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秋のおすすめイベント特集

町田にまつわる展覧会・イベント

市内の文化施設では様々
なテーマで皆さんをお待
ちしています

町田市立博物館

まちだ×まほろ
町田が舞台のシリーズ最新作

「まほろ駅前狂騒曲」
公開記念イベント

★映画公開情報★
　10月18日（土）から全国ロードショー。
109シネマズグランベリーモールでも上映!
出演＝瑛太、松田龍平　他
監督＝大森立嗣
製作＝「まほろ駅前狂騒曲」製作委員会

問産業観光課
辺724・2128返050・3101・9615

©2014「まほろ駅前狂騒曲」製作委員会

　市内各地でロケが行われたご当地映画
「まほろ駅前狂騒曲」の公開を記念して、
各種イベントを開催します。この機会に、
町田の魅力を再発見してみませんか？
【ロケ地マップ配布します】
　10月 8 日（水）から町田・デザイン専
門学校の学生がデザインしたロケ地マッ
プを配布します。
○配布場所　町田ツーリストギャラリー
（まちの駅ぽっぽ町田 1階＝地図③）、市
庁舎 1階総合案内（＝地図④）　他
※無くなり次第終了します。
【「まほろの中の町田」展】
　11月 7 日（金）まで（土・日曜日、祝
日を除く）、市庁舎 1階シティセールス
コーナー（＝地図④）で「まほろ駅前狂
騒曲」の町田市内ロケ地をパネルで紹介
するほか、小道具などを展示します。
○時間　午前 8時30分～午後 5時

【町田市民文学館ことばらんど映画公開
記念～三浦しをん『まほろ駅前狂騒曲』
展】
　原作小説『まほろ駅前狂騒曲』と映画
の世界を、ミニ展示コーナーで紹介しま
す。
○日時　11月30日（日）までの午前 9時
～午後10時
○休館日　月曜日（ただし10月13日、11
月 3 日、24日は開館）、第 2木曜日
○会場　同館文学サロン
問町田市民文学館辺739・3420
【「まほろ駅前狂騒曲」作品紹介展】
　映画で使用された衣装等を展示しま
す。
○日時　10月15日（水）～ 28日（火）、
午前10時～午後 8時
○会場　小田急百貨店町田店 9階スカイ
タウン（＝地図⑤）

【町田ゼルビア～まほろマッチ開催!】
　「まほろ駅前狂騒曲」と、町田のホー
ムタウンチーム「ＦＣ町田ゼルビア」が
コラボレーションした試合（対ガイナー
レ鳥取戦）です。詳細はＦＣ町田ゼルビ
アホームページをご覧下さい。
○日時　10月 5 日（日）午後 1時キック
オフ
○会場　市立陸上競技場

　1984年以来、現在まで約30年間を町田
に暮らす芥川賞作家・尾辻克彦こと、美
術家・赤瀬川原平。
　この間に発表された代表的な仕事に
は、路上観察をしながら発見された物件
を鑑賞する「超芸術トマソン」や「路上
観察学会」、カメラを片手に活動する「ラ
イカ同盟」などがあり、赤瀬川名義の著
書でも、ベストセラーになった「新解さ
んの謎」や流行語にもなった「老人力」
など、多数あります。
　本展は、作家・尾辻克彦と芸術家・赤
瀬川原平に共通するユニークな「ものの
見方・考え方」を、小説やエッセイ、美

術作品を通して検証します。
○会期　10月18日（土）～12月21日（日）
○観覧時間　午前10時～午後 5時（金曜
日は午後 8時まで）
○休館日　月曜日（ただし11月 3 日、24
日は開館）、第 2木曜日

関連イベント  
【映画上映会～赤瀬川原平脚本「利休」】
　勅使河原宏監督、赤瀬川原平脚本によ
る、野上彌生子の小説「秀吉と利休」を
原作として制作された映画「利休」（1989
年公開）を上映します。
　本作は、利休役の三國連太郎をはじめ
豪華な役者陣で評判を呼び、日本アカデ
ミー賞脚本賞を受賞しました。
※上映会参加には、展覧会入場券（半券）
が必要です。
○日時　10月19日（日）午後 2時～ 4時
○会場　同館
○定員　70人（申し込み順）
○申し込み　10月 1 日正午から電話でイ
ベントダイヤル（辺724・5656）へ。赤瀬川原平　大日本零円札

　「耳から聴く文学」を楽しんでみませ
んか。保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
※保育希望者（ 1歳以上の未就学児、申
し込み順に 6人）は10月 1 日午前 9時か
ら電話で同館へ。
○日時　10月16日（木）午前10時30分～
11時30分
○会場　同館大会議室
○内容　町田ゆかりの作家紹介＝「辻井
　喬」／おはなし＝「テイザン」（ハイ
チの昔話）、「こぶじいさま｣（日本の昔
話）、「夜のかげぼうし」（宮川ひろ作）
○語り手　まちだ語り手の会

　町田市民文学館の開館記念日にちな
み、近隣の商店会や町会等の協力をいた
だいて、おまつりを開催します。
【はじめての三味線教室】
○日時　10月26日（日）午前10時から、
午前11時から、午後 3時から（いずれも
30分程度）
※午後 1時から大会議室で三味線ミニコ
ンサートを開催します。
○会場　同館
○講師　日本の音・翠の会
○定員　各 4人（申し込み順）

○申し込み　10月 1 日正午から電話で同
館（辺739・3420）へ。
【落語会】
○日時　10月26日（日）午後 2時30分～
3時30分
○会場　同館
○出演　三遊亭遊松（江戸落語）、鏡味
初音（太神楽）、笑福亭和光（上方落語）
○定員　80人（申し込み順）
○申し込み　10月 1 日正午から電話でイ
ベントダイヤル（辺724・5656）へ。

　明治から昭和にかけて美術商、染織史
研究家として活躍した野村正治郎の蒐

しゅう

集
しゅう

した、着物や簪
かんざし

などを前・後期合わせて
95点紹介し、近世の武家や町人女性の美
意識を探ります。本展は国立歴史民俗博
物館 野村コレクションのみで構成され
る初の館外展覧会です。
○会期　前期＝10月 5 日（日）まで、後
期＝10月11日（土）～11月 3 日（祝）
※簪以外は前・後期で全点入れ替えます。

○休館　月曜日（10月13日、11月 3 日は
開館し、10月14日は休館）、10月 6 日～
10日
○観覧時間　午前 9時～午後 4時30分
○観覧料　300円（中学生以下無料、障
がい者150円）
○交通　小田急線「町田駅」西口「町田
バスセンター」 7番乗り場から、「藤の
台団地」行きバスで、「市立博物館前」
下車、徒歩 7分

「江戸の衣装競
くら

べ
―国立歴史民俗博物館 野村コレクション―」展

　今年も、国際版画美術館と友の会の共
催で「美術館まつり」を開催します。
※直接会場へおいで下さい。
○日時　10月11日（土）、12日（日）、午
前10時～午後 4時30分（12日は午後 4時
まで）
※開会式は11日午前10時から玄関前で実
施します。
○会場　同館、前庭
チャリティ・アートバザール2014
　市内外の美術・工芸団体の作品展示・
販売です。売り上げの10％は町田市社会
福祉協議会へ寄付します。
ゆうゆうプロムナードコンサート「まつ
りにジャズがやってきた」
　直接会場へおいで下さい。
○日時　10月11日（土）午後 1時から、
午後 3時から（いずれも30分程度）
○会場　同館エントランスホール
木版摺り体験コーナー
　はがきサイズの多色摺

す

り木版画制作を
体験できるコーナーです。作品は持ち帰

りいただけます。
○日時　10月11日（土）、12日（日）、午
前10時～午後 4時30分（12日は午後 4時
まで）
○会場　同館アトリエ
キッズ・アートスペース
　風に舞うやじろべえや、ペーパークラ
フトを作ります。
○日時　10月12日（日）午前10時～午後
4時
○会場　同館エントランスホール
「ゆうゆう版画美術館まつり」デザイン
原画展示
　玉川大学と町田・デザイン専門学校の
学生が「まつり」広報用ポスターのため
に制作した全作品を展示します。
※その他、まちだ名産品のれん会ＰＲコ
ーナーや飲食物販コーナーもあります。
問国際版画美術館辺726・2889、　同館友
の会辺726・3051（受付時間＝火・金曜
日の午前中のみ）

ゆうゆう版画美術館まつり
～版画でひろがるアートの町田～

谷中安規《ムッテル・ショウス（ムッター・ハ
ウス）》／1933年　木版　手彩色／個人蔵

　谷中安規（1897～1946年）は、1930年
代に活躍した版画家です。関東大震災後
の新東京を放浪し、万華鏡のように幻惑
的な木版画を制作しました。
　10年ぶりの回顧展となる本展は、谷中
の作品約300点を制作年順に展示し、刻
々と変わる政治・社会的動向と作品イメ
ージの変化や表現との関係について考え
ます。

○会期　10月 4 日（土）～11月24日（振休）
○休館日　月曜日（ただし10月13日、11
月 3 日、24日は開館し、10月14日、11月
4 日は休館）
○観覧時間　火～金曜日＝午前10時～午
後 5時、土・日曜日、祝日、振休＝午前
10時～午後 5時30分（いずれも入館は閉
館の30分前まで）
○観覧料　800円（高校・大学生・65歳
以上の方は400円、中学生以下は無料）
※10月 4 日、11月 3 日は無料です。

関連催事  
【講演会～普通のことが普通でなく、普
通でないことが普通ということ】
　観覧券をお持ちのうえ、直接会場へお
いで下さい。
○日時　10月12日（日）午後 2時～ 3時
30分
○会場　同館講堂
○講師　岩手県立美術館館長・原田光氏

○定員　150人（先着順）
【モダンの舞　ピアノの調べ―谷中安規
に夢をはせて―】
　踊る版画家・谷中安規にちなんだダン
スイベントです。
※直接会場へおいで下さい。
※立ち見での鑑賞です。
○日時　11月 3 日（祝）午後 1時から、
午後 3時から（いずれも30分程度、同一
内容）
○会場　同館エントランスホール
○出演　坂本秀子舞踊団
○解説　日本女子体育大学教授・坂本秀
子氏
【ギャラリートーク】
　観覧券をお持ちのうえ、直接展示室入
口へおいで下さい。
①館長スペシャルトーク
○日時　10月26日（日）午後 2時から45
分程度
②学芸員ギャラリートーク
○日時　10月13日（祝）、11月 9 日（日）、
23日（祝）、午後 2時から45分程度
【谷中安規の世界を気軽に楽しむ!体験
コーナー】
　会期中毎日開催する、自由に楽しめる
企画コーナーです。

①スタンプで遊ぶ―谷中安規の夢
　作品から抜き出した数種類の図柄を、
布バッグ（会場で販売も有り）や紙に押
すことができます。
②もしもこの絵が動いたら？―パラパラ
ショートフィルム
　作品をアレンジしたパラパラ漫画を楽
しめます。
③谷中ワールド満開!―夢の万華鏡
　谷中作品のイメージが花開く万華鏡を
のぞいてみよう!
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鬼才の画人 谷中安規展 ―1930年代の夢と現実―

尾辻克彦×赤瀬川原平 ―文学と美術の多面体―展

同時開催（常設展示室）
「マックス・クリンガーの銅版画」
日12月25日（木）まで

　2012年度町田市指定文化財に登録され
た「南多摩郡各町村縮図（1886年・明治
19年作成）」をはじめ、江戸時代・明治
時代の絵図を中心に、写真や関連史料を
含めて、町田市域の変遷をたどります。
今回は、町田市北部の忠生地区（木曽・
根岸・山崎・図師・上小山田・下小山田）
と堺地区（小山・相原）をとりあげます。
○会期　10月11日（土）～11月30日（日）
※期間中、展示替えを行います。
○観覧時間　午前 9時～午後 4時30分
○休館日　月曜日（ただし10月13日、11
月 3 日、24日は開館し、10月14日、11月
4 日、25日は休館）

関連企画  
【講演会～神奈川県の地租改正事業と地
引絵図】
　直接会場へおいで下さい。
○日時　11月 9 日（日）午後 2時～ 4時
○会場　同館閲覧室
○講師　立正大学教授・奥田晴樹氏
○定員　40人（先着順、午後 1時30分か
ら受付開始）
【ギャラリートーク】
　直接会場へおいで下さい。
○日時　毎週土曜日、午後 2時から（ 1
時間程度）
○会場　同館企画展示室
【まちだを歩く～忠生地区・堺地区編】
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を歩く
○日時　10月26日（日）午前 9時30分～
午後 1時

②小山田を歩く
○日時　11月16日（日）午前 9時30分～
午後 1時
③相原を歩く
○日時　11月23日（祝）午前 9時30分～
午後 1時

◇
○定員　各20人（申し込み順）
○申し込み　住所・氏名・電話番号を明
示し、①10月19日まで②11月 9 日まで③
11月16日までに電話で同館へ。
○交通　小田急線鶴川駅から＝北口改札
を出て 0番乗り場から、「野津田車庫」
行きまたは「本町田経由町田駅」行きバ
スで、「綾部入口」下車／小田急線町田
駅から＝東口改札を出てＰＯＰビル先21
番乗り場から、「本町田経由野津田車庫」
行きまたは「本町田経由鶴川駅」行きバ
スで、「袋橋」下車
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町田市民文学館・文学館通り商店会・原町田四丁目第二町会・
原町田四丁目第二地区街づくりの会共催　　　　　　　　　　

第8回文学館まつり

文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会

絵図でみる町田－Ｐａｒｔ3－

辺726・1531
返723・3406

町田市民文学館 辺739・3420
返739・3421

臨時休館のお知らせ
　企画展準備のため、10月 5 日（日）
～10日（金）は休館します。

自由民権資料館 辺734・4508
返734・4546

6 面地図＝①

6面地図＝②

国際版画美術館 辺724・5656（イベントダイヤル）
辺726・2771、0860返726・2840

①国際版画美術館

②町田市民文学館

町田市民
フォーラム

③まちの駅
ぽっぽ町田

⑤小田急百貨店

中央図書館

版画美術館入口

原町田五丁目
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町田街道

交番
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丸井

至小田原

至新宿

至八王子 至横浜

ルミネ ミーナ町田 バスターミナル交番(1F)

東急ツインズ
東急ツインズ
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④町田市役所

町田市民ホール

町田駅前周辺
イベント
はしごマップ


