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世田谷文学館

開館20周年

1995年4月1日に開館した世田谷文

学館は、今年で20周年を迎えます。

これを記念し、2015年4月〜2016

年3月の1年間を通じ、様々な企画を

実施します。

各企画の詳細は、随時本紙でお知らせ

します。どうぞご期待ください。

　 無料開館　4月25日（土）、6月6日（土）
「植草甚一スクラップ・ブック」展とコレクション展を、
どなたでも無料でご観覧いただけます。

海外の同時代の文化を、独自の視点と文体で紹介した植草甚一（1908〜1979）。
その興味の対象は、映画、ミステリーにはじまり、モダン・ジャズ、カウン
ター・カルチャーなどへと、ジャンルレスに広がりました。本展は、当館の収
蔵品に新たに加わった、総数1,200点*を超える植草甚一コレクションの中か
ら、主要な資料を展示紹介するものです。大量のスクラップ・ブックやノート、
日記、コラージュなど、日々の営みから生まれた品々を通じ、散歩や買い物や

「勉強」を、生涯一貫して徹底的に楽しんだ、その独創的な生き方に迫ります。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／小・中学生300（240）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり
※4月25日（土）、6月6日（土）は開館20周年記念無料観覧日
※5月1日（金）は65歳以上無料

20周年の祝祭として、
「植草甚一スクラップ・ブック」展の会期中、
書物や文学作品と人々を結びつける
新たな回路・出会いの場をつくります。

from
 the collection of the S

etagaya Literary M
useum

植草甚一は晩年、4万冊を超える蔵書を元にして、下北沢に古書店「三歩屋」を開くこ
とを構想していました。実現しなかった、この幻の店のイメージを展示室内に再現し、植草甚一が
書中で取り上げた本の数々を紹介します。� ディレクション : TOKYO PISTOL + book pick orchestra
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スクラップ・ブック

「Malcolm Muggeridge」
制作年不詳

草稿「ぼく自身の過去と現在　いまの前衛
ジャズは面白いが似たような前衛ジャズが以
前にもあって詰らない作品が多かったがそれ
は何故だったかという話」　制作年不詳

ニューヨーク滞在中の植草甚一
撮影:青野義一

ノート　「Modern Jazz Record」　制作年不詳

ノート「これらの日本語の本まあ、しまっておこ
う。1962年のおわり、このNote Bookに記録
しはじめる。」　1962年

20祭
にじゅっさい

関 連 企 画

*図書・雑誌、写真等を含む

�植草甚一スクラップ・ブック

撮影:青野義一

　 セタブンマーケット　6月27日（土）、28日（日）
植草甚一のように買い物を楽しめる、
本と雑貨のマーケットが
館内に出現します。

201
5年度

の

企�画
�展

4月25日　〜7月5日 日土

�植草甚一スクラップ・ブック

　 植草甚一スクラップ・ブック 　   4月25日（土）〜7月5日（日）
　 宮西達也ワンダーランド展 　     7月25日（土）〜9月23日（水・祝）
　 詩人・大岡信展（仮称） 　            10月10日（土）〜12月6日（日）
　 第35回世田谷の書展　　2016年 1月 5日（火）〜11日（月・祝）
　 浦沢直樹展（仮称） 　         2016年1月16日（土）〜3月31日（木）

次回（4月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
せたがやアーツカード事務局　☎5432-1548

15歳以上の世田谷区民を対象とする、せたがや文化財団の無料の会員制度です。
世田谷美術館、世田谷パブリックシアター、世田谷文学館等で多彩な特典を利用できます。 

会員登録受付中！ せたがやアーツカード
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速水御舟の創作の秘密
を周辺作家とともに検
証します。

一般1,200（1,000）
円 ／65歳 以 上1,000

（800）円 ／ 高 校・ 大
学 生800（600）円 ／
小・中学生500（300）
円　※（  ）内は20名以上
の団体料金 　※障害
者割引あり

一 般200（160）円 ／ 高 校・ 大 学 生150
（120）円／65歳以上、小・中学生100（80）円　
※（  ）内は20名以上の団体料金 　※障害者割
引あり　※企画展チケットでご覧いただけます

や、今の下北沢をイラ
ストマップ化した「カ
ルチャーマップ」など、
下北沢の過去と現在を
多角的に展示紹介して
います。

一 般200（160）円
／ 高 校・ 大 学 生150

（120）円／65歳以上、
小・中学生100（80）円※（  ）内は20名以上の団
体料金 　※障害者割引あり　※企画展チケッ
トで観覧できます（企画展開催中のみ）

■金子マリ×KenKen　シモキタトーク
3月28日（土） 15:00～16:30　文学サロン

（オープンスペース）
歌手の金子マリ氏と、ロックバンドRIZEの
ベーシストKenKen氏に、地元下北沢につ
いて語っていただきます。

金子マリ（歌手）、KenKen（ベーシスト）、　
当日先着150名（13:00から1階ロビーにて

整理券を配布します）　 無料（チケット半券
提示）

山田風太郎『戦中派不戦日記』関
連資料、梅崎春生・横溝正史ほ
かの未発表資料を紹介します。

一般200（160）円／高校・
大学生150（120）円／65歳以
上、小・中学生100（80）円
※（  ）内は20名以上の団体料金 

　※障害者割引あり　※企画
展チケットで観覧できます（企画展開催中のみ）

金子兜太（現代俳句協会名誉会長）　聞き
手：黒田杏子（俳人）　 抽選150名　

1,200円（友の会会員は1,000円）　 往
復ハガキ（P3記入方法参照）で当館「友の会」
へ　 4月15日（必着）

詳細はP1をご覧ください。

下北沢ゆかりの文学者の資料展示のほか、
街の歩みを年譜と写真で紹介するコーナー

5月17日（日）13:30～17:00（開場13:00）
ジャコモ・プッチーニのオペラ「トゥーラン
ドット」を解説付きでご紹介します。

どなたでも　 申込先着50名　 500円
下記参照

1980～90年代を代表するマンガ家の初の
大規模展覧会です。終了間近。お見逃しなく！

一般800（640）円／65歳以上、高校・大
学生600（480）円／小・中学生300（240）円　
※（  ）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり

宮本三郎記念美術館
〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483-3836

http://www.miyamotosaburo-annex.jp/
miyamoto.event@samuseum.gr.jp

■4月のギャラリートーク
4月11日（土）14:00～（30分程度）　
テーマ：「宮本三郎の作品にみる絵画理論」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

宮本三郎の美術史教室
4月4日（土）～7月26日（日）

展覧会

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）

4/7〜12 植物画展2015　グループゆりのき
4/14〜19 写真展　乙女たちの好奇心 Vol.9
4/21〜26 二人と友達展　※23日から公開

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

世田谷区砧の東宝スタジオは、1932年に設
立された写真化学研究所（通称P・C・L）に
始まり、1971年に現在の東宝スタジオへと
改称されました。本展では、映画美術の視点
から、「ゴジラ」や「七人の侍」など、東宝スタ
ジオが生み出した作品の魅力を探ります。

一般1,000（800）円／65歳以上、高校・大
学生800（600）円／小・中学生500（300）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割
引あり

■100円ワークショップ
「特撮!謎の巨大生物出現」
会期中の毎週土曜日（※3月28日（土）を除く）　
13:00～15:00（随時受付）　地下１階創作室
「特撮」で街中に出現した巨大生物と一緒に
写真を撮ろ
う！

どなたでも
1回100円

［開館時間］10:00〜18:00（入館は17:30まで）  ［休館日］毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合は
翌日）展示替え期間（3月23日（月）〜4月3日（金））　 一般200（160）円／高校・大学生150（120）
円／65歳以上、小･中学生100（80）円　※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

関 連 企 画

コラージュ
「USUALLY
100YEN」
1968年頃

往復ハガキかメール（P3記入方法参照）
で宮本三郎記念美術館「イベント」係へ。
または直接、ご来館（17:30まで）ください。
※1イベントにつき1通、2名まで
※詳細はHPをご覧ください

展覧会関連企画

［受付日］平成27年4月4日（土）・5（日）10:00〜17:00
［受付場所］世田谷美術館地下１階創作室AB、清川泰次記念ギャラリー
［抽選会］平成27年4月19日（日）世田谷美術館講堂にて。詳細は受付時にご案内します。

区民ギャラリー利用申込受付 平成27年10月～平成28年3月分の区民ギャラリー後期
利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.29

戦後間もない1951
年、単身でアメリカ
へ渡り、摩天楼が建
ち並ぶシカゴなど
で3年間、絵画制作
に励んだ時期の作
品を中心に、昨年度
新たに収蔵された
作品も加えて紹介。

宮本三郎は絵画
制作を行うだけ
ではなく、多数の
美術論をその生
涯で著しました。
本展では宮本の
言葉によって美
術史や美術理論
を学びつつ、その
実践としての絵
画をご覧いただ
きます。

日本各地の民家
を訪ね、描き続
けた向井潤吉。
青森や岩手、宮
城、福島などを
中心に、多くは
晩春から初夏に
かけ、東北地方
を瑞々しく描い
た作品を展覧し
ます。

関 連 企 画 山田風太郎自筆日記

萩原朔太郎『猫町』

『リバーズ・エッジ』原画©岡崎京子／宝島社

清川泰次 イン・シカゴ
4月4日（土）～7月26日（日）

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

http://www.kiyokawataiji-annex.jp/
展覧会

■ ■ ■ ■ ■ ■  次 回 コ レ ク シ ョン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　☎5450-9581

http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

向井潤吉　みちのくを歩く
4月4日（土）～7月26日（日）

展覧会

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■

世田谷に住んだ
東宝スタジオゆかりの作家たち

開催中～4月12日（日）　2階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

下北沢クロニクル
開催中～4月5日（日）　1階展示室

特集・戦後70年と作家たち
4月25日（土）～9月27日（日）　1階展示室

友の会との共催講演
体
からだ

で生きてきた
4月29日（水・祝） 14:00～15:30　文学サロン

岡崎京子展
戦場のガールズ・ライフ

開催中～3月31日（火）　2階展示室

開館20周年記念
植草甚一スクラップ・ブック
4月25日（土）～7月5日（日）　2階展示室

速水御舟とその周辺
―大正期日本画の俊英たち

5月2日（土）～7月5日（日）　1階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

世 田 谷  美  術  館  分  館

《水辺の曲り家》
（岩手県花巻市大迫町内川目）

1976年

《乳牛》1958年頃

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜3/29
町田市立南大谷中学校第三回美術展 七彩展　

「良寛のこころ」書画二人展 美大イッパチ会作品展―2015―

3/31〜4/5 彩アート展
第3回 乙丸先生とゆかいな仲間展　
第1回 BE水曜の油絵展

4/7〜12
誠之フォトクラブ写真展 第18回 みどり会美術作品発表会
第10回 雅流会作品展 雅水会　絵画作品展

4/14〜19 雅遊会　作品展 KIYO'S CLUB ecru展
4/21〜26 松永謙一展 東京あかり博覧会　※22日から開催

※ほとんどの場合、展示品の搬入出作業があるため、公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了。お問合せは当館総務課まで

世田谷美術館 区民ギャラリー

東宝スタジオ展
映画＝創造の現場

開催中～4月19日（日）　1階展示室

「七人の侍」撮影風景　黒澤明監督1954年
　©TOHO CO.,LTD. 個人蔵

速水御舟《洛北修学院村》
1918年

　滋賀県立近代美術館蔵

左：柳生悦子
《衣裳デザイン

「君も出世が出来る」》
（監督：須川栄三）

　1964年公開
©TOHO CO., LTD.

　世田谷文学館蔵
右：「社長道中記」

ポスター
　1961年

©TOHO CO., LTD.
　世田谷文学館蔵

久保一雄　スケッチ（祖師谷風景）1956年頃

●世田谷文学館コレクション展　●世田谷美術館ミュージアム コレクション　●向井潤吉アトリエ館　●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

さ く ら 祭

3月28日（土）・29日（日） 10:00～16:00　
美術館広場（雨天館内）

ワークショップ、ライブ、フリーマーケット
など　※詳細はHP参照

世田谷美術館
美術大学

28期生 募集
5月から12月まで講義と実技と鑑賞で
総合的にアートを学びます。

［募集期間］受付中～3月31日（火）
※詳細はHP参照

《シカゴにて》 1951-1952年

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜3月31日（火）   
　　　　  岡崎京子展　戦場のガールズ・ライフ
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500円、小・中学生300円→250円
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます　※他の割引との併用はできません

観覧料 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜4月19日（日）
　　　　   東宝スタジオ展　映画＝創造の現場
一般1,000円→900円　65歳以上、高校・大学生800円→700円　小・中学生500円→400円
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます   ※他の割引との併用はできません

観覧料

〒157-0062 世田谷区南烏山1-１0-１0　☎5374-9111　最寄「芦花公園」駅　［開館時間］10:00〜18:00（展覧会入場は17:30まで）
［休館日］ 毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合は翌日）　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル☎5777-8600　 http://www.setagayaartmuseum.or.jp/
［開館時間］ 10:00〜18:00（展覧会入場は17:30まで）  ［休館日］ 毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合は翌日）世田谷美術館 Art

展示替えのため、次の期間は展示を休止します。企画展：4月1日（水）～4月24日（金）　コレクション展：4月6日（月）～4月24日（金）



車椅子スペースあり（定員あり・要予約） 
料金：該当エリアの料金の10％割引・付添者は1名まで無料
申込：ご希望日前日の19:00までに劇場チケットセンターへ

託児サービスあり（定員あり・要予約）
生後6カ月～9歳未満対象／料金：2,000円
申込：ご希望日3日前の正午までに劇場受付☎5432-1526へ

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認） 
高校生以下対象／当劇場がおすすめする公演のチ
ケットを一般料金の半額、または割引価格で提供

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳対象／当劇場主催公演（一部除く）の
チケットを一般料金の半額、または割引価格で提供。
また、主催以外の公演もご案内する場合あり。オンラ
インのみ取扱

世田谷パブリックシアター友の会
会員先行予約・割引あり

割引サービス／観劇サポート
世田谷パブリックシアターチケットセンター

席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。発売中のチケットに関し
ては、予定枚数を終了している場合がございます。また、開演後は本来
のお席にご案内できない公演もございます。予めご了承ください。

5月16日（土） 18:30　成城ホール
6月6日（土）　15:00　成城ホール
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T世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 世田谷パブリックシアター／シアタートラムと音楽事業部の公演チケットを
取り扱っています。

i c k e t  I n f o r m a t i o n

会員先行発売・割引対象

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでもお引取りが可能です。手数料108円／1枚

 窓口で  三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階　10:00～19:00

 オンラインで （要事前登録・登録料無料）　 P C 携帯http://setagaya-pt.jp/ http://setagaya-pt.jp/m/

 電話で ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00 　　　　　　　　　　　   会員先行発売・割引
（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）　

世田谷区在住の15歳以上の方を対象としたサービスです。公益財団法人せたがや
文化財団が発行する「せたがやアーツカード」にお申込みいただくと、世田谷パブリック
シアターチケットセンター（電話・窓口）及びオンラインチケットにてご予約・ご購入
いただけます。

①イベント名  ②住所  ③氏名（ふりがな）  ④電話番号  ※往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名をご記入ください
●宛先は各記事申込み先へ　●重複申込み不可　●特別に条件がある場合は明示します　●個人情報については目的外に使用することはありませんハガキ・FAX・メール記入方法

〒154-0004 世田谷区太子堂４-１-１キャロットタワー５F　最寄「三軒茶屋」駅　☎5432-1535 （月〜金：10:00〜18:00）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i c音 楽 事 業 部

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515　　 音楽事業部

〒154-0004 世田谷区太子堂４-１-１キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅
☎5432-1526　 5432-1559　 http://setagaya-pt.jp/Thea t r e世田谷パブリックシアター

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

笠井叡　
上村なおか　黒田育世　白河直子　寺田みさこ　森下真樹　山田せつ子

 Ａ席 3,800円　一般 Ａ席 4,000円　Ｂ席 3,000円 他
ハイウッド　☎3320-7217（平日11:00～19:00）

前川知大　 浜田信也　安井順平　伊勢佳世　盛隆二　
岩本幸子　森下創　大窪人衛 他

 4,000円　一般 4,200円　プレビュー 3,800円
イキウメ ☎3715-0940

平沼仁一　 村山二朗  田川智文  加藤拓哉  横山亮介  露木一博  佐藤晃弘  長谷川暢
 SS席 4,750円   S席 3,800円   A席 3,325円   一般 SS席 5,000円   S席 4,000円   A席 3,500円

アートウィル　☎5707-1711（平日10:00～18:00）

3/26272829

19:30
15:00

ダンス 3/26（木）～29（日） 天使館　笠井叡◉新作『今晩は荒れ模様』 発売中

音 楽 5/9（土）
13:00/17:00開演 和太鼓 東京打撃団 20周年記念公演

大野慶人作品『霧笛』　天久聖一作品『とっても風流』　
伊藤千枝作品『Ms.Dの日常』　※上演順未定　

篠崎芽美　矢嶋里美　岡里蓉子　佐々木美和　伊藤千枝
 3,600円　一般 3,800円　U24・24歳以下割引（当日要年齢確認証提示） 2,500円

珍しいキノコ舞踊団　☎090-4844-1515

平原慎太郎　 景井雅之 他　 播磨みどり
東海林靖志　柴一平　菅江一路　薬師寺綾　町田妙子　小松睦　渡辺はるか　

 3,300円   一般 3,500円   大学生（当日要年齢確認証提示） 2,500円
高校生以下（当日要年齢確認証提示） 1,500円　 ロックスター　☎5272-0991

天児牛大
蟬丸　岩下徹『新作』　竹内晶　市原昭仁   

長谷川一郎『うむすな』　松岡大　石井則仁　百木俊介　
 S席 4,800円   一般 S席 5,000円   A席 3,000円   U24 2,500円

※開演時刻にご着席のない席は指定を解除し、山海塾の指定する席へご案内します
※演出上、開演後10分間は場内にご案内できない場合があります

山海塾　☎3498-9622

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

ダンス

ダンス

ダンス

珍しいキノコ舞踊団 新作公演
『珍しいキノコ御膳 美味しゅうございます。』

OrganWorks『TSURA』

山海塾 『新作』『歴史いぜんの記憶―うむすな』

3/28（土）・29（日）

演 劇 イキウメ『聖地 Ｘ
エックス

』5/10（日）～31（日）

5/4（月・祝）～6（水・休）

5/20（水）～31（日）

発売中

発売中

発売中

発売中

29

18:00
13:00

3/28

5/2021222324

19:00 19:00
15:00

5/293031

15:00

『新作』 『うむすな』

　ポストトークあり　出演：天児牛大　
ゲスト：5/21 渡辺保（演劇評論家）
　　　5/29 小沼純一（早稲田大学教授、
　　　音楽・文芸批評）

三味線の本條秀太郎と日本画家の三谷靭彦
が、故・三谷一馬の残した浮世絵をヒント
に、『世田谷に息づく江戸の粋』をひもとく
レクチャーコンサート。
二人の洒脱な談義と三味線の音が、皆様を
江戸の世界にお連れします。
［唄・三味線］本條秀太郎　本條秀五郎

　［ゲストコメンテーター］三谷靭彦（画家）　［鳴物］鼓友緑佳
曲 玉川、五月雨、浅くとも 他

 3,500円　一般 4,000円　 　※未就学児はひざ上の場合は無料

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと世田谷パブリックシア
ターのスタッフが力を合わせおおくりしている『フリーステー
ジ』。毎年、たくさんの方にご来場いただいておりますが、特に
混雑が予想される世田谷クラシックバレエ連盟の公演につき
ましては、事前に入場券（指定席）を配布いたします。入場券を
ご希望の方は、内容をご確認のうえ必ず期間内にお申込みく
ださい。（応募者多数の時は抽選）

お1人様1申込みのみ2席まで
●小さいお子様でも、お席を必要とされる場合には1席分とし

てお申込みください。
●お席の必要がない（保護者のお膝の上で鑑賞する）お子様に

ついては、別途その人数をお知らせください。
往復ハガキの往信に①お名前（ふりがな）②住所③電話番号

④希望席数（2席まで）⑤お席が必要ないお子様の人数、返信に
住所とお名前（「様」をお書き添えください）をご記入ください。

 宛先  〒154-0004　世田谷区太子堂4-1-1
キャロットタワー5F「フリーステージ担当」宛

4/5（日）消印有効　※結果は4/10までに返信ハガキを発送。
※当日券の配布については追ってホームページでお知らせします。
※消えるボールペンの使用はご遠慮ください。

劇場「フリーステージ」担当　☎5432-1526
※音楽部門（4/29）とダンス部門（5/4・6）の公演は入場券の事前
配布はなく、ご来場いただいた順に客席にお入りいただけます。

世田谷クラシックバレエ連盟（4/29）入場券の
お申込みについて

せたがやジュニア
オーケストラ団員募集
せたがやジュニアオーケストラは、
下記パートを募集しています。
申 込 詳 細 は http://www.s-j-o.
jp/をご覧ください。
ヴィオラ、チェロ、コントラバス、
フルート、トランペット

音楽事業部

クラシックの中野、ジャズの松永――
同世代の若きピアニストが繰り広げる
ピアノの饗宴！ 2台のピアノを全方位
からとり囲み、臨場感溢れるコンサー
トをお楽しみください。

中野翔太　松永貴志
曲 チック・コリア：スペイン　
　大野雄二：ルパン三世のテーマ　他

全席自由  2,800円　一般 3,000円　 　※未就学児入場不可

本條秀太郎『日本の音』 ～江戸の粋～ 室内楽シリーズ アラウンド・ザ・ピアノ
―中野翔太＆松永貴志―

中野翔太　©Yuuji 松永貴志

発売中
発売中

中島敦　
演出 野村萬斎　

野村万作　野村萬斎　石田幸雄　
　深田博治　高野和憲　月崎晴夫　
　［大鼓］亀井広忠　［尺八］藤原道山

S席（1・2階） 7,500円　
一般 S席 7,800円　A席（3階） 5,000円　
プレビュー　S席 6,800円　A席 4,000円
Ｕ24・高校生以下（当日要年齢確認）　一般・プレビュー料金の半額
※未就学児入場不可　

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

『敦
あ つ し

 ― 山
さ ん

月
げ つ

記
き

・名
め い

人
じ ん

伝
で ん

 ―』
生きるとは何か、そして死ぬとは何か ――
野村萬斎が挑む中島敦の世界

13:00
14:00
18:00
19:00

6/131415 1617 18192021

休
演

プレビュー公演
学生団体が入ります◆

◆◆

撮影：篠山紀信

世田谷パブリックシアター　6月13日（土）～21日（日）

Technical Theatre  Training Program

舞台技術講座2015
舞台芸術を支えるスタッフを目指す人たちのための
講座を開催します。基本的な知識と技術を、講義と実
技の両面から学ぶ、初心者のための講座です。

初演から10年の時を経て、待望の再演が決定！「私とは
何か？」今だからこそ、小説家・中島敦の心を突く深淵
なる問いかけに、野村萬斎が新配役と新演出で挑みます。
詩人として成功できなかった無念のあまり虎になってし
まう男の物語『山月記』、そして弓矢の名人への道を志し
師匠を討とうと企み、ついに尋常ならざる境地へとたど
り着く『名人伝』。人間の欲望と理性の葛藤が見事に描か
れている近代小説の名作が、古典芸能の技法や発想を取
り入れ、漢文調の響きを活かした現代劇に生まれ変わり
ます。狂言師たちが大胆な舞台美術と照明、映像効果、
そして大鼓と尺八の生演奏の中で躍動します。

①舞台音響入門講座　5月14日（木）13:00～18:00
②舞台照明入門講座　5月15日（金）13:00～18:00
③舞台技術安全講座　5月16日（土）13:00～17:00
　（両日参加できる方） 5月17日（日）10:00～16:30

①②各30名、③40名　※いずれも書類選考有り
①②③各3,000円　

世田谷パブリックシアター
5月1日（金）必着
ホームページ（レクチャー・講座）から、または舞台

技術講座チラシ裏面に必要事項をご記入の上、郵送か
FAX（5432-1529）で技術部「舞台技術講座」係へ。

劇場 技術部「舞台技術講座」担当　☎5432-1522

世田谷パブリックシアター『フリーステージ2015』

本條秀太郎 三谷靭彦

illust:Masahiro Yamanaka

 4/3（金）
一般  4/4（土）

発　売
開始日

◀17日以降  13:00＝（日）、13:00/18:00=（土）、19:30=（火）（水）（木）（金）、20（水）は14:00有、休演=（月）

5/4 5 6

19:00
15:00

5/10111213141516

プレビュー公演

18:00
13:00

19:30
休
演

【受付期間】 4月1日（水）10:00～4月5日（日）23:59
【受付方法】 電話予約　チケットぴあ特別電話0570-02-
9965（音声自動応答）（先行は劇場チケットセンターの取
扱なし） 
※一部携帯電話･PHS･CATV接続電話･IP電話からは利
用できない場合あり。お手元にメモをご用意の上、お電話
をおかけください。パスワード0605の入力が必要です。

【抽選結果確認】 4月7日（火）10:00～4月9日（木）18:00
チケットぴあ特別電話☎0570-02-9965 （音声自動応答）
お申込み時にお伝えする5ケタの申込受付番号の入力が
必要です。

【チケット引換期間】 4月7日（火）10:00～4月9日（木）23:30
【引換場所】 チケットぴあ店舗、セブン-イレブン、サーク
ルK・サンクス
引換の際、9ケタの「チケット引換番号」と「お客様の電話
番号下4ケタ」が必要。また、セブン-イレブンでの引取の
際、13ケタの「払込票番号」が必要です。

【注意事項】 お申し込みは1回限り、1公演2枚まで、第3希
望までエントリー可能です（当選は1公演のみ）。
先行抽選予約は、必ずしも良いお席を提供するものではあ
りません。

劇場チケットセンター　☎5432-1515（10時～19時）

未就学児
入場不可

北村想　 寺十吾　
段田安則　小泉今日子　春海四方　山田悠介・浅野和之　

 割引なし　一般 6,800円　※お一人様1コールにつき、1公演4枚まで。
車いすスペースご利用は、一般発売日より劇場チケットセンターに要申込み。

シス・カンパニー ☎5423-5906

演 劇 シス・カンパニー公演
日本文学シアターVol.2【夏目漱石】『草枕』6/5（金）～7/5（日）

6/5 6 7 8 9 1011

15:00
14:00

18:00
19:00

休
演

▲12日以降　14:00＝（日）、14:00/18:00＝（土）、15:00＝（水）、15:00/19:00 ＝（火）（木）、19:00＝（金）、休演＝（月）

先行抽選
予約あり 一般  4/12（日）発　売

開始日

対象公演
『フリーステージ2015』　世田谷クラシックバレエ連盟公演

申込方法
重複しての
お申込み不可

『草枕』世田谷区民先行抽選予約のご案内

発売日
  ４月18日（土）
 一般 ４月19日（日）

　　  4/29（水・祝）16:00開演　　　　 世田谷パブリックシアター日時 会場

世田谷パブリックシアター

シアタートラム
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観光の資源として多くの人の知るところと
なっています。しかし、衣装そのものや背景
にある「働く姿」についてはあまり知られてい
ません。衣装の展示とともに地域の特色や歴
史的背景などを紹介します。� 無料

1「大原女衣裳とあんこさんの服装あ
れこれ」
4月25日（土） 14:00〜15:30　生活工房5F
衣装の移り変わりや今に伝わる創意工夫な
どについて解説します。

青木美保子（京都女子大学准教授）　 申
込先着50名　 500円
2「アートにみる大原女とあんこさん」
5月9日（土） 14:00〜15:30　生活工房4F
それぞれの地域の気候風土の中で絵画など
に登場する姿について解説します。

田中圭子（京都造形芸術大学専任講師）　
申込先着50名　 500円

春は年度の変わり目、移動の季節。世界では、
雨季と乾季、川の氾濫など、実にさまざまな
タイミングで移動をする民族や、動物たちが
います。めぐる季節とともに地球の上をめぐ
る生命を、映像でご覧ください。

［上映作品］『ザンビアのクオンボカ  ロジ族の
大移動』『サーミ人のテント』、自然映像『驚異
の大移動』など6作品   ※詳細HP参照   当日
先着50名   800円   不要、直接会場へ

13年目を迎える、春・秋の恒例イベント
「世田谷アートフリマ」。本展はアートフリマ
と連動し、ゆかりのある様々な作家が集うグ
ループ展です。春のアートフリマ開催に先駆
けて、個性豊かな作品たちが3Fギャラリー
を彩ります。 無料

京都大原の大原女（おはらめ）と伊豆大島の
あんこさんといえば、日本の東西の象徴的な

③大蔵第二フィットネス
4月1日〜2016年3月31日　月〜日曜（休館
日・2016年1月1日〜１月3日を除く）

高校生相当以上　 600円　 ①総合運
動場管理事務所（〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎
3417-4276 3417-1734）② 千 歳 温 水
プール管理事務所（〒156-0055 船橋7-9-1 
☎3789-3911 3789-3912）③大蔵第二
運動場トレーニングルーム（〒157-0074 大
蔵4-7-1 ☎3749-2223）

［種目］個人戦（年齢・性別ハンデ）　 2,000
円（3Ｇ）　 往復ハガキで区ボウリング連
盟・野中（〒157-0072 祖師谷4-25-3-101 
☎3482-2194）へ　 4月20日（必着）

区内在住・在勤・在学者及び区協会登録
者　 1,000円　 総合運動場洋弓場また
は世田谷公園洋弓場に掲示の申込書に記入

4月21日　 区アーチェリー協会・松村
（☎090-3247-4645）

■武術太極拳選手権大会
5月17日（日） 9:00〜　総合運動場体育館 他

区内在住・在勤・在学者　 個人1,000円
（中学生以下500円）、団体500円／人

電話で区武術太極拳連盟事務局（☎
3413-3721）へ　 4月10日（必着）

1歳半～4歳の子どもとその保護者   抽
選20組　 3,000円　 4月30日（必着）

①梅丘コース
5月11日 〜6月29日　 毎 週 月 曜 16:30〜
18:00（全8回）　梅丘中学校温水プール
②烏山コース
5月12日 〜6月23日　 毎 週 火 曜 18:00〜
19:30（全7回）　烏山中学校温水プール
①～②とも　 小学生の初心者・初級者

抽 選 ①50名 ②40名　 ①4,000円 ②
3,500円　 ハガキかFAXで①梅丘中学
校温水プール（〒156-0043 松原6-5-11 ☎

3322-6617）②烏山中学校温水プール
（〒157-0062 南烏山4-26-1 ☎ 3300-
6703）　 4月12日（必着）

55歳以上　 抽選50名　 3,000円　
4月20日（必着）

※詳細は当財団HPをご覧ください
①総合運動場フィットネス
4月1日〜2016年3月31日　月〜日曜（休館
日を除く）　 高校生相当以上　 250～
500円（30～60分クラス）
②千歳フィットネス
4月1日 〜2016年3月31日　 月 〜 土 曜（祝
日・休館日を除く）　 高校生相当以上

200円（別途施設利用料金）

■テニス社会人大会
6月21日（日）〜9月19日（土）
総合運動場テニスコート

下表のとおり（すべて先着順）   （単）1,000
円・（複）2,000円　 4月29日 6:00～総合
運動場体育館正面入口で整理券配布、9:30
～受付。所定の申込書と参加費を持参   ※受
付終了後、空きのある種目は5月7日（木）、8
日（金） 15:00～18:00に区テニス協会（桜丘
1-17-18 ☎5451-0691）で受付（郵送不可）

小学生とその家族　 先着10,000名
無料　 4月19日（必着）　※参加者の中か

ら①ピッチ見学ツアー＆ハイタッチキッズ（抽
選50名）②エスコートキッズ（小学1～3年生
抽選11名）募集！！ご希望の方は申込時に明記

①フットサルボディメイキング
5月13日〜7月15日  ※除外日あり  毎週水曜 
10:00〜11:30（全8回）　総合運動場体育館

古庄亨（元プロフットサル選手） 他
②テニス
5月26日〜7月14日  毎週火曜 9:30〜10:50

（全8回）　総合運動場テニスコート
鈴木武仁（元プロテニス選手） 他

①②とも　 18歳以上の女性　 抽選①30
名②20名　 ①12,000円②20,000円

4月22日（必着）

18歳以上の初心者・初級者　 抽選30名
3,000円　 4月22日（必着）

①成城の部　5月23日〜7月11日
毎週土曜 18:00〜19:30（全8回）
ニュー成城ゴルフセンター
②千歳の部　5月11日〜6月29日
毎週月曜 14:00〜15:30（全8回）　千歳ゴル
フセンター
①②とも　 18歳以上　 抽選10名

20,000円　 4月30日（必着）

小学3年生～中学生　 抽選10名
12,000円　 4月22日（必着）

キャロット
タワーの3・
4・5階を会
場に2日間で
延 べ160組
のアーティ
ストが集ま
る世田谷アートフリマ。3階では大人から子
どもまで当日参加可能なワークショップを開
催。4・5階の各アーティスト・ブースでは、
手づくりの雑貨やアクセサリー、和小物など
が購入できるほか、カフェや軽食のコーナー
もあります。お気に入りのアイテムを見つけ
にキャロットタワーへ遊びにきてください!
※出展者募集は終了しています。

入場無料　 世田谷アートフリマプロジェ
クト:中根（世田谷233） ☎5430-8539（火・
水曜以外）　［詳細］http://artfleama.net/

1世田谷線☆ミニチュアを作ろう！
4月18日（土）・19日（日） ①11:30〜12:30
②13:30〜14:30 ③15:30〜16:30
世田谷線の車両や線
路のミニチュアに、
シールを貼ったり、装
飾をしてジオラマを
完成させます。

佐々木朋哉　 中学生以上　 各日20名
程度（予約不要）　 500円　
2幸運の招き猫☆オブジェを作ろう！
4月18日（土）・19日（日） ①12:00〜13:00

②14:00〜15:00 ③16:00〜17:00
オーブンで焼いて仕上げる粘
土を使って、かわいい招き猫
を作ります。

コヤナギアイコ　 小学校
４年生以上　 各回3名程度

（予約不要）　 500円　
3簡単☆折り豆本を作ろう！
4月18日（土）・19日（日） 11:00〜17:00（途
中休憩13:00〜14:00）
3cmほどの、小さな本を作
ります。「折り本」という、
ページを蛇腹折りにして作
る方式ですので、どなたで
も簡単に楽しめます。

九十九耕一　 小学校1年生以上　 各
日20名程度（予約不要）　 300円　

映像と模型、プ
ロジェクション
マッピングの手
法で、自然の営
みと人との関わ
りについて紹介
します。約5分
間の映像を繰り返し上映します。

無料　 不要、直接会場へ

 成人女性スポーツ推進事業
「レディーススポーツ」

 親子スポーツ観戦デーサッカー
J2〜東京ヴェルディVS

ジェフユナイテッド千葉〜
5月6日（水・休） 13:00キックオフ
駒沢オリンピック公園総合運動場

陸上競技場
第65回 世田谷区民体育大会

事前申込が不要な教室

  ジュニア水泳教室

 ゴルフ教室（成城の部）

  社交ダンス教室
5月9日〜6月6日　毎週土曜 19:00〜20:30

（全5回）　弦巻中学校体育館

 ジュニアゴルフ教室
5月9日〜6月27日　毎週土曜

16:00〜17:30（全8回）　成城ゴルフクラブ

  親子体操教室
5月15日〜6月12日   毎週金曜 10:00〜11:30

（全5回）   代田区民センター多目的室

  生涯健康づくり体操
5月8日〜7月24日　毎週金曜

13:00〜14:30（全12回）   池尻区民集会所

教　室

イベント

2Fギャラリーカフェくりっく壁面展示
平日9:00〜20:30（土日祝休は ☎5430-1486）

開催中〜3/31（火） Trois/花に魅せられてⅦ

3月28日（土）14:00〜17:00頃　生活工房4F

時をときはなつ　vol.2
時のドキュメンタリー上映会

「移動の時」

キャロットタワーで遊ぶ2日間
世田谷アートフリマ Vol.23

4月18日（土）〜19日（日）  11:00〜17:00
生活工房3F〜5Ｆ

過去の展示の様子（2014年）

大原女 あんこさん

森・里・海の連環による豊かな海づくり
「レリーフジオラマ」上映会

3月27日（金）〜28日（土）、30日（月）〜31日（火）、
4月5日（日）〜6日（月）、8日（水）〜11日（土）

以降の日程はHP参照
各日14:00〜15:30（途中入退場可）　2F八角堂

手づくり作家たちの展覧会
世田谷アートフリマ　つながり展
4月4日（土）〜4月19日（日） 9:00〜20:00

（最終日は17:00まで）
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

三者共催 区民ボウリング大会
4月26日（日） 9:00〜　オークラランド

アーチェリー春季世田谷選手権大会
4月29日（水・祝） 9:00〜   世田谷公園洋弓場

12とも電話かメール（P3記入方法参
照）で生活工房へ

先着900名（新小学1年生以上　※小学生は保護者同伴）　 1,000円（小・中学生500円）　※事前払い
インターネットまたは電話　●電話による申込み・お問合せ（申込みに関すること） ☎0466-52-5448

平日10:00～17:00　●インターネットによる申込み　http://www.se-sports.or.jp/walk2015　※お
申し込み後、参加費をお支払いいただいた方には、4月30日頃参加案内を発送いたします
（公財）世田谷区スポーツ振興財団　☎3417-2811 3417-2813★ハーフコース（約９ｋｍ）　※制限時間３時間（9:00〜12:00）

世田谷区立兵庫島公園⇒調布市多摩川児童公園自由広場（調布市下布田2550-2）
※最寄り駅／京王相模原線京王多摩川駅　徒歩５分
★健脚コース（約19ｋｍ）　※制限時間６時間（9:00〜15:00）
世田谷区立兵庫島公園⇒調布市多摩川児童公園自由広場⇒多摩市一ノ宮公園（多
摩市一ノ宮1049）　※最寄り駅／京王線聖蹟桜ヶ丘駅　徒歩７分

写真判定装置を使った50m記録会あり　 高野進（バルセロナ五輪陸上競技男子400m8位入賞）
小学生 A1･2年生 B3･4年生 C5･6年生　 各抽選50名　 2,000円　 4月13日（必着）

第16回  多摩川ウォーク
高野進 子どもかけっこクリニック＆記録会

5月10日（日） 9:00〜15:00  ［参加者受付］ 8:10〜  ［開会式］ 8:40〜  ※荒天中止
参加者
募集中

4月14日
締切

（先着順）

5月6日（水・休）9:00〜12:00
総合運動場陸上競技場

総合運動場温水プールリニューアル
オープン記念イベント（4月1〜19日）

スタンプを集めて利用券GET！！
※詳細は当財団HPをご覧ください

当日参加型ワークショップ
1～3すべて不要、直接会場へ

関連イベント

大　会（共催事業など）
※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、
区スポーツ推進課にあります。一部当財団ＨＰから
ダウンロード可　※詳細は大会要項をご覧ください

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

働く女性の衣装
大原女とあんこさん

4月24日（金）〜5月24日（日） 9:00〜20:00
　3F生活工房ギャラリー　会期中無休

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅　☎5432-1543　 5432-1559
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房 Des ign

申込方法
公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団  〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1  ☎3417-2811  3417-2813  http://www.se-sports.or.jp/

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

特に記載のない事業はハガキかFAXでスポーツ振興財団へ（ はホームページからも申込可能 はアイディクラブ協賛会員割引対象）
①イベント名 ②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤学年 ⑥年齢 ⑦性別　※個人情報については目的外に使用することはありません

種目（すべて先着順） 定員（単） 定員（複）
一般男子　A日程 144名 120組
一般男子　B日程
（土曜ワンデー） 32名 72組

45男子（45歳以上) 64名 64組
55男子（55歳以上） 64名 32組
65男子（65歳以上） 32名 32組

一般女子（平日） 72名 64組
一般女子（休日） 88名 120組

再生紙を使用しています

3月号  印刷 3/13
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