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700m の坂道がキャンバスに！

神楽坂といえば、
粋で艶やかな芸者衆。今年も芸者衆のお稽古場「見番」を特別に開放して、
華やかな踊りをご覧いただきます。芸者衆と一緒に遊ぶ “お座敷ゲーム” に、一問一答コーナー
も。憧れるけどなかなか体験できないお座敷遊びを楽しんでみませんか。

坂にお絵描き

10月26日（土）

11 月 3 日（日・祝）

会場 ：東京神楽坂組合・見番
第 1 部：13：00〜14：00
第 2 部：14：30〜15：30
（各部同じ内容です）
料金 ：2,500 円
（要予約／定員各部 40 名）
出演：神楽坂芸者衆
立方 ：㐂よ乃、さゆり、いち菜
唄
：眞由美
三味線：夏栄、櫻子
鳴物 ：由みゑ

神楽坂通り一帯／ 12：00〜15：30 ／参加費不要・雨天中止
神楽坂の坂下から坂上まで 700m にわたって敷かれた、1 本の流れる川のような純白のロール紙。そう、それ

は長いなが〜いみんなのキャンバス。子供から大人まで誰もが自由にお絵描きできる空間。絵の具や絵筆等も

【チケット

9月20日（金）販売開始】

この催しは当日券の販売を予定しておりません。事前にチケットを予約、または購入してください。
●店舗販売：毘沙門天向かいの「毘沙門せんべい 福屋」（日・祝休み）にて
●電話予約：カンフェティチケットセンター

0120-240-540（平日 10：00〜18：00）

●WEB 予約：http://machitobi.org/oza/ 「神楽坂まち飛びフェスタ」で検索

主催：神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会
協力：東京神楽坂組合

十分に用意しています。どんどん描いて 700mを埋めちゃいましょう。日本全国見渡しても、神楽坂だけ！の大
イベント。さぁ飛び込みましょう。

主催：神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会

当日は、各種イベントも盛りだくさん！
【東京メトロ】

「坂にお絵描き」でメトロブース開設！
ミニゲームなど、お楽しみ企画をご用意しています！

紙を敷く先頭で演奏します！

ティストが作品を披露します。ご来場の皆様には、その中で

30 分で絵がうまくなる！
人気えほん作家によるお絵かき教室

一番気に入ったアーティストに投票して頂きます。そして最

“１日10 分でえがじょうずにかけるえほん” のあきやま先生によるお絵かき教
室を開催します。動物や乗り物のえを簡単な図形だけでかけるようになりま
す。開催時間と場所：第 1 回 13：00 〜、第 2 回 13：45 〜、第 3 回 14：30 〜
毘沙門天境内にて。

アーティスト達の作品を皆様の感性で応援しませんか。

大得票を得たアーティストには、商品券を差し上げています。

10月27日（日）
会場：毘沙門天 境内
10：00〜16：00
雨天・強風時中止

【東京消防庁】
坂にお絵描きのスタートとともに、

境内に、絵画、イラスト、写真、工芸など色々なジャンルのアー

【講談社】

場所：神楽坂駅神楽坂口出て左。150m 先右側

東京消防庁音楽隊がやってくる！
（予定）

まちのランドマークとして誰もが知っている、毘沙門天の

主催：神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会

あきやまかぜさぶろう／日本美術家連盟会員。『１日10 分でえがじょうずにか
けるほん』
（講談社）
はシリーズ 100 万部を突破。画家活動をしながら保育園児・
幼稚園児、小学生に絵画指導を続けている。教えた子どもたちが、絵画コンクー
ルに続々入選するなど高い実績をもつ。有名進学塾における受験指導も行う。

●●● ボランティアスタッフ募集！ ●●●

「坂にお絵描き」イベント運営に関する準備、当日の進行（会場ア

ナウンス、交通整理）
、企画のお手伝い、その他いろいろ、盛り上
げ担当も大歓迎です。詳しくは11 ページをご覧ください。
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全て 2018 年開催時の様子

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

10 月 20 日（日）
15：00 〜 16：30

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・

会場：神楽坂通り 毘沙門天前

主催：神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会
協力： 神楽坂通り商店会、

神楽坂のまちがパリになる !!

一般社団法人新宿観光振興協会、

ボンジュールフランス※1、ジャンラン※2

フランスで 100 年近くの伝統を持つ『ギャルソン

レース』を知っていますか？

なさまにご紹介するため、在日フランス商工会議所が 2015 年から主催
しているイベント。

『ギャルソン』とは、飲食店のウェイターやウェイト
レスの人のこと。そのギャルソンがグラスを片手に競
走するのが『ギャルソンレース』です。

https://bonjourfranceccifj.com/ja/

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。

1 神楽坂で投扇興を楽しもう！

出場者募集

江戸時代に始まったお座敷遊びを、神楽坂の50畳の大広間

でゆっくりと半日楽しみませんか。初心者でもゼロからお教え

開場 10：00 開演 10：30

いたしますので、心配無用。着物でのご参加、大歓迎。高得点

終演 15：30（昼食 12：30 ～ 13：30）

問い合わせ先：race@machitobi.org

の方には、ささやかですが神楽坂オリジナル土産をご用意。初

（ギャルソンレース担当実行委員）

出場申し込みは
こちらから！

心者からベテラン、老若男女誰もが楽しめる会です。午後 3 時

では、本場さながらの
白熱のレースが繰り広
の『ギャルソンレース』

半には終了しますので、神楽坂の「まち飛びフェスタ」を着物姿

指導：神楽坂投扇興の会
03-5227-2772（サザンカンパニー・長岡）
nagaoka@sazan-c.com

道明組紐神楽坂教室
10/20（日）

きものが似合う町、神楽坂にふさ

をお楽しみください！

全て 2018 年開催時の様子

わしい和の伝統工芸、組紐のたの

① 10：30 ～ 12：30 ② 13：30 ～ 15：30

しさを多面的にご堪能いただける

2,500 円／定員 10 名／要予約

企 画 で す。組 紐 の ストラップ を

有職組紐 道明

20cm ほど組み、着物の美の要で
至 飯田橋駅

大江戸線
牛込神楽坂駅

●ドラッグストア
ココカラファイン

● 葉月さん

早稲田
通り

大久保通り

★

●りそな銀行

円ショップ● ●コボちゃん像

東西線
神楽坂駅 1 番出口
ここから徒歩 5 分

大野屋
牛肉店さん●

100

03-3837-1499
school@kdomyo.com
http://kdomyo.com

ある帯締めに欠かせない組紐技術
の一端を体験します。作品鑑賞、組
紐の歴史のお話もあります。

3 《春の海》の作曲者、宮城道雄の記念館で楽しむー
「ピアノデュオ＆箏のしらべ」

優勝店舗さまは副賞と
して、無料広告を進呈
しております。

箏曲の演奏に加えて、２人の若手ピアニストによる息の合っ
た連弾ナンバーとソロ演奏をお楽しみ下さい。また、宮城道

！
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。今回は59点の応募がありました。小さなお

3,800 円／定員 40 名／要予約
神楽坂まちづくりの会

で散策できます。

2 はじめての組紐

げられます。神楽坂で

2018年 優勝店

伝統

に携わる人がたくさん暮らしています。

志満金 三階の大広間
10/12（土）

※2F.B.JAPON が輸入する北フランス産クラフトビール。

参加費：無料（要事前申込み）

フランス人も多く暮らす『東京のプチ・パリ 神楽坂
の ギ ャ ル ソ ン レ ー ス』

※1 フランス流の暮らしの美学 “アール・ド・ヴィーヴル” を日本のみ

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

雄遺品の貴重なピアノもご覧いただきます。（※当日はアップラ
イトピアノでの演奏です）
出演：（ピアノ）實川風

髙橋ドレミ

（箏）小畔香子、阪元沙有理、大嶋礼子
（尺八）安島瑶山

宮城道雄記念館
10/24（木）
18：30（18：00 開場）
2,500 円（当日 3,000 円）
定員 80 名／要予約
一般財団法人 宮城道雄記念館
03-3269-0208
kinenkan-info@miyagikai.gr.jp
https://www.miyagikai.gr.jp

子様からご年配の方まで幅広い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い作
品が揃いました。

そして大賞グランプリに東京都の磯田楓さんの作品が選ばれました。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 ※有効期限あり。各賞として18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？ご応募お待ちしております。
問い合わせ先：hyoshi@machitobi.org

▲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長・日置圭子の
面々で行いました。

4

▲59点にのぼる作品。応募作品も年々レベルアップしています。それぞれが ▲2019 年グランプリ作品
思う「私の好きな神楽坂」が個性的で面白く審査も白熱しました。

※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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4 遠州流茶道 立礼茶席 — 武家茶道 綺麗さびの世界
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。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

毘沙門天境内
（雨天の場合は書院）
10/26（土）
12：00 〜 17：00

の深かった小堀遠州公を流祖とする遠州茶道宗家が

500 円

ございます。皆様に日本文化の粋とも云えるお茶を

8 矢来能楽堂公開見学会
国の登録有形文化財である矢来能楽
堂の無料見学会です。当日は能楽堂につ
いての説明、および能装束や能面のミニ
展示もご覧いただけます。

11：00 〜 17：00
公益社団法人観世九皐会
03-3268-7311
yarai@eos.ocn.ne.jp

遠州流茶道東京支部

差しあげたく存じます。

矢来能楽堂
11/1（金）

http://yarai-nohgakudo.com/

049-223-2968
sou-kamakura@jcom.zaq.
ne.jp

5 第 29回小天狗よったり会

毘沙門天書院
10/27（日）

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

開演 14：00 終演 16：30

9 はじめての矢来能楽堂

11 月 1 日は「 古 典 の日 」 で す。 国

の登 録 有 形 文 化 財の能 舞 台に上が

19：00 〜 20：30 頃
500 円
定員 100 名／要予約

健康のバロメーター！健康診断のつもりでご

500 円

り、 蜘 蛛 の 糸 を 投 げ る 体 験 をして み

来場下さい。

小天狗よったり会

ま せ ん か。 当 日 は 能 装 束 や 能 面 のミ

出演：橘ノ百圓、めずらしや芝楽、柳花樓扇

03-3451-3717

生、福岡民江

ニ 展 示 も。（ 能 の 上 演 は ありま せ ん ）
※白足袋が必要です。お持ちでない場合
は、実費 600 円でご用意いたします。
観世流シテ方能楽師

6 小唄 in 神楽坂 2019 〜小唄の楽しさがわかる恒例ライブ〜
小粋な江戸の音曲「小唄」を、トークを交え楽
しくお届けする演奏会。神楽坂の小唄師範・宮澤

毘沙門天書院
11/2（土）
開 場 14：30 開 演 15：00
（終演 16：30）

やすみ一門が総出演で今年もにぎやかにお届けし
ます。舞踊ゲストも華を添え、毎年好評で 16 年

10 山庵 施茶釜
茶室 山庵では毎月 第一土曜日にどなた様でも予約なしにお入りいた

だける月釜をいたしております。特に炉開きの 11 月は茶の湯の世界の
正月。どんな趣向になるか、楽しみにお出かけください。

前売 2,000 円
当日 2,500 円

を数える和のくつろぎライブです。前売券は神楽
坂コパンさんへ。出演：宮澤やすみ社中（唄、三

矢来能楽堂
11/1（金）

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

志満金 茶室 山庵
11/2（土）
10：00 〜 14：00
裏千家 風野社中
03-3269-3151
09034995570@docomo.ne.jp

宮澤やすみ事務所

味線）、吾妻春瑞（舞踊）

yasumikouta@
yahoo.co.jp

7 第３回いきな寄席 〜粋な落語と活きな鮨〜
秋のひととき落語を楽しんでみませんか？
台所おさんは柳家花緑の一番弟子です。高座名は五代目柳家小さんが
付けたものです。
お噺の後は鮨弁当とお酒が付きます。お席をご予約頂ければ、おさん
師匠と歓談を楽しめます。

八千代鮨
11/2（土）
開場 16：00 開演 16：30
終了 18：00
5,000 円
定員 27 名／要予約

皆様のお越しをお待ちしております。

八千代鮨

出演：台所おさん

03-3260-6389
info@yachiyo-sushi.com
http://yachiyo-sushi.com

11 第 14回 古典をことばで旅する「ことのはかぜ」
復曲能「鈴木三郎重家」編
観世流能楽師・鈴木啓吾による曲の解説と謡曲本文の朗読、節の
ついた「謡」を通し、さらに、講談師・神田織音先生による新作講
談も併せ、古典の世界・言葉の響きをお楽しみいただきます。源義経
家臣を主人公にした復曲能『鈴木三郎重家』を取り上げます。

※ 11 月 24 日（日）午後３時開演、矢来能楽堂での第 21 回一乃会
（鈴木啓吾主宰の能公演）「鈴木三郎重家」の事前講座にもなります。
出演：鈴木啓吾（観世流能楽師）・神田織音（講談師）

一乃会 神楽坂
遊楽スタジオ内
11/3（日）
14：00 ～ 17：00（開場 13：15）
2,000 円
定員 40 名／要予約
一般社団法人一乃会
（観世流能楽師・鈴木啓吾）
03-3269-7018
yugaku_studio@yahoo.co.jp
http://ichi-no-kai.jp

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
遠州茶道宗家十三世家元 不傳庵 小堀 宗実
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※料金の記載のない企画は無料です。

〒162-0827 東京都新宿区若宮町26
電話番号 03-3260-3551

※予約の記載のない企画は、予約不要です。

遠州流茶道
※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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エンタメ＆ストリート
「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
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
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

15 神楽坂ライオンズクラブ 50周年記念ライブ ～理央＆魂セッション～
本公演はボーカリスト理央を中心に和楽器＆剣詩舞で演歌 · 昭和歌謡
· ポップス等を粋でスタイリッシュな伝統芸能としてお届けします。毘沙門
天境内をバックに今宵は若手の人気和楽器演奏者達が奏でる音色と歌、
舞のコラボレーションをお楽しみ下さい。
出演：理央（ボーカル）/ 箏（箏）/ 平野透山（尺八）/ 峰岸哲（和太
鼓）/ 葉月（キーボード）/ 藤尾志寿輝（剣詩舞）

猫をテーマに仮装していれば誰でも参加できる猫版ハロウィン祭り。名物「化け猫

高齢者福祉施設神楽坂
および神楽坂大通り
10/13
（日）
10：00 〜 17：00 （12：30 ささにゃ踊り
14：00 化け猫パレード 15：00 あにゃ踊り）

踊り」に加え、今年は富山県南砺
市の伝 承ささら踊りの猫 版「ささ

パレード参加：大人 500 円／
小学生以下無料 その他のイベントは無料
（メイク体験は有料）

にゃ踊り」も登場！他にも猫イベン
ト盛りだくさん。１日猫になりきって
遊ぼう！

化け猫フェスティバル事務局
090-8170-8152
contact@bakeneko.oops.jp
http://bakeneko.oops.jp/

13 ランチタイムコンサート第 175回
『若き新鋭たちの共演！』

2005 年 3 月より毎月開催しているアグネスホテル東京の
ランチタイムコンサートは今年で 15 年目、10 月で第 175 回
を迎えます。まち飛びフェスタ参加の今回出演者は昨年の国
際オーボエコンクール東京で最高位を獲得した注目の新鋭で
す。

第 2 ステージ 20：00
1,000 円
定員 100 名／要予約
090-2302-9360

観て、聴いて、参加して…神楽坂で秋の日をお楽しみ下さい。

パレード」と猫版あわ踊り「あにゃ

第 1 ステージ 19：00

東京神楽坂ライオンズクラブ

波踊りや楽しい化け猫たちの集会が登場します。

12 化け猫フェスティバル 2019

毘沙門天境内
（雨天の場合は書院内）
10/26（土）

アグネスホテル東京
B1F アグネスホール
10/16（水）
開場 12：00 開演 12：30
アグネスホテル東京
03-3267-5548
pr@agneshotel.com
https://www.agneshotel.com/

16 ダンスブリッジ・プロジェクト 2019
文化の伝統が根強くある神楽坂地域の方々に、デジタル化が進む現在、カラダをコミュニケ―
ション・ツールとしたコンテンポラリーダンスの面白さと楽しさを伝えることを目指してお送りする
プログラムで、国内外で活躍する今旬のダンサーたちが大勢登場します。
①近藤良平「対話型・KONDO 劇場」参加作品振付・出演：近藤良平、笠井瑞丈・上村なお
か、酒井亜矢、岡本優、柿崎麻莉子ほか
②セッションハウス
「 インター ナショナ
ル劇場」参加作品
振 付・ 出 演： 中 村
蓉、黒須育海、Lee

セッションハウス
① 10/26（土）19：00
10/27（日）14：00/18：00
② 11/2（土）19：00
11/3（日）14：00/18：00
前売一般 3,000 円
前売学生 2,500 円
前売子供 1,500 円
当日：前売＋ 500 円
定員 100 名
セッションハウス企画室

Dang Ha（ 韓 国 ）、

03-3266-0461
takashi@session-house.net
http://www.session-house.net

皆藤千香子ほか

17 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サックス奏者小串俊寿の指揮で、東京音楽大学、昭和音楽大学

などの小串門下でサックスを学んだ奏者 10 名程度（プロとして活動している人も含む）が、音楽

音楽之友社別館前テラス
11/3（日）
13：00、14：30 開演
株式会社音楽之友社

之友社別館前テラスにて屋外演奏を行います。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、クラシックからポピュラー、ジャズまで、おなじみ

14 秋の阿波踊り
夏のお祭りを経てパワーアップした踊りを披露します。ぜひ秋の阿波踊りをお楽し

みください。今年は地元の 5 連で力いっぱい神楽坂を盛り上げます！ ■神楽坂下
交差点〜神楽坂上交差点流し踊り 12 時スタート〜

リーマート神楽坂上店流し踊り 14 時スタート〜

■神楽坂上交差点〜ファミ

※各連による輪踊り、５連による総踊りあり
※時間は変更になる場合があります。詳しくは神楽
坂かぐら連のホームページをご確認ください。参加

神楽坂下交差点〜ファミリーマート
神楽坂上店
10/20（日）
12：00 〜 16：00
神楽坂かぐら連
info@kaguraren.tokyo
https://kaguraren.tokyo

のものばかり。例年通り快晴の秋の空の下、心地よい音楽をお
楽しみください（雨天の際は中止とさせていただきます）。演奏
開始は13 時と14 時 30 分の 2 ステージ各 40 分程度。

18 神楽坂映画祭 2019

飯田橋ギンレイホール

上映作品・鋭意選定中。ギンレ
イホールまでお問合せください。

連 : 神楽坂かぐら連、なにがし連、東京神楽坂連、

飯田橋ギンレイホール
03-3269-3852
okoe@ginreihall.com

神楽坂みずき連、天恵連

8

※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。

9

展示

21 ネコットカフェ☆ 2019

24 イスラエルパビリオン from

神 楽 坂の地ゆかりの夏目

エルサレム・デザイン・ウィーク

漱 石、その弟 子たちが 集ま

AYUMIGALLERY 前庭にイスラエルの「エルサレム・デザイ

り議論に花を咲かせたという

ン・ウィーク」より、イスラエルデザイナーによる野外インスタ

「 木 曜 会 」の 様 子を猫 に置

レーションを発表。最先端のデザインを歴史とモダンが交差する

き換えたイラスト展です。そ

27 着物リフォーム展示会

50 代からの女性のための雑誌「ハルメク」の人気連載コー

ナー「着物リフォーム」。誌面で実際に作成された作品を展示い
たします。今回は秋冬ものを展示いたします！

※作品は 1 点もののため、試着や販売はおこなっておりません。

街、神楽坂で発表します。関連イベントも開催予定。

の他江戸・明治を中心とした

共催：エルサレム・

風俗画も猫で表現！珈琲の香

デ ザイン・ウィー

りとともにどうぞお愉しみくだ

ク、 イスラエ ル 大

さい。

使館

神楽坂界隈にはギャラリーも沢山あります。そこには
伝統を感じさせるものから、ポップな現代美術まで、そ
れぞれとっても個性的です。まち飛びフェスタでご紹介す
るのは、1 年のうちの数週間、ほんの一部でしかありま
せんが、これを機会に、さまざまなアートに触れてみて
はいかがでしょう。

ココットカフェ

10/13（日）〜 31（木）

13：00 〜 18：00 月・火曜定休 10/20 は臨時休業
カフェでの展示につき、1ドリンクオーダーをお願いします。
ねこっとズ

10/12（土）〜 11/3（日）
（予定）

常設展示

22 オープンアトリエ

03-3269-1202
ayumi@nest-a.tokyo https://www.ayumi-g.com/

25 レオナール・フジタと

和服でも洋服でも綺麗なシルエット。手作りの和洋折衷のコー

神楽坂エリアを含む建築模型や図面などの展示を自由にご覧

トです。全て作家さんが工夫を凝らした逸品です。男女兼用の斬

いただけます。色々なジャンルのアーティストとコラボレーション

新なトンビ型もあります。表地は雨や雪でも大丈夫なウール生地。

した特別企画も開催します。普段は気軽に立ち寄りづらいかと思

裏地は贅沢なシルクの着物生地。柄を生かして作られています。

いますが、この機に建築やデザインに親しみを感じていただきた
いです。

ハルメクおみせ神楽坂本店

４F イベントスペース

10/20（日）〜 26（土）
10：30 〜 18：00（営業時間内）

AYUMIGALLERY

03-3269-2609
jisyakuya@yahoo.co.jp https://cocottecafe.net/

19 和洋折衷コート展 2019

AYUMIGALLERY GARDEN

ハルメクおみせ

神楽坂本店

03-5225-2838

https://halmek.co.jp/corp/shop

28 小さな宇宙展

エコール・ド・パリ版画展

「小品盆栽と鉢・小さな和紙と表装の世界」

20 世紀のヨーロッパでは都市や文化の発展とともに版画の

盆栽は日本文化のひとつとして発展してきました。手のひらに

世界が飛躍的に広がりました。今回はフジタをはじめエコール・

すっぽり入ってしまう小品盆栽、鉢、小掛軸。それに合わせた

ド・パリの時代に活躍した

小さな和紙の世界が創り出す小宇宙を体感してもらう展示です。

20 世紀を代表する作家の

文化振興に力を
入れている神楽

版 画 作 品をご紹 介します。
作家自身によるオリジナル

坂で是非見て頂

版画をご覧下さい。

きたいです。

写真：レオナール・フジタ
《 四 十 雀 》「 美 食 家 」

1963 年 リトグラフ

アイダアトリエ
ふくねこ堂

10/12（土）〜 24（木）

12：30 〜 18：30

12：00 〜 17：00

ふくねこ堂
03-6319-6000

10/12（土）、19（土）、26（土）、11/2（土）
アイダアトリエ
03-6265-9905

http://fukunyanko.exblog.jp/

20 「Initial Type ＋ Hot Stamp
Exhibition」at Ken’S GALLERY
全国で活躍するタイポグラフィーを得意とするデザイナーや

アーティスト 48 名が、各々のイニシャル１文字のデザインにトラ
イ。それを特色一色とホットスタンプ（箔押し）で印刷し展示し

erika@aidaa.jp

http://aidaa.jp

23 数学を五感で体験しよう
歴史ある神楽坂の地に数学の理論を実体験できる施設がある
のをご存じですか。生活の中に数学がみちあふれていることに気
づくことができます。 算数や数学のふしぎとおもしろさを体験し
にぜひ来てください。

ギャラリー

アート・ジャン・バンドーム

10/16（水）〜 11/1（金）

10/24（木）〜 27（日）

10：30 〜 18：00

11：00 〜 17：00（初日 13：00 open 最終日 16：00 close）

アート・ジャン・バンドーム株式会社

大島繭

03-3235-1547 vendome@fides.dti.ne.jp

26 鮮やかな屏風
「鮮やかな屏風」それは自身が主役に相応しい色鮮やかさを
持った屏風と、他の鮮やかさを引き立てる事のできる屏風の２つ
を指しています。棚の上に飾れる小さなサイズですが、伝統的な
技法で時間をかけて作り上げた屏風はそれだけで大きな存在感
があります。

ます。多様なタイポグラフィーと印刷の表現を同時にお楽しみく

Craft KOWA（ 新 宿 区 新 小 川 町 5-9 クラフト孝 和 1F）

mayu_bachi@yahoo.co.jp

「坂にお絵描き」
ボランティアスタッフ、
実行委員募集中！
●「坂にお絵描き」イベント運営に関する準備、当日の進行

（会場アナウンス、交通整理）、企画のお手伝い、その他いろ

いろ、盛り上げ担当も大歓迎です。ボランティアをすること
によって、
日常の生活では得られない感動があります。

ださい。

●神楽坂まち飛びフェスタ実行委員も募集しています。1年を

通じて「神楽坂まち飛びフェスタ」の企画・運営に参加して、
一緒に神楽坂を盛り上げませんか。参加お待ちしています。
詳細情報：http://machitobi.org/
お問合せ：saka@machitobi.org

Ken’S GALLERY

10/12（土）、13（日）、

14（月・祝）
、19（土）
、20（日）、26（土）、27（日）
10：00 〜 18：00
株式会社ケンズ
03-6679-6250
info_contact@ken-s.co.jp

近代科学資料館地下 1 階

10/12
（土）〜 11/3
（日）

12：00 〜 16：00（土・日 10：00 〜 16：00）
定休日：月・火・祝日
東京理科大学近代科学資料館・数学体験館

https://gallery.ken-s.co.jp/

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。

03-5228-7411

https://oae.tus.ac.jp/mse/taikenkan/

Craft KOWA（ 新 宿 区 新 小 川 町 5-9 クラフト孝 和 1F）
10/17（木）〜 19（土）
11：00 〜 18：00
石曽根 和佳子
050-3632-2717
hyoso-wakako@ezweb.ne.jp

http://craftkowa.jp/

※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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29 ひょうたんらんぷ 灯りつぶ展 2019
心が潤いますように、淡い灯りをお届けします。

32 ラメ彩画「two in one」
独自技法ラメ彩画の個展・販売を開催いたします。人の心に

栽培からこだわった瓢箪をひとつひとつ丁寧に、手彫りでランプ

寄り添う「ホスピタルアート」を目的とした彩り鮮やかな絵画展

に仕立てています。

です。絵画を通じて、老若男女問わず、沢山の方と地域交流す

ぷっくりと柔らかく灯る

るきっかけの場になればと思います。お気軽にご来場ください。

「ひょうたんらんぷ」。 植
物がもたらす癒しのひとと
きをご堪能ください。

gallery 坂

10/24（木）〜 29（火）

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

30 路地裏の小さな世界 6
神楽坂と言えば和。今回の個展

「私の小さな世界 6」ではテーマ

催事
体験

きれいな手肌の作り方。
金 沢の金 箔 屋のまかない
（作業場）で育まれた、きれ
いな手肌づくりの秘密や効果
的なハンドケアを楽しく学び
ませんか？

この期間中は楽しい催事も盛りだくさんです。きものが

UNPLAN Kagurazaka（Gather by UNPLAN）

似合うまちにふさわしい和小物の紹介や、バリアフリー

11/1（金）、2（土）

のまちあるきやスケッチ会。切り絵や楽器の体験などに

16：00 〜 22：00

参加するのもいいでしょう。新たな好奇心が、そこから生

有限会社 O・D・O 滝沢春奈

090-7663-5422

haru12.2765@gmail.com https://macaro-ni.wixsite.com/saiki

33 神楽坂木工教室 生徒作品展
神楽坂木工教室がスタートし

て 3 年。初の生徒作品展を開催

を「和にまつわるもの」ということ

します。 初 心 者から 10 年 選 手

で日本の和の文化を創作粘土で表

まで、老若男女が日々木工を楽

現してまいります。ほっこりと可愛

しんでいます。プロ顔負けの高い

い tsukasun の世界を感じて下さ

木工技術で作り上げた家具や木
製品が並びます。ぜひご覧くださ

い。

37 金箔屋の歴史から生まれた、

い。

まれるかもしれません。

まかないこすめ神楽坂本店 10/12（土）〜 11/3（日）
月〜土 10：30 〜 20：00 日・祝日 11：00 〜 19：00 不定休
株式会社ディーフィット
03-3235-7661
press@kinpakuya.com http://makanaicosmetics.co.jp/

35 美容室の医療サポートとは？
医療用ウイッグのお手入れ
抗がん剤や放射線治療中に起こ
る外見の変化は、当事者の心に大

38 ダーツでハチミツ Q＆A
お子様も楽しめる磁石式ダーツであたった先のハチミツ（ミツ
バチ）質問に挑戦！
楽しみながらハチミツ（ミツバチ）の世界に触れてみませんか。

きな影響を与えます。 専門的な知
識と技術で支えるのが「アピアラン
スサポート」です。ウイッグの特殊
な取り扱い技術を持つ技術者が実
際にお使いの医療用ウイッグのカッ
トを無料で行ないます。（お一人様

1 つまで無料）アドバイザー JFW
認定 ウイッグスタイリスト

ふくねこ堂

10/26（土）〜 28（月）

12：30 〜 18：30
創作粘土作家 tsukasun（つかさん）
090-6957-1615
tsukasun1229@gmail.com

http://tsukasun.jugem.jp/

31 北形槙子 ガラス展「カラフル☆ポップ」

神楽坂木工教室 アクロージュファニチャー

スタジオ プリマヴェーラ神楽坂

11/1（金）〜 3（日）

10/12（土）、20（日）、31（木）、11/2（土）

11：00 〜 18：00

12：00 ～ 17：00

神楽坂木工教室 アクロージュファニチャー
03-6265-0241 info@acroge-furniture.com
http://www.acroge-furniture.com

34 震災復興支援サロン 2019

色とりどりのガラスの手仕事。食卓に彩りを添える器や、ワン

東日本大震災から 8 年半。神楽坂にいながらも被災地を忘れ

ポイントのお洒落が愉しいアクセサリー、お部屋のアクセントに

ず、復興の現状や課題、展望についての報告や意見交換を行い

ピッタリな、バッグ型やガマグチ型の花器など、北形槙子の吹き

ます。パネル展示も行います（当日以降、数日間予定）。

ガラスの世界を、ぜひご高覧ください。

定休日：火／要予約

スタジオ プリマヴェーラ神楽坂
03-5225-1346 elegante@primavera-kagurazaka.jp
http://primavera-kagurazaka.jp

36 ヘアドネーションをご存じですか？
「ヘアドネーション」とは、病気などで髪を失った子供達へ医
療用ウイッグ（かつら）を無料で提供する活動です。伸ばした髪

神楽坂ピービーズ

10/12（土）〜 11/3（日）

10：00 〜 18：00
神楽坂ピービーズ
03-3235-7858

kagurazaka@pbees.jp

https://pbees.jp/

39 ようこそ！ 中町図書館へ

①オリジナルしおりプレゼント（先着 400 名）

②本のリサイクル市（土日祝のみ各日 50 冊程度）

を切って（31cm 以上）寄付いただくと、あなたの善意が子供

③本の玉手箱（テーマを設けて題名が分

たちの勇気に変わり

からないようにセットした本を貸し出し）

ます。活動の紹介と
寄付金の窓口を開設

中町図書館は、神楽坂周辺に関する資

しています。

料を収集し提供しています。中町図書館
が発行している図書館だよりは、「神楽坂
散歩」と題し、毎月、神楽坂周辺の街を
写真付きで紹介しています。地域の方だ
けでなく、図書館を利用されるみなさん
に情報を発信しています。

ココットカフェ
gallery 坂

10/31（木）〜 11/5（火）

11：00 〜 19：00（最終日は 17：00 まで）
北形槙子
03-3269-8330
info@gallery-saka.com http://www.gallery-saka.com

11/2（土）

トークサロン 11/2（土）14：00 〜 16：00
写真パネル展示 10/30 ～ 11/10
（ただし月、火は休み）13：00 〜 18：00
NPO 法人粋なまちづくり倶楽部

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。

080-6628-4441

sshunji@yk9.so-net.ne.jp

新宿区立中町図書館
美容室プリマヴェーラ神楽坂

10/12（土）〜 11/3（日）

10：00 〜 18：00 定休日：火／要予約
美容室プリマヴェーラ神楽坂
03-5225-1337

https://primavera-kagurazaka.jp/

※料金の記載のない企画は無料です。

10/12（土）〜 11/3（日）

火～金 9：00 ～ 19：00、土・日・祝 9：00 ～ 18：00
休館日：10/15（火）、17（木）、21（月）、28（月）
新宿区立中町図書館（指定管理者：丸善雄松堂株式会社）
03-3267-3121 nakamachi-lib@maruzen.co.jp
https://www.facebook.com/pg/lib.nakamachi.shinjuku/posts/

※予約の記載のない企画は、予約不要です。

13

白銀公園

(
)

矢来公園

14

東京理科大学
神楽坂キャンパス

15

40 マイバイクスタイル〜
自転車のある暮らし〜＠神楽坂
元日本ナショナルチーム強化選手の清水太己氏によるサイクル
クリニックやロードバイクを使用したゲームを開催いたします。
安全な自転車の乗り方を学びつつ、お子様から上級者までお楽
しみ頂けます。

43 楽らく日常の身体技術〜古来の技に学ぶ〜
お盆、扇子、刀に井戸の鶴瓶・・・。日本古来の掴み、押し
引き、立ち座り、歩み等の身体技術。現代にそれらを生かして
楽々快適日常動作。スマホ、PC、
鞄の持ち歩き、ベビーカーの楽々
押し。手首が楽な道具の握り方
や操作法。介助や坂道・階段も
楽々です。

46 シンギング・リンワークショップ
〜触れて奏でて感じてみる〜
『音』そして『振動』による癒しのワークショップ
日本生まれの金属に漆の焼付が施されたボウル状の倍音楽器「シ
ンギング・リン」奏でたり直接お身体にあててその精妙な振動を
生で感じてみる。すると・・あら不思議！ 豊かな倍音とその振
動でお身体の緊張がスッと解か

49 UDBB 坂カフェ＆まちあるき
健常者だけではなく、車椅子や松葉杖をご利用の方にも楽し
んでいただける、ガイド付きまち歩きを行います。参加無料です。
毘沙門境内の特設カフェでは美味しいお茶とお菓子をご用意し
ます（有料）。どなた
でもご 参 加ください。
少雨決行！

れいつのまにかリラックス状態
に。そんなココロとカラダに優
しい時間を提供させていただき
ます。

毘沙門天 書院

10/19（土）

14：00 〜 15：30

若宮公園

10/14（月・祝）
、20（日）

10：00 〜 15：00 ／定員 30 名／要予約
東京サイクリングツアー＆レンタサイクル・神楽坂サイクルプロ
ジェクト
047-336-4853 info@tokyo-cyclingtour.com
https://www.tokyo-cyclingtour.com/

41 フォトコンテスト
〜自転車のある風景〜＠神楽坂
パリの路地裏の雰囲気を感じ
られる神楽坂で『自転車のある

2,000 円／定員 20 名／要予約
姿勢共育研究舎・ﾃｨｰﾙｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ武蔵小山整体院
03-3788-1616 wellvillage01@gmail.com
https://www.musashikoyama-seitai.jp/

44 「切り絵」体験教室

切り絵かっぱ会は令和に入り 31 年目を迎えます。体験教室

では、色々な下絵に沿って、カッターナイフで切って「切り絵」
作成します。始めると時間を忘れて完成させようとする面白さと、
達成感を体験されてはいかがですか。神楽坂の想い出を作って
みませんか。

文悠ビル
10/19（土）12：00 ～ 18：00
30（水）16：00 ～ 21：00
11/2（土）12：00 ～ 18：00

毘沙門天 境内

500 円

10/20（日）

受付 10：30 〜 16：00

井川輝江

NPO 法人粋なまちづくり倶楽部

aroma.cradle@gmail.com

080-6628-4441

47 ボーイスカウト新宿第17団バザー

神楽坂を中心に活動しているボーイスカウト新宿第 17 団が開

sshunji@yk9.so-net.ne.jp

50 工夫雑貨ショップ「ひと福」
一つあれば生活がもっと良くなるかも？！これが欲しかった！に

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お待ち

出会えるショップです。手作り商品もたくさん取り揃えています。

しております。是非、お立ち寄り下さい！

ワークショップではヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、世界
で一つのお絵かき

風景』を撮影してみませんか？

バッグも作 れちゃい

撮影用のロードバイクを貸し出

ます。 是 非お立ち寄

しますので素敵な風景を撮影し

りください。

てください。
自慢の写真をその場で応募しコ
ンテストに参加すれば上位入賞
者に素敵な商品が進呈されます。

毘沙門天 境内

10/19（土）

12：00 〜 16：00

若宮公園

10/14（月・祝）
、20（日）

10：00 〜 15：00 ／定員 30 名／要予約
東京サイクリングツアー＆レンタサイクル・神楽坂サイクルプロ
ジェクト
047-336-4853 info@tokyo-cyclingtour.com
https://www.tokyo-cyclingtour.com/

42 神楽坂のロボット会社 !
「マッスルスーツ」をご体験
「マッスルスーツ」とは ? - 人工筋肉の働きで身体の動きを助け
る “ 装着型ロボット ” です。毘沙門天を眺める位置にオフィスを
構える（株）イノフィスによるこの 最新機器を、みなさんぜひお
試しください !

神楽坂「切り絵かっぱ会」
03-3267-9811

otonami-fumi38@east.cts.ne.jp

45 誰もが弾けるヘルマンハープ！
ドレミが読めなくてもすぐにメロディーが弾けるドイツの弦楽器
です。きれいな音が多くの人を魅了しています。ヘルマンハープ
でボランティアに行く方、教室で習う方、ご自身で楽しむ方、な
どいろいろです。一度あなたも弾いてみましょう！
※開催中、日本ヘルマンハープ神楽坂店では、無料のミニコン
サートやトライアルレッスンを開催しています。お気軽にお立ち寄
りください。 詳 細 は、
日本ヘルマンハープ・
ホームページの最新
情報をご覧願います。

神楽坂６丁目

万弥さん前付近

10/20（日）

12：00 〜 16：00

毘沙門天 境内

10/20（日）

11：00 〜 17：00
学校法人

桜丘学園

専門学校ファッションカレッジ桜丘

ファッションビジネス科 2 年

ボーイスカウト新宿第１７団
090-8039-7452 contact@bs-shinjuku17.org
http://www.bs-shinjuku17.org/

48 東京都にも伝統野菜があった！

03-3265-2821
kimura@f-sakura.ac.jp https://www.f-sakura.ac.jp/

51 楽しく、箪笥町ボランティア♪
箪笥町地区で活動しているボランティアグループです。

「江戸東京野菜」
江戸時代の頃から、その「種」が受継がれ東京都で栽培され
ている伝統野菜「江戸東京野菜」。新宿区にルーツがある「江
戸東京野菜」も 3 種類！ 400 年

以上連綿と伝わる豊かな食文化、

寄付していただいた端切れを利用して、小物や布ぞうりの作品に
し、売上金で車椅子などを区内の施設等に寄付して社会貢献し
ています。
素敵な作品は毎年好評です。

実際に見て・味わって、お野菜に
纏わる物語に触れてみませんか？
＊神楽坂で、「江戸東京野菜」を
実際に味わってもらいながら朗読

①毘沙門天境内（雨天中止）

の会を開いています。

②ヘルマンハープ神楽坂店
（新宿区白銀町 1-17 東邦神楽坂ビル２F）

毘沙門天 境内

10/19（土）

10：00 〜 18：00
イノフィス
03-5225-1083
j-murakami@innophys.jp https://innophys.jp/

① 10/19（土）10：00 〜 18：00 ワークショップ
② 10/26（土）14：00 ～ 14：45 ミニコンサート（入場無料）
日本ヘルマンハープ神楽坂店の定休日：日・月
日本ヘルマンハープ・神楽坂店
03-6265-3547 kagurazaka@hermannharp.com
https://www.hermannharp.com/

16 ※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。

毘沙門天 境内

10/20（日）

10：00 〜 16：00

10/26（土）

10：00 〜 15：00

イータイムプラス
edoyasai_eatimeplus@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/Eatimeplus/
※料金の記載のない企画は無料です。

毘沙門天 境内
社会福祉法人

※予約の記載のない企画は、予約不要です。

新宿区社会福祉協議会

03-3359-0051

okada.y@shinjuku-shakyo.jp
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52 神楽坂初のヴィヴィアン佐藤
ヘッドドレスワークショップ！
お待たせしました！「人

54 神楽坂舞踏会

57 神楽坂きものフリマ 2019

〜文化交流のための社交ダンス体験〜
神楽坂に集う、様々な文化を持つ人たちの交流を目的とした社交ダン

生にヘッドドレスをかぶ

スの体験会です。「手を触れて、音楽に乗って、一緒にカラダを動かす」

る機会を設けるのがワー

だけで、心もカラダも軽くなり、人とのコ

クショップの目的！」と話

ミュニケーションが楽になります。ぜひこ

す非建築家、アーチスト

の機会にご体験ください。

着物姿が似合う街・神楽坂ならではの名物イベント。すぐに

ジュンコ先生の教室

の環 境 保 護の一 環として、お濠

ナブルに手に入るチャンスです！ 手

の浄 化 活 動に参 加して頂きます。

作り作家さんのポップな小物も毎回

30 分間のご利用が無料で、乗船

大人気 !!

中に浄化作用のある EM 団子を

神楽坂散策のついでにで

も、ぜひお立ち寄りください。

ス・ワークショップを開
催します！

居酒屋 “ 竹子 ”2 階

11/2（土）

お濠に投入して頂きます。

11：00 〜 16：00（最終入場 15：30）

② 14：30 ～ 16：00 フリー交流タイム 100 円（入場料のみ）※予約不要

神楽坂きものフリマ実行委員会

ジュンコ先生の教室

南仏料理屋ル・モコ

10/27（日）

11：00 〜 17：00
9,000 円（材料費とル・モコのお弁当込み）
ル・モコ／粋まち
定員 10 名／要予約
03-6265-3131 lemoccotarts@gmail.com
https://www.lemoccot.com/

53 NPO法人東京を描く市民の会
10月例会
「現代の広重」になって東京の美しい都市景観を描き
つづけている市民の会です。当日は善国寺からスタート
して路地、階段、坂道、石畳と江戸の面影が残ってい
る風景やおしゃれなお店などを探し求めそれぞれ気に
入った所でスケッチをします。予約は不要です。スケッ
チの道具やカメラをご持参の上ご参加下さい。

work@e-lp.jp

090-1029-0294

http://junko-dancestudio.jp

55 せいのまゆみ 月山和紙の「あかりたち。」
〜ワークショップ＆展示即売〜
和紙で心安まる「あかり」を作る作家・せいのまゆ
みさんを講師に迎え、色鮮やかな和紙を使用しミニぼ
んぼりを作るワークショップを開催します。せいのまゆ
みさんの作品である月山和紙あかりの展示即売会（両

日 10 時〜 18 時）も同時開催。（写真は講師作品）

Ken’S GALLERY

11/2（土）、3（日・祝）

① 11/2（土）11：00 〜 11：30 ② 14：00 〜 14：30 ③ 16：00 〜 16：30
④ 11/3（日・祝）11：00 〜 11：30 ⑤ 14：00 〜 14：30 ⑥ 16：00 〜 16：30
（各回 30 分程度、定員 5 名づつ）

1,000 円／定員 5 名／要予約

株式会社ケンズ

03-6679-6250 info_contact@ken-s.co.jp
https://gallery.ken-s.co.jp/

56 マーブリングで
毎年恒例のマーブリング・デコを使った
オリジナル小物作り。 けん玉やヨーヨーを
自分だけの模様に着色します。

10/27（日）

集合 10：00 〜解散 15：00
NPO 法人東京を描く市民の会
03-3982-6746
（村田）

毘沙門天 境内
12：00 〜 16：30

参加費無料／材料費 500 円〜 1,200 円
03-6362-5234

aosaki@nicker-enogu.com http://www.nicker-enogu.com/

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。

58 Bilingual Walking Tour in Kagurazaka.
神楽坂 Time Travel. 神楽坂 Addict
大正時代の神楽坂に焦点を当てて歩いて見ませんか？この街を
愛した人たちに思いを寄せて見ません
か？当日は毘沙門天門前にお集まりく
ださい。参加者が日本の方のみの場合
は日本語で行います。

毘沙門天 門前

11/3（日・祝）

14：00 〜 16：00

1,000 円／定員 15 名

Tokyo Walks Licensed Guide-Interpreter Miki Honda
神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会 本田美樹
toktobestwalks@gmail.com

59 神楽坂おかみさん会主催・東北大震災支
援チャリティースタンプラリー

カ所のスタンプチェックで素敵なお土産をゲット。市では、おか
みさん会グッズや神楽坂のシンボルブ
ランツ砥草鉢植えを特価販売。また、
ご一緒に神楽坂の見どころ、魅力につ

11/3（日・祝）

11：30 〜 16：00

カナルカフェ

03-3260-8068

http://www.canalcafe.jp

61 移動・吹きガラス工房車両による
【青空・吹きガラス体験】
昨年に引き続き、今年も参加させて頂きます。 地元・横浜にて、ガ
ラスを溶かした窯をトラックに乗せて日本初・移動式の【吹きガラス工
房】を行っております。 新たな文化「吹きガラス体験」を、この機会に
神楽坂・若宮公園で、一緒に行ってみませんか？ 吹きガラス体験はお

一人様・１つ制作（30 分ほど）※１名づつ 体験で制作する作品は当日、

sample の中からお客様に「カタチ・色・
気泡」などを選んで頂きます。※引き渡し
体験料 5,000 円には体験料の他に送料・

梱包手数料・出張料も含まれております。）

若宮公園内

11/3（日・祝）

10：00 〜 16：00

5,000 円／定員 12 名／要予約

glas hytta"nakaNo blow Way"（吹きガラス工房 nakaNo）
045-325-7234 hotman.soul.train@gmail.com
http://nakanoniplus.com/index.html

62 なんと ! どとく
富山県南砺市では、土から受ける恩恵を「土徳（どとく）」と
呼びます。定番みやげのご試食や、
自慢の工 芸 品に触れるブースで、
南砺の土徳（どとく）を感じ取っ
てください。謎の猫「にゃんと氏」
も応援に駆けつける !?

毘沙門天 門前

11/3（日・祝）

12：00 〜 16：00

300 円

神楽坂文化振興倶楽部（神楽坂おかみさん会）
090-1037-2826

カナルカフェ

は約一週間後に郵送にてお送り致します。

いておしゃべりしましょう。

11/3（日・祝）

ニッカー絵具株式会社

090-4711-8349 kagurazakakimonofm@yahoo.co.jp
http://park5.wakwak.com/~rakugo/kimonofrima/

まち飛びフェスタは毘沙門様に始まり、毘沙門様で〆る。3

オリジナル小物を作ろう

毘沙門天 門前

11/3（日・祝）

① 13：00 ～ 14：00 初心者向け講習会 1,000 円（入場料含む）※要予約
服装は自由、シューズも必要ありません。後半のみのご参加も大歓迎です。

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

使えるリサイクルやアンティークの着物、帯、和装小物がリーズ

のヴィヴィアン佐 藤さん
をお迎えして、ヘッドドレ

60 ボートに乗ろう 〜お濠をキレイに〜

sakurasakukimiko2006@docomo.ne.jp

※料金の記載のない企画は無料です。

毘沙門天 門前
10：00 〜 17：00

10/19（土）
一般社団法人南砺市観光協会

0763-62-1201 nanto-k@p2.tst.ne.jp
https://www.tabi-nanto.jp/

※予約の記載のない企画は、予約不要です。
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イベントカレンダー

ギャラリーカレンダー

（トークサロン11/2、写真パネル展示10/30〜11/10）

【首・肩・腰・足

ボディケア専門】

コリフレッシュ神楽坂店

東京都新宿区神楽坂 6-50
勝村ビル 2Ｆ

肉汁たっぷり！伝統の大きな手作り肉まん
美味しい肉まんを召し上がれ

（喫茶店コパンのビル２階）
電話番号 03−3235−6555

営業時間 12：00 〜 22：00

神楽坂の建物管理承ります
神楽坂3丁目2番地
桐信エステート 03-3269-0200
https://toushin-estate.co.jp/
20

神楽坂五十番 総本店 東京都新宿区神楽坂 4-3 近江屋ビル 1F
TEL:03-5228-8450 URL：https://www.50ban.jp/
平日・土曜 10:00 〜 22:00 日・祝 10:00 〜 20:00
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まかないこすめ

まかない
こすめ

神楽坂本店

☎ 03-3235-7663

人と器が出会う場所

まち飛びフェスタ期間中、
500円以上お買い上げの方に、
お好きな箸置きを1つプレゼント
東京都新宿区横寺町38 矢代ビル1F
Tel 03-6265-0738 定休日 水曜日
営業時間 月-金12-17 土日祝12-18

神楽坂

ラテール

神楽坂

金沢の金箔屋から生まれた
自然由来の和コスメ。

Sorriso

紀の善

飯田橋駅
B4b 出口

ギンレイ
ホール

ガスト

神楽坂で8周年！
ありがとうございます！

交番

消防署

神楽坂上

腰痛・肩こりはもちろん、産前産後の
ケアにも力を入れています。
平日昼間はお子様連れでもご利用頂けます！
新宿区神楽坂5-30-2㻌 イセヤビル４F㻌 03-6457-5281
土日祝も営業（不定休あり）
大川カイロプラクティックセンター

神楽坂通り整体院
http://kagurazakain.com
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14：00以降もランチOK
あっさり醤油かつ丼定食

神楽坂

福井県若狭で創業７０年の
精肉店のまかないから始まりました。

割烹加賀

新宿区若宮町 11 番地
03−3260−1482

東京都新宿区赤城元町1-32-2F

営業時間

うまもんや11：30〜21：00

TEL03-6280-7373(水•第1第3火休）

ランチ 11:30〜
ディナー 17:00〜

（一部異なります）

銀座うおばか
はなれ
●住所 東京都新宿区神楽坂3-6 神楽坂館ビル（やかた）3F
●TEL 03-6228-1511
●営業時間 月～土 17:00～23:00
●定休日 日曜日・祝日
●総席数 75席

【 社交ダンスから⽣まれた 】

運 動 不 ⾜ 解消メソッド

選りすぐった楽曲と、
誰にでもできるシンプルな動き、
人との触れ合いで、
カラダの中を刺激し、
感覚を目覚めさせます。

中古品の買取・販売のお店です。
出張査定のご依頼お待ちしています。

｢インテリア家具｣｢冷蔵庫・洗濯機｣｢時計・アクセサリ｣HWF

リサイクルショップ

トリノス

新宿区神楽坂6-23 1F TEL 03(6885)1766
営業時間 10:00～20:00 不定休

24

⾳ 楽 体 操（踊れるカラダづくり）

㻸㻵㻺㻱でも相談受付中！

「カラダのスイッチをONにする」
10⽉27⽇（⽇） 12︓30〜13︓30
11⽉24⽇（⽇） 参加費 ︓1,000円
■お申し込み お問い合わせは・・・

work@e-lp.jp Tel 090-1029-0294

新宿区横寺町36-18 カグラハウスB1F

ジュンコ先生の教室

25

大久保通り

○
五十番
本多横丁

★

毘沙門天○

ファミリー
マート
JR 飯田橋駅

新宿区神楽坂 3-2-1acto ビル 1F

○

軽子坂

03-6265-3510

ま ち 飛 び フェス タ 実 行 委 員 会
藤野順子 様
kagura.fj@gmail.com

東京都新宿区神楽坂 5 丁目３７番地 2 階
営業時間 18:00～翌 4:00

「まち飛びパンフ見た」で季節の
プレミアムコース 20%OFF。

その他 60 分以上コース 10%OFF（お一人様 1 回限り）

24 時間 WEB 予約受付中
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たなごころ

新宿区神楽坂 5-8 恵比寿亭ビル 4 階
TEL：03-3268-7556
http://www.tana-gokoro.jp 定休日：火曜日

神楽坂通り

TEL 03-5261-3755

リラクゼーションサロン

大久保通り

飯田橋駅
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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。

【主催】

1999 年に「まちに飛びだした美術館」としてスター

神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会

トしたこのお祭りですが、21 回目を迎える間にアート・ 【後援】
エキシビションだけでなく伝統芸能、落語会、コンサー 新宿区／（一社）新宿観光振興協会
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。

【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

今年も70 近い多彩な企画が集まりました。最後を飾る

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

のは、700メートルある神楽坂通りに紙を敷いて作った、 （株）LAU公共施設研究所／東京平版（株）／遠州茶道宗家
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。

【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／鮎藤革包堂
飯田橋ギンレイホール／神楽坂 五十鈴／キイトス茶房 神楽坂／紀の善
サザンカンパニー／神楽坂 助六／香舗 椿屋／陶柿園／神楽坂 梅花亭

天高く爽やかな秋の3 週間を、ぜひ神楽坂でお楽しみ下

Pbees（ピービーズ）／毘沙門せんべい 福屋／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／ riche（リッシュ）
L'Alliance（ラリアンス）

さい。

【協力】
U.G. サトー／毘沙門天善國寺／（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
ボンジュールフランス／（株）和飲風土／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
表紙絵 磯田 楓（いそだ かえで）
（2019 年表紙にお絵描き・デザインコンペ グランプリ作品）
神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会 委員長 日置圭子
実行委員
相川里奈、赤木健太郎、秋武秀典、石川孝一、磯部真里嘉、犬塚裕雅、
岩野望美、おかめ家ゆうこ、加賀美純、加藤成晃、木村恵理子、木村研一、
久保田章浩、紅縁、古賀淳市、坂本健太郎、佐竹蓉子、佐藤拓矢、
塩田行宏、志保あかね、島田啓示、島村益彬、清水太己、白石怜平、高須奈央、
高畑陽馬、竹原真理、滝沢春奈、長井明日香、藤野順子、本田美樹、
益田照夫、松田ひとみ、松本明、増永隼人、宮本総子、八重柏善、山下恵子、
よしだみよこ、渡邉義孝、渡部晋也

パンフレット広告募集中！
あなたも、このパンフレットに広告
を出しませんか？

します。
お問合せ
ad@machitobi.org

掲載料

「まち飛びフェスタ」は企業などの寄付金などに頼ら
ず、皆様の広告掲載料で運営されています。ぜひ広
告の掲載をお願い致

1枠
2枠
4枠

3,500 円
6,500 円
12,500 円

神楽坂まち飛びフェスタ 2019 パンフレット
発行日 令和元年 9 月 発行人 日置圭子
印刷（株）東京平版／デザイン 赤木健太郎、加藤成晃
＊無断転載を禁ず
お問合せ：info@machitobi.org（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.org/

