
鴨川市郷土資料館（千葉、安房鴨川）で、千葉県鴨川市を舞台にしたTVアニメ「輪廻
のラグランジェ」の原画展が開催中。原画をはじめ、作品の内容や登場した鴨川の
名所、今までの活動記録など貴重な制作資料を紹介する。入館料は一般￥200ほか。

「輪廻のラグランジェ原画展」 開催中▶9/24㊐

i千葉県成田市成田1（成田山新勝
寺）ほか　10476・22・2111　
67/7㊎13：30～21：00ごろ、8㊏9：00
～、9㊐13：00～　
7観覧無料　eJ成田駅、n京成
成田駅より徒歩10分

i中央区日本橋2-7-1 東京日本橋
タワーB2～1F　1045・680・2899
67/7㊎15：00～21：00、8㊏・9㊐
10：00～18：00　
7入場料￥1,000　
egc日本橋駅B6出口直結

i新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン
日本興亜本社ビル42F
103・5777・8600　610：00～18：00（最
終入館17：30）　d㊊※7/17㊗は開館
7b一般￥1,200ほか　
eJgcab新宿駅西口より徒歩5分

i台東区下谷1-12-16（入谷鬼子母
神）ほか　103・3841・1800　
66：00～23：00　7入場無料（飲食
有料）　eg入谷駅2出口より徒歩
1分、J鶯谷駅南口より徒歩5分
3www.asagao-maturi.com/

i千代田区有楽町2-5-1　103・3350・
8448※7/6㊍までは03・3350・4151　
6d7公演により異なる　
eJ有楽町駅中央口・銀座口、g有楽
町駅D8出口より徒歩3分　
3www.alternative-theatre.jp/

7/8㊏

7/6㊍

7/7㊎

コレも
CHECK!

今週行くべきイベント
&ニューススポットを
編集部が厳選!

イベント&
ニュース
カレンダー

7/6㊍
▼

12㊌

W e e k l y

取材・文＝エンターバンク

F大本堂前に全員が集まる（総踊り）

F各町による踊りの奉納（総踊り）

「大江戸 Hawaii 
Festival 2017」

日本橋

gベルサール東京日本橋

日本とハワイの歴史・伝統を発信す
る文化交流イベント。ロコモコ、マ
ラサダなどのハワイらしいフードが
味わえるブースや、ハワイアングッ
ズの販売、ワークショップを展開す
る。そのほか注目は、4つのステー
ジで行われるライブやダンス。日本
の和太鼓からハワイのフラまで、約
100セッションを予定している。

日本とハワイの食や文化を
存分に堪能できる3日間!

7/7㊎▶9㊐

pick up!

「ECO EDO 日本橋 2017 
～五感で楽しむ、江戸の涼～」 P16

「日本台湾祭り2017」 P17

F入谷のアサガオは江戸時代から
栽培され、明治の中ごろにはその見
事なできばえで有名になったという

7/6㊍▶8㊏

「入谷朝顔まつり」

入谷

江戸情緒あふれる日本でも最大級の
アサガオ市。期間中は約60軒のアサ
ガオ業者が、赤や青、紫などの鮮や
かな花を咲かせた、定番から希少な
ものまで多種多様なアサガオを持ち
寄る。さらに約80店の縁日屋台も！

美しい大輪の花を咲かせた
アサガオが会場を彩る

g入谷鬼子母神（真源寺）およびその周辺

Fワウワウレモネードも登場

Fハワイから来日するゲストも多数

pick up!

「第30回 下町七夕まつり」 P17

F特に水の描写が優れていると評
されている《瀬戸内海集 帆船 朝》

《瀬戸内海集 帆船 朝》　大正15（1926）年　木版　個人蔵

「成田祇園祭」

成田

g成田山新勝寺ほか

成田の初夏の風物詩として約300年の
歴史を持つ年中行事。7/7㊎に成田山
新勝寺大本堂前にて、全10台の山車・
屋台と御輿による総踊りのあと、市
内を巡行。8㊏はJ成田駅前で総踊り
などを開催する。最終日の9㊐は、表
参道での総引きのあと、再び成田山
新勝寺大本堂前で総踊りが行われる。
街が熱気と活気にあふれる3日間だ。

毎年約45万人が訪れる
千葉県内で最大級の祭り

7/7㊎▶9㊐

「生誕140年
吉田博展 山と水の風景」

新宿

g東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

明治から昭和にかけて海外でも活躍
し、風景画の実力者として、ダイア
ナ妃や精神医学者・フロイトも魅了し
た洋画家・吉田博。そんな日本近代美
術史に名を刻む彼の、生誕140年を
記念した回顧展が開かれる。今回は、
仲間から＂絵の鬼＂と称されるほど鍛
錬を積んだ彼の風景画を200余点紹
介。なお、会期中は展示替えあり。

ダイアナ妃らも魅了した
自然美あふれる風景画

7/8㊏▶8/27㊐

F約450名を収容する劇場で、ど
こからでも見やすいレイアウト

7/7㊎

「オルタナティブ
シアター」オープン

有楽町

スタジオアルタが運営する最先端の
＂エンターテインメント劇場＂が誕生。
天井には空間を彩る多様な演出がで
きるLED、演者が宙を舞うフライング
システムなどを完備している。こけ
ら落とし公演は「アラタ～ALATA～」。

最新技術を取り入れた劇場が
ついにベールを脱ぐ!

g有楽町センタービル別館（有楽町マリオン）7F

1987年に発売し、大ヒットし
た俵万智による歌集「サラダ
記念日」のなかの短歌にちなむ。

サラダ記念日
今日は
何の日?
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増上寺（御成門）で、境内に設置されていた「願事書き込み所」の短冊に書かれた願い事
を祈願する「七夕祈願会」が行われる。18：00～21：00には多摩大学の学生が手がける和
紙キャンドルで表現した天の川が出現し、幻想的な雰囲気に。無料（短冊は1枚￥100）。

「増上寺 七夕祈願会」 7/7㊎
コレも

CHECK!

Fペルー料理を片手にラテン音楽
のライブを楽しもう※イメージ

Fドゥマゴパリのテラスを中心に29
のショップが登場（前後期入替制）

F真っ赤に色付いたホオズキが並
ぶ様子は夏の訪れを感じさせる

「Bunkamura
ドゥマゴパリ祭2017」

「四
し

万
ま ん

六
ろ く

千
せ ん

日
にち

・
ほおずき市」

日比谷

渋谷

浅草

g日比谷公園 噴水広場

gBunkamura B1 ドゥマゴパリのテラスほか

7/9㊐・10㊊

ペルーのグルメや音楽、文化などが体
験できる異文化交流フェス。牛肉とフ
ライドポテトを組み合わせた「ロモ・サル
タード」や、白身魚やタコを使用したマリ
ネ「セビーチェ」など、本場の味がそろう。
ステージでは、サルサダンスなども展開。

7/14㊎のフランス革命記念日にパリ
で行われる「パリ祭」にちなんで開催。
期間中は、Bunkamura内でバイオリ
ンとアコーディオンの生演奏や名優
アラン・ドロンの映画上映のほか、
限定特別メニューなども味わえる。

浅草の夏の風物詩。境内には、約100
軒のホオズキの露店が軒をつらね、威
勢のいい売り子のかけ声が市を盛り上
げる。「7/10」にお参りすると、46,000
日間参拝したのと同等のご利益がある
とされ、毎年多くの参拝客が訪れる。

ラテン音楽が流れるフェスで
ペルー料理をいただきま～す！

音楽から映画、雑貨まで
渋谷でフランス文化に触れる

情緒あふれる夏の名物市で
ホオズキを手に入れよう

7/9㊐

7/11㊋

7/12㊌

7/10㊊

Fハワイアンドーナツ・マラサダを販売
する「Meg’s Kitchen」なども参加する

「OCEAN 
PEOPLES’17」

原宿

g代々木公園 イベント広場

日本最大級のビーチフード＆
グッズの祭典。モチコチキン
やコナビールといったハワイグ
ルメが味わえるフードトラック
と、水着やサンダルなどのビ
ーチグッズがそろうビーチショ
ップが計100店以上集結する。
ライブが無料で見られる野外
ステージでは、Def TechのShen
やシンガーのLeyonaなど、多彩
なアーティストがラインアップ。

ビーチカルチャーの祭典で
グルメや音楽を満喫！

i千代田区日比谷公園1-2
1090・5563・9930
610：00～19：00
7入場無料（飲食有料）
egc日比谷駅A14出口より徒歩5分

F高さ10mを超える七夕飾りや色とり
どりの短冊をつるした竹は見応え抜群

「第67回湘南ひらつか
七夕まつり」

平塚

g湘南スターモール商店街ほか

湘南スターモール商店街を中心に、絢
爛豪華な七夕飾りが街を彩る。7/7㊎の

「七夕おどり千人パレード」では、カラフル
な衣装の踊り子たちが飾りの下をパレー
ドする。期間中は、地元グルメが集まる
「七夕 たからいちグランプリ2017」も実施。

パレードやグルメイベントも！
豪華絢爛な七夕祭りが開催

i平塚市紅谷町周辺
10463・35・8107　
610：00～21：00、9㊐～20：00
7観覧無料　
eJ平塚駅北口より徒歩2分ほか

i渋谷区代々木神園町2-1
103・6692・0939
611：00～20：00
7入場無料（飲食有料）
eJ原宿駅表参道口より徒歩10分
3oceanpeoples.com/

i台東区浅草2-3-1　
103・3842・0181　
68：00～21：00　
7入場無料　
egceつ浅草駅より徒歩5分

7/8㊏▶17㊗

F一つ一つ丁寧に手作りされた木
製の動物がのったキュートなツリー

「ヨーロッパの木の玩
お も ち ゃ

具
ードイツ・スイス、北欧を中心に」

目黒

g目黒区美術館

木製おもちゃの魅力を紹介する展覧
会。ドイツ・エルツ地方の伝統的な技
術で作られたおもちゃを中心に、積木
やパズル、クラフト玩具約450点を展
観する。さらに、展示品と同種のおも
ちゃで遊べるプレイコーナーも登場！

見て、遊べる展覧会で
木製おもちゃの魅力を発見！

7/8㊏▶9/3㊐

「ペルーナショナル
フェスティバル2017」

g浅草寺

i目黒区目黒2-4-36
103・3714・1201　
610：00～18：00（最終入館17：30）
d㊊、7/18㊋※7/17㊗は開館　
7一般￥700ほか
eJgfc目黒駅西口より徒歩10分

i渋谷区道玄坂2-24-1　
103・3477・9111　
67イベントにより異なる
eJgfb渋谷駅ハチ公口より徒
歩7分　3www.bunkamura.co.jp/
sp/parisai2017/

7/8㊏・9㊐

7/7㊎▶9㊐

7/8㊏・9㊐

1955年、日本初の本格的なジ
ェットコースターを有する後
楽園ゆうえんちが開園。

ジェットコースターの日
今日は
何の日?7（なっ）10（とお）の語呂合わせ。

関西納豆工業協同組合が納豆
の消費拡大を目指して制定。

納豆の日
今日は
何の日?

クリスチアン・ヴェルナー ≪キャンドル立て 動物たち≫
Reifendrehwerk Christian Werner/ ドイツ・エルツ地方

©浅草寺

pick up!

「特別展『深海2017』
～最深研究でせまる
〝生命〞と〝地球〞～」 P17

pick up!

「サンシャイン水族館 屋外エリア
大規模リニューアル」オープン P17
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