ

ギャラリー アート・ジャン・
バンドーム
10/14（土）〜 11/3（金・祝）

メラが隠されています。探
偵や警察が使ったものかも

心がよろこぶ、静かな灯りが点ります。

く丸くぷっくり、ぎゅっとくびれた不思
議なかたち。ひょうたんらんぷのやさし
い灯、寛ぎのひとときをご堪能ください。

gallery 坂

10/12（木）〜 17（火）

11：00 〜 19：00（最終日 17：00 まで）
半田 陽
03-3269-8330 mail：info@gallery-saka.com
http://www.gallery-saka.com

temame企画「わたくしも猫でございます展」
temameは、夏目漱石さんが通った和良店亭があった地蔵
坂にあります。きっとこの界隈で小道を歩く猫を見かけてい
た事でしょう。そんな歴史に思いを馳せつつ、temame なら
ではの様々なジャン
ルの手作り猫たちに

好きなもの、使い勝手の良いものに囲まれる暮らし、例え

シンプルなシルエットを

ば毎日の食卓を彩る器。抵抗なく手に馴染み、用の美を備え

コンセプトにカバンを

るものであったら。細やかだけど大切な希いを満たす品々で

作っている aof-kaban。今

す。器を中心に、絵になる花器、洒落たオブジェ等々きっと

回はテーマカラーである

ご満足いただけ

青色だけで仕上げたカバ

ることと…。

gallery craft KOWA
10/19（木）〜 22（日）

美容室 プリマヴェーラ神楽坂
10/14（土）〜 11/3（金・祝）

12：00 〜 18：00 ／最終日 17：00

11：00 〜 17：00

aof-kaban（アオフカバン）コムロ トモコ

美容室 プリマヴェーラ神楽坂
03-5225-1346

mail：yamashita@elegante-japan.com

ネコットカフェ☆ 2017
神楽坂を歩けば猫にあた

mail：info@aof-kaban.com
http://aof-kaban.com www.facebook.com/aof-kaban

伊藤仁美ガラス展
「吹・削・彫」
ガラス製造の歴史は古く紀元前4000年より遡るとか！宙吹

神楽坂 temame

10/14（土）〜 22（日）火定休

11：00 〜 18：00
神楽坂 temame
mail：temame@grazie.co.jp
http://grazie.co.jp/temame/

かぐらざか 五感肆パレアナ
10/20（金）〜 25（水）
11：00 〜 18：00（最終日は 17：00 まで）
かぐらざか 五感肆パレアナ
03-3235-6951

RIKA SAITO ビーズアクセサリー展 2017
シンプルだけどさりげなく個

る！？こちらココットカフェ

き技法にしても紀元前だそ

性的。程良く流行りを追ってる

も今だけ「ネコットカフェ」

うです。

けど飽きも来ない。そんなアク

と呼んでください。店内はイ

そんな太古から人間はガラ

セサリーを作り続けて今年は活

ラスト、雑貨、アクセサリー、

スに魅了され翻弄され続け

動 15周年になりました！ 1品お

お菓子にまで猫の気配が！生

ているのです。そもそも個

買い上げの方には記念品を差し

猫はおりませんが、神楽坂的

体なんだか液体なんだか…。

上げます。

猫アートをどうぞご堪能くだ

そんな不思議がいっぱいの

さいませ。

ガラス作品、今年もぜひご
高覧ください。

“招き猫ラベル ”の「神
うぞ。

「横溝多恵子の優しい陶」展

さい。

集まってもらいます。
楽坂ぼーろ」もぜひど

mail：tomomi.marugame@gmail.com

カメラ展」を是非ご覧くだ

栽培からこだわった瓢箪を、丁寧に丹念
に手彫りでランプに仕立てます。まぁる

03-6280-7940

覧下さい。

ちゃカメラなど「おもしろ

ひょうたんらんぷ 灯りつぶ展

シンプルなデザイン、

アンティークと器のお店 marugame

深青など様々な青色をご

も撮影可能。楽しいおも

03-3235-1547

「青いカバンの展覧会」

12：00 〜 17：00

藍色、ターコイズブルー、

はフィルムを入れると今で

ギャラリー アート・ジャン・バンドーム

mail：info@acroge-furniture.com
http://www.acroge-furniture.com/

アンティークと器のお店 marugame
10/19（木）〜 22（日）、26（木）〜 29（日）、11/3（金・祝）

ンを展示します。紺色、

知れません。超小型カメラ

10：30 〜 18：30

集めました。

家具工房アクロージュファニチャーショップにて
10/14（土）〜 11/3（金・祝）

ふくねこ堂

手のひらに乗る小さな和食器は日本人ならでは美意識にあ
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

ングボード、お

伝統を感じさせるものから、ポップな現代美術まで、そ

愛すべき小さな器たち、昔のもの、
新しいもの。

ココットカフェ
10/14（土）〜 11/3（金・祝）月・火定休
水・木・金 13：00 〜 19：00 ／土・日 13：00 〜 18：00
カフェでの展示のため 1ドリンクオーダーをお願いし
ております。
猫都組

14 ※料金の記載のない企画は無料です。 ※予約の記載のない企画は、予約不要です。

mail：jisyakuya@yahoo.co.jp

http://cocottecafe.net/

salon de thé Un Gâteau サロン・ド・テ アン・ガトー
10/24（火）〜 11/5（日）月定休

gallery坂
10/19（木）〜 24（火）

平日 11：30 〜 19：00 ／土・日・祝 12：00 〜 18：30
（最終日は 18：00 迄）

11：00 〜 19：00（最終日 17：00 まで）
伊藤仁美
03-3269-8330 mail：info@gallery-saka.com
http://www.gallery-saka.com
※料金の記載のない企画は無料です。

カフェ営業中につきワンドリンク以上のご注文をお願
い致します。
salon de thé Un Gâteau サロン・ド・テ アン・ガトー

※予約の記載のない企画は、予約不要です。

03-3260-6615 http://www.un-gateau.com/
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スタジオプリマヴェーラ神楽坂

志満金

16

17

小品盆栽と小さな表装の世界展

『織・色あそび』トートバッグ展 vol.4

小品盆栽とちいさなちい

上質な綿生地を手で裂き一段一段織り重ねることで生まれ

さな掛軸や屏風の不思議で

る新たな質感。差し色を一本加えるだけで変わる織面の表情

かわいい世界です。苔玉と

もまた、『織り』ならではの色あそびを感じます。

は違って本格的な焼き物に

開催の度に絶

植えられた盆栽を中心に、

賛御礼の、年

お盆サイズの中に四季折々

代・性別を選ば

の風景を作り出す楽しさが

ない丈夫で長く

あります。開場では立札の

愛されるバッグ

お茶でおもてなし致します。

たち、今年も登
場です。

金箔〜金は飾りではなく、機能する〜

催事
体験

化粧品や食品などに古くから使用されてきた金箔は、“美 ”
にもとても効果的。老舗金箔屋から生まれた「まかないこすめ」
では、そんな “金 ”の様々な効能を皆様にご紹介します。期間
内、金箔を使ったハンドマッサージや金箔入りドリンクなど
を予定しています。金箔の魅力を体験しませんか？

まかないこすめ神楽坂本店
10/14（土）〜 11/3（金・祝）
平・土 10：30 〜 20：00 ／日祝 11：00 〜 19：00
株式会社ディーフィット／まかないこすめ
03-3235-7661

Craft KOWA
10/25（水）〜 10/28（土）

gallery坂
10/26（木）〜 10/31（火）

11：00 〜 18：00（初日のみ 13：00 〜 18：00）

11：00 〜 19：00（初日は 13：00 〜、最終日 17：00 まで）

表装造形家・石曽根 和佳子 、盆栽 一木一草話
mail：hyoso-wakako@ezweb.ne.jp
http://craftkowa.jp/

temame公募「ワンポイント展 BO・TA・N」
毎年、まち飛びフェスタの期間中、作ることを楽しんで参
加できる公募展を開催しています。

やまだちかこ
03-3269-8330 mail：info@gallery-saka.com
http://www.gallery-saka.com

和洋折衷コート展

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、バリアフ
リーのまちあるきやスケッチ会。切り絵や絵本、楽器の
体験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。

神楽坂のお洒落さんに好評の和

抗がん剤や放射線治療中に起こる
外見的変化や脱毛に対し、対処する

れるコートです。コートの表地は

時期や方法をアドバイス。治療中、

をコンセプトに、手づくりの世界観がぎゅーっと詰まったボ

雨や雪に強いウール生地。コー

治療後のより良い生活をサポートし

タンやボタンをア

トの裏地は保温保湿してくれる着

ます。医療用ウイッグの世界を「見て、

レンジした作品が

物生地を使っています。オートク

触って、試着して」知っていただく

たくさん並びます。

チュールでお仕事をしていたデザ

企画です。相談日は、ご予約にてご

イナーさんの逸品です。

来店下さい。

テーマは「ボタン」。
「生活にちょっとしたワンポイントを！」

アドバイザー

JFW認定 ウイッグス

タイリスト

神楽坂 temame
10/25（水）〜 11/3（金・祝）火定休
11：00 〜 18：00
神楽坂 temame
mail：temame@grazie.co.jp
http://grazie.co.jp/temame/

あきの器展 vol.11「海への旅」

スタジオ プリマヴェーラ神楽坂
展示期間：10/14（土）〜11/3（金・祝）
相談日（要予約）
：10/21（土）、22（日）、28（土）、29（日）
ふくねこ堂
10/26（日）〜 11/3（金・祝）
12：30 〜 18：30
03-6319-6000

http://fukunyanko.exblog.jp/

神楽坂 震災復興支援サロン 2017

鹿児島に窯を構える陶芸

東日本大震災から6年半。昨年は熊本にも大きな地震があり

家・松岡明子の2年おきに神楽

ました。復興に携わっている神楽坂にゆかりある人たちが集

坂で開く東京展。「くらしを

います。被災地

あそぶ」をモットーに、花器

との交流、復興

の大作から小皿に至るまで多

情報の交換など

彩な作品を制作、今回は時々

により、地域文

刻々移り変わる海の風景から

化の理解や人々

イメージした作品群を展示、

のつながりを深

見て楽しい、手にとって楽し

めます。パネル

い陶芸展です。

展示もあるサロ
ンです。ぜひご
来場ください。

セッションハウス・ガーデン
10/26（木）〜 11/1（水）
12：00 〜 19：30
セッションハウス企画室
03-3266-0461 mail：takashi@session-house.net
http://www.session-house.net

高齢者福祉施設神楽坂1F 地域会議室
10/ 29（日）
パネル展示と交流サロン 13：00 〜 17：00
プレゼン＆トークセッション 14：00 〜 16：00
NPO 法人粋なまちづくり倶楽部

18 ※料金の記載のない企画は無料です。 ※予約の記載のない企画は、予約不要です。

mail：sshunji@yk9.so-net.ne.jp

「ハニーダーツ♥利きはちみつとダーツを楽しんでみませんか !」
ニュージーランド産生はちみつ専門店神楽坂ピービーズで
は、まち飛びフェスタ期間中利きはちみつにご参加いただき、
なっております。お子様連れのご参加大歓迎 !

神楽坂ピービーズ店舗内
10/14（土）〜 11/3（金・祝）
10：00 〜 18：00
参加費 100 円
神楽坂ピービーズ

12：00 〜 17：00（不定休）

03-3235-7858

スタジオ プリマヴェーラ神楽坂
03-5225-1346

mail：yamashita@elegante-japan.com

誰でも弾けるヘルマンハープ

ふくねこ堂

「利きはちみつとダーツを楽しんでみま
せんか !」

1問正解された方は磁石式ダーツに挑戦できるイベントをおこ

アピアランスサポート・医療用ウィッグの世界

服、洋服どちらでも素敵に羽織

http://makanaicosmetics.co.jp/

ヘルマンハープはドイツの農場主ヘルマン・フェー氏がダウ
ン症のある息子のために開発した弦楽器です。
ドレミファが読めなくても誰でも弾ける楽器でありながら、

http://pbees.jp/

「切り絵」体験教室
芸術の秋です。神楽坂を散策されたついでに、カッターナ
イフに寄る切り絵を青空のもと秋風漂う毘沙門天の境内で、
子供から大人の方まで自由に体験してみませんか。神楽坂で
の思い出の一つとして楽しみましょう。スタッフ一同イラス
ト（下絵）等、面白いものを準備してお待ちしております。

ゆったりとした美しい音色で音楽の奥深い表現にもチャレン
ジできるハープです。神楽坂店にてお試しください。
出演：梶原千沙都（日本ヘルマンハープ振興会会長）、 ヘルマ
ンハープ愛好家アンサンブルなど

ヘルマンハープ神楽坂店
開催日は下記をご参照ください。
①「ヘルマンハープいつでも体験コーナー」
13：00 〜 17：00（ただし、コンサート時間帯を除く。）
②「ヘルマンハープ・リラクシングコンサート」

毘沙門天善国寺 境内
10/21（土）
12：00 〜 16：00（雨天中止）
神楽坂「切り絵かっぱ会」
03-3267-9811

神楽坂まちなみスケッチ会
「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

② -A、
梶原千沙都〜演奏とヘルマンハープのおはなし 10/22（日）、10/28（土）

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

② -B、愛好家によるアンサンブル演奏

ましょう。前半にはまちあるきも実施。予約不要、スケッチ

10/14（土）

それぞれ、開催時間 14：00 〜 14：40【定員 20 名】
③「ベビー親子コンサート」10/26（木） 14：00 〜 14：30
２歳以下のお子様と保護者が対象。 【定員 6 組】

用具またはカメラ持参の上、どなたでも参加できます。

障がいのある奏者がヘルマンハープでアンサンブル演奏を

毘沙門天善国寺 境内集合
10/21（土）

披露します。
【定員 20 名】

10：00 〜 16：00

④「バリアフリーコンサート」11/3（祝・金）14：00 〜 14：40

株式会社日本ヘルマンハープ【神楽坂店】
03-6265-3547

NPO 法人 東京を描く市民の会

http://www.hermannharp.com/

※料金の記載のない企画は無料です。

※予約の記載のない企画は、予約不要です。

03-3982-6746

http://egakukai.web.fc2.com/
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和雑貨ショップ「和楽（わらく）」

坂カフェ＆まちあるき UDBB

レコード＆ CDコンサート

うれしい！楽しい！牛込ボランティア！

和テイストの手作り雑貨を沢山取り揃えています。和モダ

「坂はあっても心はフラット」誰もが分け隔てなく神楽坂

当店はキッシュとタルトの専門店ですが、お客様特に地元

牛込地域で活動しているボランティアグループです。寄附

ンな雰囲気の中で、インテリアグッズやアクセサリー、お洒

の商店街や文化を体験し楽しめるまち歩きを行います。車椅

のお客様とのコミュニケーションを大切に考えており、その

していただいた端切れを利用して小物や布ぞうり等の作品に

落な日用品など実用的なものが目白押しです。お子様にも楽

子でも可能なコースあります。毘沙門天境内特設カフェでは

一環として原則偶数月の最終金曜日にレコード、CDによるコ

し、販売して社会貢献しています。

しめるワークショップもあるのでぜひお越しください。

美味しいコーヒー

ンサートを開催しております。コンサート自体は無料で、毎

当日は、布ぞうりの実演を行い、ビーズ小物など作品の展

（100円）をご用意

回テーマを決めて開催しています。又当日はランチ、カフェ

示販売を行います。また、浴衣のご寄附もお待ちしています。

します。どなたでも

とは違ったメニューをご用意し、皆様のお出でをお待ちして

ご参加ください。少

おります。

毘沙門天善国寺 境内
10/22（日）

雨決行！

キッシュ＆タルト Seki

11：00 〜 17：00

19：30 頃〜 21：00 頃

学校法人桜丘学園 専門学校ファッションカレッジ桜丘

デザインから行える印刷会社として、地域や神楽坂に遊び
に来た人々に、その日の素敵な思い出を形あるものとしてお
持ち帰りいただくため、昨年に引き続き、『まちフォト♡ポス
トカード』を企画しました。

毘沙門天善国寺 境内
10/22（日）
10：00 〜 16：00
UDBB（代表 NPO 法人粋なまちづくり倶楽部）
mail：sshunji@yk9.so-net.ne.jp

神楽坂の街で撮った写真を、当社オリジナル台紙（まち飛び
フェスタや神楽坂のイラスト・文字を配したオリジナルポスト
カード）に写真をはめこみ、その場で無料でプレゼントします。
また、写真がない方にはその場で撮影するサービスもご用意。
ご家族・お友達・お一人様ももちろん、境内で撮影させていた
だきます。ポストカードの台紙は数種類ご用意し、お客様に

ボーイスカウト新宿第17団バザー

10/28（土）

10：00 〜 15：00
社会福祉法人

03-6280-7473 mail：qtseki514@ked.biglobe.ne.jp
http://www.qt-seki.com

03-3265-2821
（代表） http://www.f-sakura.ac.jp/

毘沙門天善国寺 境内

新宿区社会福祉協議会

牛込ボランティア・地域サポートコーナー

キッシュ＆タルト Seki

ファッションビジネス科２年

まちフォト♡ポストカード

10/27（金）

（雨天中止）

目白大学 出張！文化祭
目白大学の文化祭をミニチュアサイズで出張開催します。
神楽坂の皆さんとの交流の場として、学生による活動成果の
展示、発表やワークショップ、演奏やパフォーマンス、そし
て施設内カフェの営業など、多様なプログラムとメニューを
用意してお待ちしています。

03-3260-9001 mail：okumura.y@shinjuku-shakyo.jp
http://www.shinjuku-shakyo.jp

木暮実千代生誕百年記念
『朗読とトークの会』
ホ ン 書 き 旅 館『 和 可 菜 』 は 、
昭和の代表的な女優木暮実千代
が購入し、実妹が女将となり営
業したものだった。彼女は女優
業のかたわら福祉活動に尽力し

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

た。その一端を朗読やトークに

開催するバザーです。焼きそば等の食事やゲームを準備して

よって紹介するもの。多数ご参

お待ちしております。是非、お立ち寄り下さい！

加下さい。
出演：寺田 弘（つくば市）江原

お選びいただけます！！また、ワークショップも同時開催中。

千花（下関市）

世界で一つしかないオリジナルポストカードの作成ができま
す。是非、遊びに来て下さい。

高齢者福祉施設神楽坂1階 地域交流スペース
10/28（土）

毘沙門天善国寺 境内

10/21（土）

10：00 〜 16：00
東京平版株式会社
03-3260-1226 mail：m.tsukamoto@tokyoheihan.co.jp
http://tokyoheihan.co.jp/

10：00 〜 16：00

神楽坂６丁目
10/22（日）

寺田 弘・木暮実千代の会

mail：tobita@mejiro.ac.jp
http://www.mejiro.ac.jp/

ボーイスカウト新宿第 17 団
mail：contact@bs-shinjuku17.org
http://www.bs-shinjuku17.org/

眠っている本が学校に！

13：00 〜 14：30
1,000 円

目白大学・目白大学短期大学部

12：00 〜 16：00

日本出版クラブ会館 1F ローズルーム
10/28（土）

mail：terada@zam.att.ne.jp

東京和紙漉き体験

神楽坂きものフリマ 2017

葉書 2枚サイズの和紙を漉く体験で出展します。（東京産の原

着物が似合う街・神楽坂ならではの名物イベント。すぐに使

料で和紙を作ります）また、お好みで紅葉やイチョウ型の色和

えるアンティークやリサイクルの着物、帯、和装小物がリーズ

紙をアクセントとしていれて、より秋らしい和紙が作れますよ。 ナブルに手に入る絶好の機会です！
な小物も毎回大人気 !!

JENのブック・マジック！

手作り作家さんのポップ

神楽坂散策のついでにでも、是非お立

ち寄り下さいね♪

世界各地で紛争・自然災害等により厳しい状況にある人びと
を支援する国際協力団体JENの『ブック・マジック』は誰でも参
加できる国際協力。ご不要な本、CD、DVDをお譲りください。
1冊から受け付け
ます♪それらの
買い取り金額が
教育支援活動に
活かされます！

毘沙門天善国寺 門前
10/26（木）〜 10/28（土）
11：00 〜 16：00

20 ※料金の記載のない企画は無料です。 ※予約の記載のない企画は、予約不要です。

10：30 〜 16：30（16：00 最終受付）
2,000 円

http://www.jen-npo.org/

神楽坂きものフリマ 実行委員会

mail：tokyowashi23k26s5ma8m@gmail.com
http://www.thewashi.tokyo/
※料金の記載のない企画は無料です。

居酒屋“竹子”2階
10/29（日）
11：00 〜 16：00（最終入場 15：30）

一般社団法人 東京和紙

特定非営利活動法人 JEN（ジェン）
03-5225-9352

毘沙門天善国寺 境内
10/28（土）

mail：kagurazakakimonofm@yahoo.co.jp
http://www.park5.wakwak.com/ 〜 rakugo/kimonofrima/

※予約の記載のない企画は、予約不要です。
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神楽坂は何色？
一日だけの〜色・いろ・彩〜展
あなたの感じる神楽坂の色って何色？〜色・いろ・彩〜
今回のアトリエ la guruguruでは、昨年の五感に引き続き『色・
いろ・彩』と遊ぶ一日。無

マーブリングでオリジナル小物をつくろう
毎年恒例のマーブ
リング・デコを使っ
たオリジナル小物づ
くり。けん玉やヨー
ヨーを自分だけの模

料の体験コーナー／バー

様に着色します。

スデーカラーなどもあり
ますので、お気軽にのぞ
きにいらしてください。

小川猛志個展
la guruguru

10/29（日）

水を流し絵具を落とし込むと命ある形が生まれてくる

無料または 300 円
090-6193-9277
（菅井）
mail：gokanguruguru@gmail.com
http://www.ameblo.jp/gokan-guruguru

毘沙門天善国寺 境内

「水の中から」

11/3（金・祝）

携帯 ０９０－５５７０－５９５１

12：00 〜 16：30
500 〜 1,000 円

無垢のスピーカーで聴く、音楽の集い
（視聴会）
神楽坂で音楽専門誌 Stereoなどを出版する音楽之友社と無
垢家具を制作するアクロージュファニチャーがコラボ。音響
の専門集団と無垢の木を扱う職人達がそれぞれの英知を結集
した、無垢の

小腹と心を満たす書斎的食堂的珈琲店

03-5206-6657
箪笥町 25 野吾ビル 2F
１0/2(月)～11/1(水)
10:00～20:00 土曜定休

12：00 〜 18：00
神楽坂ギャラリー la・guruguru 〜五感ぐるぐる♪かきくけこ〜

あの人よりあったかいホットコーヒーあります

ニッカー絵具
03-3931-4211

http://www.nicker-enogu.com

神楽坂・絵本パークレットの会
子育て奮闘中のお母さんお父さんと子どもたちが、絵本を
通して遊び、学べる空間を街なかに創り出すイベントです。
パークレットとは、小さな公園やビル前の空間です。空間づ
くりに参加するのは、絵本出版社、絵本作家、絵本カフェなど。

様々な音響機器

神楽坂高齢者福祉施設の協力を得て、「坂にお絵描き」の日に

を準備してお待

子どもがワクワクする、想像力を刺激する空間をつくります。

ちしております。
最高のオーディ
オから流れる無
垢の音の調べを
楽しみませんか。

家具工房アクロージュファニチャー ショップ
10/29（日）〜 11/3（金・祝）
16：00 〜 19：00（入場は 18：30 まで）
家具工房 アクロージュファニチャー・音楽之友社
mail：info@acroge-furniture.com
http://www.acroge-furniture.com

神楽坂おかみさん会のお店
歴史ある町

文豪が好んで住んだ町

文化人が集う町

そんな神楽坂をより素敵な大人の町にと活動中の神楽坂おか
みさん会がオリジナルグッズを販売します。文芸マップ、エ
コバッグ、ボールペン、砥草の鉢植え等々。メンバーによる
漱石まち歩きも実施。詳細は 5ページを。

高齢者福祉施設 神楽坂

11/3（金・祝）

12：30 〜 17：30
絵本パークレットの会
03-5227-2772

mail：nagaoka@sazan-c.com

ボートに乗ろう 〜お濠をキレイに〜
文化の日に多くの方にボートを楽しんで頂くだけでなく、
地域の環境保護の一環として、お濠の浄化活動にも参加して
頂く企画です。30分間の利用が無料で、乗舟中に浄化作用の
ある EM団子をお濠に投入して頂きます。

毘沙門天善国寺 門前

10/29（日）

11：00 〜 17：00
神楽坂おかみさん会（神楽坂文化振興倶楽部）

CANAL CAFE 11/3（金・祝）
11：30 〜 16：00
CANAL CAFE

090-1037-2826（飯田公子）

22 ※料金の記載のない企画は無料です。 ※予約の記載のない企画は、予約不要です。

03-3260-8068

http://www.canalcafe.jp
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イベントカレンダー
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ギャラリーカレンダー
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【主催】
神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会
【後援】
新宿区
（一社）新宿観光振興協会
【協賛】
神楽坂通り商店会／神楽坂商店街振興組合
本多横丁商店会／神楽坂仲通り商店会
神楽坂４丁目町会／東京神楽坂組合
東京神楽坂ライオンズクラブ／東京商工会議所新宿支部
東京理科大学／法政大学
赤城神社／（株）熊谷組
あずさ監査法人／（株）LAU 公共施設研究所
東京平版（株）／遠州茶道宗家
（株）IT コミュニケーションズ
【表紙にお絵描き協賛】
アグネス ホテル アンド アパートメンツ 東京／香舗 椿屋
L'Alliance（ラリアンス）／鮎藤革包堂／神楽坂 五十鈴／紀の善
飯田橋ギンレイホール／神楽坂 助六／陶柿園／神楽坂 梅花亭
毘沙門せんべい 福屋／ Pbees（ピービーズ）／不二家神楽坂店
神楽坂まかないこすめ／丸岡陶苑／神楽坂銘茶 楽山

カラダ快適！こころも余裕。
新宿区神楽坂5-30-2イセヤビル4F 03-6457-5281
ご予約優先 土日祝日も営業（不定休あり） 平日昼間は託児可能
大川カイロプラクティックセンター

神楽坂通り整体院

riche（リッシュ）／サザンカンパニー／キイトス茶房 神楽坂
【協力】
U.G. サトー
毘沙門天善國寺
JR 飯田橋駅
アグネス ホテル アンド アパートメンツ東京
日本出版クラブ
高齢者福祉施設 神楽坂
スターバックス コーヒー 神楽坂下店
（株）講談社
東京メトロ飯田橋駅務管区
東京消防庁牛込消防署
ニッカー絵具株式会社
東京理科大学経営学部 大西研究室
表紙絵

※順不同

大久保俊宏

（2017 年表紙にお絵描き・デザインコンペ
神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会

グランプリ作品）

委員長 日置圭子

実行委員
赤木健太郎 , 犬塚裕雅 , 岩野望美 , 大木章子 , おかめ家ゆうこ ,
荻原由紀 , 小原州開 , 門田みどり , 金田 彰 , 木村恵理子 , 木村研一 ,
久保田章浩 , 古賀淳市 , 斎藤駿介 , 坂本健太郎 , 佐竹蓉子 , 佐藤絵理 ,
塩田行宏 , 信夫祐紀 , 島田啓示 , 島村益彬 , 杉田宗一郎 , 長井明日香 ,
羽田美穂 , 花屋真紗子 , 藤野順子 , 本田美樹 , 益田照夫 , 増田みず穂 ,
松田ひとみ , 松本 明 , 八重柏 善 , よしだみよこ , 米田剛文 , 山田恵理 ,
渡邉義孝 , 渡部晋也
神楽坂まち飛びフェスタ 2017
発行日

平成 29 年 9 月

パンフレット

発行人

日置圭子

印刷 （株）東京平版
デザイン

赤木健太郎 , 荻原由紀

＊無断転載を禁ず
お問合せ

info@machitobi.net（実行委員会）

＊参加企画に関するお問合せは、各企画の連絡先にお願いします。
http://machitobi.net
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『神楽坂まち飛びフェスタ』とは
紅葉や漱石が逍遥し、抱月と須磨が新風を巻き起こす
寅毘沙の夜店の賑わいに晋平のメロディが紛れ込めば
八十はまちをうたへと書き写す…
「伝統」と「モダン」が交わる神楽坂。このまちは昔からこんな風に文化を発信してきました。その
姿は決して過去のものではなく、現在でも人々を惹きつける魅力になっています。「神楽坂まち飛びフェ
スタ」はそんな神楽坂らしさを、秋の数週間に凝縮した、手作りの “ まちの文化祭 ” です。
1999年に「まちに飛びだした美術館」としてスタートしたこのお祭りですが、19 回目を迎える間に
アート・エキシビションだけでなく伝統芸能、落語会、コンサート、体験講座など多彩な企画が催され
る大イベントに成長しました。内容も伝統を感じさせるものから最先端まで、バラエティに富んでいま
す。
今年も70 近い多彩な企画が集まりました。最後を飾るのは、700メートルある神楽坂通りに紙を敷
いて作った、一日限りのロング・キャンバスに自由に絵を描いていく「坂にお絵描き」
。子供も大人も、
おじいちゃんもおばあちゃんも、誰もが自由に絵筆を握り、思いっきり描いていきます。
天高く爽やかな秋の2 週間を、ぜひ神楽坂でお楽しみ下さい。

▲写真はこれまでの参加企画の一部です。

