
次回（10月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

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
公益財団法人  せたがや文化財団　　　　  〒154－0004 世田谷区太子堂4－1－1

http://www.se-sports.or.jp/
http://www.setagaya-bunka.jp/

☎ 3417－2811
☎ 5432－1501発行

編集 チケットセンター前売情報 P4・5世田谷パブリックシアター

2016年9月25日
Vol. 185

毎月25日発行
106030

世田谷文学館

世田谷区スポーツ振興財団

・・・P5

・・・・・・・・・・・・・P7

・・P8

世田谷美術館

生活工房

音楽事業部

世田谷パブリックシアター

・P2

・・・・・P3

・・・P4

 

月

卒寿を超えてなお現役の染織家・志村ふくみ（1924年-）は、草木からの自然染料で糸を染め、織
り上げる作品で知られます。1990年、紬織の重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定され、昨
年は文化勲章を受章しました。また「民衆の知恵の結晶である紬の創作を通して、自然との共生と
いう人間にとって根源的な価値観を思索し続ける芸術家」として2014年には第30回京都賞を受賞
しています。
本展では、代表作を中心に、初期の作品から最新作までを一堂に展示することで、60年におよぶ
創作の歩みを紹介するとともに、志村ふくみの魅力とその芸術の核心に迫ります。

“世田谷芸術百華”とは9月から11月の期間中に、美術館や劇場・文学館などの文化施設のみならず、まちかどや商店街、公園などの身近な場所で、多彩な文化・
芸術の催しが華の咲き誇るように展開される秋のフェスティバルです。プログラムは、せたがや文化財団各施設、区役所、出張所、図書館などで配布しています。

開催中〜11月6日日

世田谷美術館

母は九十近くなって、初めてヨーロッパで仕事をすることになりました。一昨年の
正月から初夏にかけて、パリとベルリンで私たち親子の展覧会が開催されました。
ドイツ滞在中、ベルリンのペルガモン博物館に行き、イシュタール門の牡牛のレ
リーフと藍色のタイルの色の美しさにとても感動いたしました。
帰国後、「母衣への回帰」の中心になる作品作りが始まりましたが、母の心には日本
の仏教美術を代表する曼荼羅の構図と、ペルガモンのイシュタール門の彩色が重
なり響き合ってきたようです。
ある日のこと、母はデスクに向かって創作の曼荼羅を描きだしました。タイルのよ
うに整然と並んだ藍のグラデーションの構図です。中心の光の部分は大日如来の
存在を意識しているのでしょうか。何処か異国の雰囲気もしています。下絵ができ
たら工房一丸となって働き、ペルガモン曼荼羅が完成いたしました。

志村洋子（染織家・志村ふくみ長女）

「母
ぼ

衣
ろ

曼荼羅」によせて

S H I M U R A
F U K U M I

―
母ぼ

衣ろ

への
回
帰

《母衣曼荼羅》2016年（387.5cm×262.5cm）
《橋姫》2000年　滋賀県立近代美術館蔵（前期展示）

《鈴虫》1959年　滋賀県立近代美術館蔵（前期展示）

関連企画は2Pをご覧ください

※会期中大幅な展示替えを行います

 ［休館日］毎週月曜日　※10月10日（月・祝）は開館、翌11日（火）は休館
 ［開館時間］10：00～18：00（入場は17：30まで）

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
※リピータ－割引（会期中）あり
　本展有料チケット半券のご提示で2回目以降の観覧料が団体料金になります

前期 9月10日～10月10日、後期 10月12日～11月6日
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期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

9/27〜10/2 パレット99絵画展
加藤美術教室幸風展　※28日から公開

植物画教室　作品展

10/4〜9 第27回 世田谷児童作品展　※5日から公開 
ART Garden EXHIBITION 2016　※5日から公開

静水会書作展
10/10〜16
※11日（火）は休館日

坂本ひろのおとなのための美術教室作品展２
紫陽花の会

小野祐子個展

10/18〜23
十和の会　和紙造形展

陶芸教室　祖師谷陶房　生徒作品展　※19日から公開
誠之フォトクラブ写真展

10/25〜30 世田谷美術館美術大学26期展
m - act展
写真塾わいわい 第11回写真展

世田谷美術館 区民ギャラリー

※公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了（ただし、主催者により公開時間は異なります）。お問合せは当館総務課まで

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　※リピーター割引（会期中）：本展有料チケッ
ト半券のご提示で2回目以降の観覧料が団体料金になります

■100円ワークショップ「タテ×ヨコ」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随時受付）　創作室
糸をタテとヨコに組み合わせて、ミニ織物を作ります。

どなたでも　 1回100円

■子ども×大人ワークショップ「しむらのいろ――草木から生まれる色の世界」
10月15日（土） 13:00～16:00　創作室AB、1階展示室
玉葱からはどんな色が？爽やかな水色はどんな植物から生まれるのでしょう？お話と
作品鑑賞の後、子どもと大人がペアになり、一つのオリジナル作品を作ります。
志村ふくみの工房で、様々な植物を使って染められた貴重な糸を台紙に貼って、そこか
らイメージされる言葉と色によるコラボレーションを楽しみます。

都機工房　 小学4年生〜中学生とその保護者　 20組40名（応募者多数の場合は抽
選）　 子ども1名、大人1名の1組3,000円（展覧会観覧料を含む）　 往復ハガキ（欄外
記入方法参照、子どもと大人それぞれのお名前を明記）で当館へ　 9月30日（消印有効）

関 連 企 画

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

藤井隆史、白水芳枝　
［曲目］ドヴォルザーク／交響曲第5番op.95 
「新世界より」 第4楽章 他　 抽選140名

無料　 往復ハガキ（欄外記入方法参照、
2名まで連名可）で当館へ　 10月31日（消
印有効）　※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

世界各地に残る古代文明や神話は、美術
家たちの創造の源泉となってきました。 
利根山光人によるマヤの遺跡拓本をはじ
め、ギリシャ神話や日本の古事記など、描
かれた神話の世界をご紹介します。

志村ふくみ―母
ぼ ろ

衣への回帰

小裂帖（春）展開2012年

1階展示室開催中～11月6日（日）

世 田 谷  美  術  館  分  館

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

［受付日］平成28年10月8日（土）、9日（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28年10月23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29年4月～9月分の区民ギャラリー前期利用申込
受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

［募集部門］日本画・洋画（アクリル、コラージュその他の技法・材料を含む）・水彩画・版画
［作品受付］10月1日（土）、2日（日） 10:00〜16:00　世田谷美術館 講堂　
［展覧会］2017年1月4日（水）〜8日（日）　※詳しくは当館、当館HP、区役所、支所、出張所、図書館、
区民センターなどで配布の要項をご覧ください。

第38回 世田谷区民絵画展作品募集

［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
の場合は翌平日）、展示替期間　 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

3分館リレーギャラリートーク　10月8日（土） 11:00～向井潤吉アトリエ館（弦巻）、
14:00～宮本三郎記念美術館（奥沢）、16:00～清川泰次記念ギャラリー（成城）　
いずれも15分程度。移動は各自となります。1館のみでも参加できます。

無料　※ただし、展覧会観覧料が必要です　 事前申込不要　

10月16日（日） 10:30～12:00（受付開始
10:00）
当館学芸員による展示解説と、神話や物語
にまつわるおはなし会を行います。ぜひお
子様と一緒に美術館へのお出かけをお楽し
みください。

解説・当館学芸員、おはなし・おはなし広
場、百音の樹　 どなたでも（おはなし会は幼

児・小学生向け）　 無料　※別途、展覧会観
覧料が必要です　 事前申込不要

11月20日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
明智洸一郎（COSPA（パナマの野生ラン

保護活動）代表）　 どなたでも　 申込
先 着50名（9月25日 より 受 付）　 500円

（展覧会観覧料含む）　 往復ハガキか　 
miyamoto.event@samuseum.gr.jp

（欄外記入方法参照）で宮本三郎記念美術館
「イベント」係へ。または直接、ご来館くださ
い（17:30まで）。　※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

《レクイエムⅠ》2015年　※後期展示

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/
展覧会
向井潤吉　武蔵野の面影を求めて
開催中～12月4日（日）

向井潤吉にとって、最も
身近な取材地だった武蔵
野。東京、埼玉近郊で描か
れた作品をご紹介します。

40歳で迎えた第二次世界大
戦終戦から最晩年に至るま
で、宮本三郎の後半生におけ
る代表作を展示します。 1951年の渡米を機に、本格

的に抽象表現へと移行した
清川泰次。線と色面が複雑
に交錯する実験的な作品の
数々をご紹介します。

《秩父枯色》
［埼玉県秩父市］

制作年不詳

人ひろば vol.35
定年からの“国際ボランティア”

――野生ラン保護活動・パナマでの二年とその後

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー 
9/27〜10/2 ねこじゃらし展
10/4〜9 楠原千秋・素子　二人展

10/12〜16 オオイシ　ヒサコの作品展　
※10/11（火）は休館

10/18〜23 神林　旅人の世界展
※ 公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了（ただし、

主催者により公開時間は異なります）

新収蔵作品を中心にⅡ
清川泰次　線と色の交錯
開催中～12月4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

《赤い四角沢山-62》
1961-1962年

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/

宮本三郎の戦後――再出発
と深まる境地への道
開催中～12月4日（日）

展覧会

《ヴィーナスの粧い》
1971年

プロムナード・コンサート
ピアノデュオ ドゥオール

藤井隆史＆白水芳枝
「北欧から始まる、4手の物語」

11月27日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

福沢一郎《卑弥呼宮室に入る》1980年

神話の森　美と神々の世界
開催中～10月23日（日）　2階展示室

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■

子どもとおでかけ美術館

●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。

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜11月6日（日）
　　　　  「志村ふくみ  ―母

ぼ ろ

衣への回帰」展
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

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

〒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（ただし10月10日は開館、11日は休館）世田谷美術館 Art

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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留学生は日本で何を学び、何を感じ、暮ら
しているのでしょうか？ 今年はルーマニア
出身の留学生による、北東北や東京の「獅子
舞・獅子踊り」の調査と、文化人類学におい
て先端的な「映像イメージの民族誌的研究」
を紹介します。青森県弘前市の松森町津軽
獅子舞の装具や、フィールドワークの記録
映像も使った実験的な展示を行います（会
期中一部展示替えあり）。

トークイベント
「獅子をかこみ、獅子をかたる」
11月12日（土） 14:00～15:30　3F市民活
動支援コーナー

北アメリカ北西海岸沿岸の先住民たちは、
集団の祖先と特別な関わりがあるとされて
いる動物などの「トーテム」を、氏族や家の

大地震などの災害発生は時間と場所を選び
ません。この瞬間に首都直下型地震が発生
したら、私たちは冷静な判断のもとに行動
することができるでしょうか？　このワー
クショップでは、講師とともに、災害発生
時の行動について検証をしながら、自分た
ち、団体それぞれができる災害地への支援
の在り方についても、シミュレーションを
しながら話し合います。

［企画進行］市民活動支援コーナー／NPO法
人国際ボランティア学生協会　 宮崎猛志

（IVUSA、危機対応研究所）　 市民活動
をしている方（個人も可）　 申込先着50名

500円　 電 話（☎5432-1511／ 月 曜
休）かメール（P2記入方法参照、 info@
shimin-yoyaku.setagaya-ldc.net）で市民
活動支援コーナーへ

日常、使っている製品の仕組みを、自分で
分解しながら調べるワークショップ。分解
するのはノートPCや、オーディオ・ミニ
コンポなど。音が伝わる現象や、きれいに 
映像が画面に映し出される裏側の、おどろ
きの仕掛けと仕組みを、みなさんで一緒に
探っていきましょう！ 必ず親子2人1組で
ご参加ください。

［協力］ソニー株式会社
金子金次（メディアアドバイザー）　
小学3年生～中学生の親子　 抽選20組
1,000円　 往復ハガキ（P2記入方法参

照、学校名・学年も明記、往復ハガキ1枚に
つき1組で応募）　 10月21日（必着）

留学生のイリナさんに、日本の獅子との出
会いや研究内容についてお話を聞き、また
調査地である松森町津軽獅子舞保存会の方
に、獅子舞の一部を披露していただきます。

イリナ・グリゴレ（東 京 大 学 大 学 院）、 
長谷川勇（松森町津軽獅子舞保存会）　

申込先着25名　 300円　 電話かメー
ル（P2記入方法参照）で生活工房へ

紋章として使用してきました。本展では、そ
んなトーテムにまつわる物語とともに、北
海道立北方民族博物館所蔵の生活道具や版
画56点を展示するほか、1920年代の現地
の様子をとらえた映像も展示します。

入場無料

講演会
「北米北太平洋岸の生活文化を探る
―トーテム・ポールの起源と現在―」
11月26日（土） 14:00～15:30　生活工房4F
木の加工に特徴を持つ、北米北部太平洋沿い
の文化。その中からトーテム・ポールを取り
上げ、今までよく知られていなかった起源を
探るとともに、終末に向かいつつある現在の
課題についてお話しいただきます。

岡田淳子（北海道立北方民族博物館館長
／文化人類学者）　 申込先着50名　

500円　 電話かメール（P2記入方法参
照）で生活工房へ

長年にわたって民話研究を続けてこられた
大島廣志さんをお招きして、「おむすびころ
りん」「花咲爺」「鳥呑み爺」など、隣の爺さん
が失敗してしまう“楽しい昔話”を取り上げ
ます。

大島廣志　 一般（託児はありません）　
抽選20名　 100円　 往復ハガキ（P2

記入方法参照）で生活工房へ　 11月2日
（必着）

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

関連イベント

関連イベント

『民話―伝承の現実』大島 廣志（著）

北海道立北方民族博物館所蔵
「太陽文様フェルト製ボタンローブ」

穴アーカイブ：an-archive

 8ミリフィルム鑑賞会 vol.2
穴からみえる、ひと、くらし、世田谷

市井の人々が記録した、昭和の世田谷。
“穴アーカイブ”は、昭和30～50年代にかけて家庭用に普及
した「8ミリフィルム」という映像メディアに着目し、その収集
に昨年度から取り組みはじめました。
今年度も、家庭に眠る8ミリフィルムを募集、持ち寄っていた
だきました。このたび、そのフィルムのなかから一部をお披露
目する鑑賞会を開催いたします。昭和30年代の井の頭自然文
化園、昭和36年の向ヶ丘遊園のウォーターシュート、とある
一軒家ができるまでの様子、世田谷観音での節分の様子など
を上映する予定です。
誰かの記録が、ほかの誰かの記憶になる。そんなスクリーンを
囲むひとときをお愉しみください。
※鑑賞会ではデジタル化した映像を上映します。詳細はHPをご覧ください。

無料　 不要、直接会場へ

穴アーカイブってなに？
かつての世田谷の町並みや暮らし
ぶりが記録された8ミリフィルムを、
収集・公開・保存・活用していく、
参加型のアーカイブ・プロジェクト。
映像には記録されていない部分、つ
まり記録の「穴」を手がかりにして、
各自の「記憶」や「想像」を持ち寄っ
て、“みえない景色”をみる試みです。

10月30日（日）14:00～15:30　生活工房4F

前回の公開鑑賞会の様子 昭和44年頃の東急玉川線（玉電）

～市民活動のチカラ～
防災ワークショップ

10月1日（土） 14:00～17:00　生活工房4F

分解ワークショップ
パソコン＆オーディオの仕組みとふしぎ！
11月6日（日） 13:30～17:00　生活工房4F

世田谷おはなしネットワーク講演会
「隣の爺の昔話」

11月17日（木） 10:00～12:00　生活工房5F

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

10月3日（月）、4日（火）、6日（木）、9日（日）、
13日（木）、14日（金）　以降の詳細はHP参照
各日14:00～15:30（入退場自由）　2F八角堂

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

留学生研究発表会
「JAPONDER2016

－獅子になる」
10月7日（金）～11月13日（日） 9:00～20:00

3F生活工房ギャラリー　会期中無休

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

7つの海と手しごとvol.7
「北太平洋と北西海岸

先住民のトーテム」
11月19日（土）～12月18日（日） 11:00～19:00

生活工房4F　月曜休み

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

会員割引対象

〒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

世田谷芸術百華2016対象事業

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



11月27日（日） 15:00　烏山区民会館

期　間  2017年4月より、原則として高校3年生の3月まで
※ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ファゴットについては満20歳となる年度の3月まで

練　習  原則として毎週日曜日　午前または午後（2～3時間程度）　※練習内容により異なる
選　考  第1次　書類審査／第2次　オーディション
入団後の経費  参加費　4,000円／月　[消耗品、本番衣装等は実費購入]

　　　　　　　 楽器レンタル費　3,500円／月（希望者のみ）　※メンテナンス費用は実費負担
　　　　　　　 [演奏旅行・合宿費等は参加者のみ別途徴収]

対　象 ・ 世田谷区在住・在学の小学3年生～高校3年生（2017年4月現在）。ただし、ヴィ
                 オラ・チェロ・コントラバス・ファゴットについては20歳以下であること。　
　　　　　    ※音楽大学在学で希望楽器専攻者は不可
　　　　 ・その他、楽器ごとに条件あり

申　込  2017年1月13日（金）必着
 所定の申込書（チラシ片面またはHPからダウンロード）に必要事項を記入し、写
真を添付して、郵送かFAXまたはメールで「ジュニアオーケストラ」担当まで。

　※詳細はチラシまたはHPをご覧ください

せたがやジュニアオーケストラ

せたがやジュニアオーケストラの練習風景を公開します。入団をご検討されているお子様・
保護者の皆さま、日頃から応援してくださる地域の皆さまなど、どなたでもお越しください。

せたがやジュニアオーケストラ プレステージ
10月10日（月・祝） 14:00～17:00　世田谷区民会館　

無料／入退場自由　 ※当日直接会場にお越しください。

前半はハープ、チェロそれぞれのソロを、後半は2つの楽
器の共演で聴きごたえのある曲目をお贈りします。

室内楽シリーズ
ハープとチェロのアンサンブル ー吉野直子＆横坂源ー

©Akira Muto

吉野直子（ハープ）　横坂源（チェロ）
F. シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ イ短調 

D.821　
J.S.バッハ：無伴奏チェロの組曲より（チェロ・ソロ）　
E.クルシェネク：ハープのためのソナタ（ハープ・ソロ）　他

 3,000円　一般 3,500円　
   ※未就学児入場不可

9/25（日）発売
開始10月10日（月・祝） 15:00　成城ホール

平成29年4月入団メンバー募集！

2016年9月25日4

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

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

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、前売のみ取扱

Under24割引あり
（要事前登録・枚数限定、前売のみ取扱）

高校生以下割引あり
（要年齢確認証提示）

世田谷パブリックシアター

森山開次
 S席（1・2階席） 5,300円　一般 S席 5,500円／当日6,000円　

A席（3階席） 4,000円　
オフィスルゥ　☎3413-4172（平日11:00～18:00）

グラシアス小林　
振付協力 吾妻徳穂　ホアキン・ルイス

吾妻徳穂　ホアキン・ルイス　グラシアス小林
 7,300円　一般 7,500 円／当日 8,000 円　特別先行割引6,500円（9/25（日）まで限定

ID:flamenco　パスワード:swanlake2017　左記ID、パスワードで世田谷パブリックシアター
オンラインチケットにログインしてください。　電話・窓口で申込みの場合は口頭でID、パスワード
をお伝えください）　 グラシアス小林フラメンコ舞踊団　☎3234-6242　

ダンス 『Swan Lake～闇のロッドバルト～』2017年
3/4（土）～3/5（日）	

ダンス 森山開次ソロダンス 『KATANA』10/7（金）～9（日） 発売中
未就学児
入場不可

三谷幸喜　 市川猿之助　吉田羊　浅野和之　三谷幸喜　　
山中崇　水上京香　春海四方　

一般 S席（1階） 9,800円　A席（2階） 7,800円　B席（3階） 5,800円
申 劇場チケットセンター　10/15（土）特電　☎0570-02-9930（10:00～18:00）
10/16（日）以降　☎5432-1515　※10/15のみ窓口・オンライン販売なし　
※お一人様1コール1公演につき4枚まで。　 シス・カンパニー　☎5423-5906　

演 劇 シス・カンパニー公演『エノケソ一代記』11/27（日）～
12/26（月）

10/7 8 9

19:30
14:00

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

3/4 5

19:00
13:00

『エノケソ一代記』世田谷区民先行抽選予約のご案内
世田谷区民のための先行抽選予約を行います。
ご希望の方は期日内にチケットぴあ特別電話予約にてお申込みください。

【受付期間】10/6（木）10:00～10/9（日）23:59　【受付先】チケットぴあ特別電話 0570-02-9975（音声自動応答） 
＊この際に、4桁のパスワード1127の入力が必要になります。　
＊5桁の「申込受付番号」をお伝えします。お手元にメモをご用意の上、お電話ください。
＊先行は劇場チケットセンターの取扱いはありません。　＊一部の携帯電話・PHS・CATV接続電話・IＰ電話からは利用できない場合
があります。　＊申込完了後の変更・キャンセルはできません。

【抽選結果確認期間】10/11（火）18:00～10/13 （木）18:00
【抽選結果確認先】チケットぴあ特別電話 0570-02-9975（音声自動応答）
＊申込時にお伝えする5桁の「申込受付番号」の入力が必要です。

【チケット引換場所】チケットぴあ店舗、サークルＫ・サンクス、セブン-イレブン　
＊チケットぴあ店舗、サークルＫ・サンクス…抽選結果確認時にお伝えする9桁の「予約引換番号｣と「お客様の電話番号の下４桁」が必要。
＊セブン-イレブン…抽選結果確認時にお伝えする13桁の「払込票番号」が必要。

【注意事項】 申込みは1回限り、1公演4枚まで。第3希望公演までエントリー可能（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ございません。

一般  10/15（土）発売
開始

9/30（金）
一般  10/1（土）

発売
開始

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。

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

11/27 12/1 2 3

休
演

282930

▲12/4以降、（月）（水）14:00/19:00、（火）14:00、（金）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、（木）休演、12/23（金）13:00、12/26（月）13:00のみ

●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 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

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

残席わずか

Let's Sing ゴスペル！2016 
with ワークショップクワイア

ゴスペル界の重鎮・亀渕友香氏監修によるワークショップを経た区民クワイア
（2期生）らと日本を代表するゴスペルアー
ティストの共演をお楽しみください。

亀渕友香、のはらヒロコ、岩崎ひろき、
The Voices of Japan（VOJA）、
ワークショップクワイア　
「きずな」「Amazing Grace」

「クリスマス・ソング」  他
1,500円　    ※未就学児入場不可

〒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〜金曜日：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　 音楽事業部チケットの申込み

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）



会員先行発売・割引対象

遠野物語・奇ッ怪 其ノ参

シアタートラム　ネクスト・ジェネレーションvol.9
泥棒対策ライト◎11号機設置公演

『ドラマティック横丁』

ウディ・アレン監督の映画「カイロ
の紫のバラ」にインスパイアされ
た、映画に恋する一人の女性を巡
るファンタジック・コメディー。設
定を1930年代日本の架空の港町
に置き換えて、もう少しだけやや
こしい展開に―。シアタートラムの
小さな空間で、KERAと豪華キャ
ストが手作り感覚いっぱいの作品
をお届けします。

世田谷パブリックシアター + KERA・MAP#007
『キネマと恋人』

11月15日（火）～12月4日（日）　シアタートラム

12月22日（木）～12月24日（土）　シアタートラム
柳田国男　（「遠野物語」角川ソフィア文庫）
演出 前川知大

仲村トオル　瀬戸康史　山内圭哉　池谷のぶえ
安井順平　浜田信也　安藤輪子　石山蓮華　銀粉蝶

 S席（1・2階席） 7,300円　一般／S席 7,500円　
A席（3階席） 5,500円
プレビュー／S席 6,500円　A席 4,500円　高校生以下・
U24　一般・プレビュー料金の半額　※未就学児入場不可

作 演出 振付 下司尚実　 佐々木富貴子　傳川光留
長尾純子　若松力　渡辺芳博　下司尚実 他

  3,200円　一般 3,500円  
U24 2,500円　小〜高校生 1,000円　未就学児（3歳以上）
500円　※3歳未満入場不可　※保護者の膝上無料　

10月23日（日）　世田谷パブリックシアター

台本 演出 ケラリーノ・サンドロヴィッチ　
妻夫木聡　緒川たまき　ともさかりえ　他　

 7,000円　一般 7,200円　プレビュー 6,700円
高校生以下・U24 一般・プレビュー料金の半額　
※未就学児入場不可　
※1回の受付につき
1公演2枚まで
　　

席亭・プロデュース・解説  花井伸夫　
林家木久扇　林家木久蔵　林家コタ　林家たま平／立川志の輔

 3,800円　一般 4,000円　
高校生以下・U24 2,000円　※未就学児入場不可

爆笑寄席●てやん亭2016秋スペシャル
林家木久扇-木久蔵-コタ　初！親子三代落語会

開館と同時にスタートし多彩な高座が好評の『てやん亭』。今回
は林家親子三代の登場です！

作 木下順二　
演出 野村萬斎　音楽 武満徹　

野村萬斎　若村麻由美 他　
 2,800円　一般 3,000円　

高校生以下・U24 1,500円　※未就学児入場不可

戯曲リーディング『子午線の祀り』を読む

開場20周年を記念し来年上
演が予定されている野村萬斎
演出・出演『子午線の祀り』。
本公演に先立ち、10月のリー
ディング公演ではその名場面
を抜粋して、作品のエッセン
スをお届けします。

若手の発掘と育成を行うシ
リーズ第9弾は、注目のユ
ニット「泥棒対策ライト」を
迎えます。ダンスや演劇、
様々なジャンルを融合させ
た自由奔放な表現をお楽し
みに！

  10/3（月）
一般  10/9（日）

発売
開始

11/151617 18 19 20212223 2824252627 3029

14:00
18:00
19:00
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休
演

12/1 2 3 4

プレビュー公演　   視覚障害者のための舞台説明会あり
収録のため客席にカメラが入ります

10/23

14:00

10/9 10

18:00
13:00

12/222324

19:30
14:00

 10月31日（月）～11月20日（日）
世田谷パブリックシアター

10月9日（日）～10月10日（月・祝）
シアタートラム

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

10/3111/1 62 3 4 5 7 8 9 10 111213141516 1817
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演
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2019

プレビュー公演
ポストトークあり
11/7：前川知大×野村萬斎
11/9：前川知大×仲村トオル×瀬戸康史 他

収録のため客席にカメラが入ります
視覚障害者のための舞台説明会あり
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ダンス 『Cross Transit』9/29（木）～
10/2（日）

シアタートラム

音 楽 せたがやジュニアオーケストラ
第7回定期演奏会

12/17（土） 17:00
世田谷区民会館

音 楽 古楽器バンド 「タブラトゥーラ」
2017年
1/29（日） 15:00
成城ホール

成長したせたがやジュニアオーケストラと伊藤翔の新たな化学反応に乞うご期待！
伊藤翔（指揮）、せたがやジュニアオーケストラ　
グリーグ：ホルベルク組曲、ベートーヴェン：交響曲第1番　他　 1,000円

ヨーロッパの古楽器を使って、変幻自在・不思議な音楽を聴かせる世界に類を見ない
アンサンブル。

タブラトゥーラ[つのだたかし（ラウタ/ウード/リュート）、田崎瑞博（フィドル）、江崎浩司（リコーダー/ショー
ム）、近藤郁夫（パーカッション、ハンマーダルシマー）、山﨑まさし（ビウエラ）]　  2,800円　一般 3,000円

北村明子　ドラマトゥルク・ビジュアルアートディレクター   Kim Hak
整理番号付自由席  3,500円　一般  4,000円／当日4,500円　高校生以下

（前売のみ、当日年齢確認）・U24 3,000円　 Office A/LB　☎090-2626-6954

発売中

古家優里　 三輪亜希子　三浦舞子　松岡綾葉　梶本はるか　
長谷川風立子　加藤未来　田上和佳奈　菅彩夏　古家優里

 3,400円　一般 3,500円／当日3,800円　高校生以下 1,500円（前売のみ、
当日年齢確認）　U24 2,500円　 ROCKSTAR有限会社　☎5272-0991

ダンス プロジェクト大山新作公演『それでもおどって』10/21（金）～
10/23（日）

発売中

古川健　 日澤雄介　 西尾友樹　浅井伸治　岡本篤　
青木シシャモ　菊池豪　佐瀬弘幸　谷仲恵輔　吉田テツタ　
松本紀保　  3,300円　一般 3,500円／当日3,800円　前半割
3,300円（10/27〜30 ※友の会・アーツカード会員割引なし）　

劇団チョコレートケーキ　☎080 -9080-1861（平日11:00～18:00）　

演 劇 劇団チョコレートケーキ 第27回公演『治天ノ君』10/27（木）～
11/6（日）

発売中

•12/6・7　ティージー スタン（ベルギー）『パブリック・エネミイ 人民の敵』
•12/10・11　クルージュ・ナポカ マジャール劇場（ルーマニア）『ヘッダ・
ガブラー』　 アンドレイ・シェルバン　　

 4,700円　一般 5,000円／当日6,000円　学生 3,000円（舞台21のみ）　
特定非営利活動法人　舞台21　☎5450-5563（平日11:00～18:00）

目黒陽介　 坂本弘道　 森田智博　宮野玲　長谷川愛実　谷口界
ハチロウ　中村愛由子　安岡あこ　鈴木仁　目黒陽介　坂本弘道 他

整理番号付自由席  3,400円　一般 3,500円／当日4,000円　
高校生以下（当日年齢確認） 1,500円／当日2,000円　

ながめくらしつ　☎090-8597-7552　※未就学児は保護者の膝上のみ無料

演 劇 第3回　東京ミドルシアター・フェスティバル
『国際演劇祭　イプセンの現在』

12/6（火）～
12/11（日）

ダンス
演 劇

ジャグリング＆音楽集団ながめくらしつ
新作公演『心を置いて飛んでゆく』

12/16（金）～
12/18（日）

10/13（木）発売
開始

3歳未満
入場不可

未就学児
入場不可

音  楽  事  業  部  主  催 

230

19:30
15:00

10/19/29

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

10/27 22829303111/1
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発売中

発売中

17

18:00
14:00

19:30

1812/16

未就学児
入場不可

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

9/25（日）発売
開始

未就学児
入場不可

田園都市線

三軒茶屋駅

三軒茶屋駅

世田谷線

地下連絡通路

マクドナルド

世田谷パブリックシアター（3F）
世田谷
パブリックシアター
チケットセンター（5F）

シアタートラム（1F）

至 渋谷

▲

世田谷通り

キャロット
タワー
キャロット
タワー

　　　　　　　　　　　   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。
（公財）せたがや文化財団が発行する「せたがやアーツカード」へ
の申込みで、世田谷パブリックシアターチケットセンター（電話・
窓口）およびオンラインチケットにて予約・購入が可能です。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

v 〒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/Theatre世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

名だたる演劇賞に輝いた「奇ッ怪」シリーズ、5年ぶりとな
る待望の最新作がいよいよ登場。今回は、民俗学者・柳田
国男の民話集「遠野物語」をモチーフとします。代表作『太
陽』の映画版が公開されるなど、今最も活躍が期待される
劇作家・演出家 前川知大が、異界の者たちと生きてきた
人々の記憶の集積ともいえる民話集からどのような劇世
界を立ちあげるのか。そしてまた過去の「物語」から私たち
の今をどのように照らし出すのか。ご期待ください。



12:00～日没
※会場により異なります。雨天決行
三軒茶屋駅周辺・キャロットタワー・近隣商店街など

10月15日（土）・16日（日）
世田谷アートタウン2016

区民団体によるイベント 世田谷区では、文化・芸術の振興を目的としてお寄せいただいた寄附金の一部を「地域文化芸術振興事業補助金」に活用し、区内各地で行われる
文化・芸術活動の支援を行っています。今年度、世田谷芸術百華に参加の区民団体主催のイベントです。申込みやお問合せ等詳細は各連絡先まで。

mimi et meme vol.5
10月10日（月・祝） ①15:00 （14:30開場） ② 18:00（17:30開場）
ギャラリースクエア（成城2-17-14）
ヴァイオリン・チェロ・ピアノ・サックスによるポストチェンバー
ミュージック×アニメーションのシアターコンサート。重厚感ある
生演奏とふしぎな顔の少女たちが繰り広げるアニメーションをお
楽しみください。

前売 2,500円　当日 3,000円　 ギャラリースクエア
☎3749-0784　 lisafukaya@yahoo.co.jp（担当：深谷）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

0歳からの音楽会＠烏山ななつのこ
「ヘンゼルとグレーテル」

～木管アンサンブルと朗読、イラストによる～
10月16日（日） 14:00～15:00
コミュニティカフェななつのこ（南烏山6-12-12）
地域のスペースで気軽に楽しむ音楽会。5つの管楽器が登場します。

親子ペアチケット2,500円　追加の大人1,500円
子ども500円　大人のみ2,000円　0〜2歳無料　※要事前申込み

0歳からの音楽会実行委員会　☎6751-0235（担当：壷井）

インドのカタック舞踊コンサート 
『アムルート・マンタン#10』

10月30日（日）13:30開演（13:00開場）
がやがや館 交流室（池尻2-3-11 3F）
カタック舞踊は、北インドの宮廷で踊られていた美しい古典舞踊で
す。子どもから大人まで気楽に楽しめるコンサートです。芸術の秋、
一緒にインド舞踊の世界に触れてみましょう。

1,000円、高校生以下無料　※要事前申込み　 カダムジャパン
kadamb@hotmail.co.jp　☎080-1330-5859

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

蘆花恒春園「かやぶきコンサートPlus+」
11月19日（土） 13:30～15:00
都立蘆花恒春園 梅花書屋前（粕谷1-20-1）
徳富蘆花の旧宅（かやぶき家屋）でヴァイオリンとピアノのコン
サートを開催。

無料　※事前申込み不要
芦花公園しあわせの野音の会（竹本）　☎090-9365-1575

第3回烏山ジャムホリデー
11月20日（日） 11:00～16:00
烏山区民センター前広場（南烏山6-2-19）
烏山駅前商店街のクリスマスイルミネーション点灯プレイベント
でお贈りする野外でのビッグバンド演奏とジャムセッションです。

無料　 烏山ミュージックホリデー実行委員会（志茂）
☎080-8716-1896
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あつまれ！ ちびっこボンバーズ ！  Vol.８
11月26日（土）・27日（日）　各日11:00、13:30、15:30
千歳船橋APOCシアター （桜丘5-47-4）　☎6321-7690
劇団丸福ボンバーズが開催する3歳以上のお子様向け演劇ワーク
ショップです。お絵描きがのちに舞台美術になったり、紙芝居を聞
いてそれを演劇にしてみたり、シアターゲームでたくさんあそんだ
りします。みんなで演劇で劇場であそびましょう！

3歳以上500円（2歳以下無料）　 ちびっこボンバーズ　
chibibombers@gmail.com
https://www.facebook.com/chibikkobombers/

今年も三軒茶屋の街中が「アートタウン」に変貌します。国内外の一流
パフォーマーたちが、パントマイムやジャグリング、アクロバットな
ど華麗な技を繰り広げます。商店街自慢の「屋台」や手作りアート小物
のお店が並ぶ「アート楽市」、フェイスペイント、似顔絵コーナーなど
お楽しみがいっぱい。いつもとは違う街を楽しんでください ！
【海外ゲスト】ロスト・ロコス！オーレ！（スペイン、アメリカ）／

デアデビル　チキン（アメリカ）／中国雑技芸術団（中国）
【パフォーマー】Funny Bones／ゴールデンズfrom大駱駝艦／
加納真実／セクシーDAVINCI／ココナッツ山本／Stiltango／
Performer SYO!／ブラックエレファンツ／
コバヤシユウジ／ミホウ☆万華鏡 他

世田谷アートタウン事務局　☎5432-1547
http://arttown.jp/

フランスのジャグリングユニット「カンパニー デフラクト」が、バリャドリッド国際演劇・ストリートフェスティバルでベス
ト・サーカス賞を受賞した代表作の一つ『フラーク』を引っさげて来日します。何十個ものボールと二人のジャグラーが紡
ぎ出す摩訶不思議なパフォーマンス。大人から子どもまで楽しめること間違いなしです。

ギヨーム・マルティネ　エリック・ロンジュケル　ダヴィッド・マイヤール
ジャグリング ギヨーム・マルティネ　  エリック・ロンジュケル
音楽・ステージマネージャー  ダヴィッド・マイヤール

  大人 2,500円／子ども（4歳～高校生） 1,000円
一般 大人 3,000円／子ども・U24 1,500円　※4歳〜高校生は当日要年齢確認

10/1415 16

19:30
15:00

カンパニー デフラクト 『フラーク』
10月14日（金）～16日（日）　世田谷パブリックシアター

撮影：Pierre Morel

［活動内容］ ①パフォーマーの付き人 ②フェイスペイント ③会場（本部、パフォーマンス会場、リ
サイクルグッズ販売など）のお手伝い ④写真・映像撮影 ⑤その他、自分の“得意”を活かした活動

［活動日時］10月15日（土）・16日（日） 終日　［対象年齢］18歳以上
［参加条件］当日スタッフ説明会（どちらか１日）に必ずご出席ください。
［説明会日時］10月1日（土）17:00〜19:00、2日（日）14:00〜16:00　
［説明会場所］三軒茶屋キャロットタワー内

世田谷パブリックシアター「アートタウンボランティア」　担当 ☎5432-1526

フェスティバル
当日を支える
ボランティア

スタッフ募集中！

前年まで飾られていたフラッグなど
をリサイクルして、グッズをつくりま
した。当日限定のオリジナルグッズと
してチャリティーを呼びかけ、集まっ
た支援金は世田谷区の「東日本大震
災復興支援金」を通じ、皆様のエール
と共に被災地にお送りします。

©SHELLEY
2015年開催の様子
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



  

世田谷芸術百華2016対象事業 会員割引対象

平成29年度秋の企画展「澁澤龍彥展」（仮称）
のプレイベントとして、各界の論者が多彩な
切り口からその魅力を語ります（次年度企画
展会期中に本連続講座の後期を開催予定）。
1 2017年2月4日（土）　

巖谷國士（仏文学者）
1月21日（必着）

2 2月18日（土）
酒井忠康（世田谷

美術館館長）
2月4日（必着）

3 2月25日（土）　
中沢けい（作家）
2月11日（必着）

秋のすずらん祭り
10月30日（日） 13:00～　小田急線経堂駅北口広場
毎年恒例秋のすずらん祭りでのラテン・フェスティバル。今年
も多彩なゲストで盛り上げます。

ロス・インディオス＆Nina
シキーニョ
TORIO MAR（トリオ マル）

イルミネーション点灯式
11月20日（日） 16:00～　烏山区民センター前広場
実力派5人組によるブラスアンサンブル。
男ならではの迫力と多彩な音色
で観客を盛り上げる！

男Brass（金管アンサンブル）

第18回喜多見商店街感謝祭
11月20日（日） 17:00～　小田急線喜多見駅南口駅前広場
数多くのコンクール受賞歴を持ち、世界にその名を轟かす、豪
快かつ繊細なパーカッション・
パフォーマンス！

男群（打楽器アンサンブル）

商店街に音楽アーティストを派遣し、商店街のイベントをさらに盛り上げます！！
無料／事前予約不要　 音楽事業部　☎5432-1535

アートに関する交流会2016　テーマ「地域で育む子どもの未来」
11月27日（日） 14:00～17:00　文化生活情報センター　セミナールームAB
前半は、区内で活動する文化芸術団体による活動事例の発表により、今後の活動のヒントを提
供します。後半は、参加された皆様の交流会を実施します。文化芸術団体事業者の皆様、文化
施設を運営されている方、アーティスト、文化活動に関心を持つ方々の情報交換やネットワーク
づくりの機会にお役立てください。個人でのご参加も歓迎です。

入場無料（要事前申込み）　 世田谷区役所 文化・芸術振興課　☎5432-2124

第5回 世田谷区芸術アワード“飛翔”授賞式
12月3日（土） 16:00（予定）　世田谷美術館　1階講堂
今春、募集した若手アーティストを対象とした芸術賞「世田谷区芸術アワード“飛翔”」の授賞式。
世田谷区とせたがや文化財団では、文化・芸術分野で活躍する優秀な人材の育成を目的とし
て、次代を担う将来性のある若手アーティストの創作活動を奨励・支援しています。
栄えある第5回受賞者には、2017年度に区内施設などで作品等を発表していただきます。
各部門の受賞作品など詳細については、情報ガイド紙面でお知らせします。

入場無料（要事前申込み）　 世田谷区役所 文化・芸術振興課　☎5432-2124

小説を書いたことがなくても、作文が苦手
でも、ふだん本を読まなくても大丈夫です。
一緒に楽しくショートショート小説を作り
ましょう。

田丸雅智（作家）　 小学5年生～中学生　
抽選40名　 無料　 往復ハガキ（P6記

入方法参照、学年も明記、連名可）で当館イ
ベント担当へ　※文学館仮事務所へお送りくだ
さい　 11月6日（必着）

田丸雅智

澁澤龍彥 1973年 自宅にて

各回抽選150名　 各回500円　 往復
ハガキ（P6記入方法参照、2名まで連名可、1
講座につき1通）で当館「連続講座」係へ
※文学館仮事務所へお送りください

「どこでも文学館」展示風景

世田谷文学館は全館改修工事のため休館しています。
期間：～2017年4月21日（金）（予定）
休館中は、世田谷区旧下馬地区会館内に仮事務所を設置しています。
場所：〒154-0002 世田谷区下馬4-27-14　☎5374-9111

区内小中学校や中央図書館、区民センター、群馬県
川場村ふじやま・なかのビレジなどでの出張展示プ
ログラムとワークショップ「どこでも文学館」を開催
するほか、世田谷美術館での連続講座も実施します。
詳細は本紙のほか、HPでもお知らせしていきます。

休館中、当館のコレクションを中心に構成された下記の展覧会が開催されます。
●山梨県立文学館「北杜夫展 ユーモアがあるのは人間だけです」　［会期］開催中～11月23日（水・祝）
●新潟市會津八一記念館「小林正樹と會津八一」　［会期］10月7日（金）～12月11日（日）
●福井県ふるさと文学館「文学からくり箱展～ムットーニの世界」　［会期］10月15日（土）～12月18日（日）

当館が企画協力した下記の展覧会が全国各地で開催されます。
●「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉」展　［場所］駿府博物館（静岡県）　［会期］開催中～11月20日（日）
●「ミロコマチコ  いきものたちの音がきこえる」　［場所］美術館「えき」KYOTO（京都府）
　［会期］12月1日（木）～25日（日）
●「岡崎京子展　戦場のガールズ・ライフ」　［場所］三菱地所アルティアム（福岡県）
　［会期］12月3日（土）～2017年1月22日（日）

休館中の事業

当館出品・企画協力の展覧会情報

世田谷文学館休館中の事業

商店街とアートプロジェクト

〈どこでも文学館〉 ワークショップ
「超ショートショート講座」

11月20日（日） 13:30～15:30
奥沢区民センター

連続講座
「澁澤龍彥」（仮称）

各回14:00～15:30　世田谷美術館講堂

提供（公財）日本室内楽振興財団

せたおん まちなかコンサート
コトコトさんのドレミ図書館
耳をすますと“物語”と“音楽”がき
こえてくるドレミ図書館へようこそ！

「おおきなかぶ」などのお話を、うた
やマリンバにのせてお届けします。
家族で楽しい時間を過ごしませんか？

西山琴恵（ナビゲーター＆うた）　
横田大司（マリンバ）

幼児・親子　 無料／事前予約
不要　※定員を超えた場合、入場を制限
することがあります

音楽事業部　☎5432-1535　

11月13日（日） ①11:00～ ②14:00～（各回40分）　せたがや がやがや館3階交流室

西山琴恵（コトコトさん） 横田大司（ヨッポさん）

All You Need Is Love
～音楽は自由をめざす～

せたがや
音楽プロジェクト
vol.7

来日50周年を迎えるビートルズの「All You Need Is 
Love」をテーマに、世界中のメッセージソングを取り上
げます。

白井貴子　三宅伸治　松崎ナオ　浜崎貴司
MC：津田大介　宍戸留美 他

 1,000円（前売のみ）　一般 2,000円
中学生以下 500円（要年齢確認）   ※幼児の膝上は無料

［チケットの申込み］　世田谷パブリックシアター
チケットセンター　☎5432-1515

せたがや音楽プロジェクト事務局
☎5432-1535　

11月5日（土） 14:00開演　世田谷区民会館 発売中
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

〒157-0062  世田谷区南烏山1-10-10（工事中の仮事務所：〒154-0002 世田谷区下馬4-27-14）　☎5374-9111　
※休館中も代表番号に変更はございません　 http://www.setabun.or.jp/世田谷文学館 Li t e r a t u r e

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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■ソフトテニス競技
11月20日（日） 9:00〜　総合運動場テニスコート

［種目］小学生選抜　 区連盟登録者および
区内在住・在学者　 400円／ペア  所定
の申込書で区ソフトテニス連盟・山根（〒154-
0004 太子堂5-17-15 ☎3410-7886）へ

10月20日（必着）

■ソフトテニス世田谷選手権大会
①11月2日（水） ②11月6日（日） ③11月13日

（日） ④11月27日（日） ⑤12月18日（日）9:00
〜（①は13:00〜）　総合運動場テニスコート

［種目］ ①シニアⅡ部 ②一般男子・成年女子・
壮年女子（45歳〜、55歳〜、65歳〜の3部門）
③一般女子・成年男子・壮年男子（45歳〜、55
歳〜、65歳〜の3部門） ④中学生 ⑤小学生・高
校生　 区連盟登録者および区内在住・在勤・
在学者　 一般1,500円／人、高校生900
円／人、中学生600円／人、小学生700円／
人　 所定の申込書と郵便振替で区ソフト
テニス連盟・山根（〒154-0004 太子堂5-17-
15　☎3410-7886）へ　 ①②③10月6日 ④
10月27日 ⑤11月18日（すべて必着）

小学3年〜6年生（保護者参加も可）　 抽選
30名　※小学生を優先いたします　 1,800円

（保護者3,000円）　 10月7日（必着）

高校生相当以上　 抽選30名　 3,000
円　 10月31日（必着）

18歳以上　 抽選30名　 4,800円
ハガキかFAXで太子堂中学校温水プー

ル開放事務室（〒154-0004 太子堂3-27-17 
☎ 3413-9311）　 10月9日（必着）

軽度の知的障害のある中学生以上の方とそ
のご家族（関係者）　 先着30名　 1,000円

（別途、貸自転車代など実費負担あり）
ハガキかFAX（上記申込方法参照、年

齢も明記）で世田谷サーンズ・北口（〒156-
0044 赤堤4-42-2 ☎090-9010-2275 
3323-8250）へ　 10月24日（必着）

視覚障害への
理解、介助方法
や伴走の基本
技術習得とラ
ンニング講習
を実施

①視覚障害
のある方（ランニングを含め、これから運動を
始めたい方）②伴走未経験者または伴走技術
を向上させたい方　 ①②ともに抽選各25
名　 無料　 対象者の番号も明記し、ス
ポーツ振興財団へ　 10月28日（必着）

第4期デイタイムテニススクール
A 月曜コース 11月14日〜12月19日
毎週月曜
B 金曜コース 11月11日〜12月16日
毎週金曜
※初心者から上級者のクラス分けあり（時間・
クラスなどはお問合せください）

18歳以上　 抽選各8〜16名　 7,500
円、11,000円（クラスにより異なります）

ハガキかFAX（上記申込方法参照、希望
クラスも明記）で大蔵第二運動場管理事務
所（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 

3416-1777）へ　 9月30日（必着）

日本体育大学　HIP HOP同好会 Cypher 
Heads Fam  小学生  抽選20名  無料  

ハガキかFAXで千歳温水プール管理事
務所（〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-3911 

3789-3912）へ　 10月14日（必着）

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

大  会（共催事業など）スポーツ教室

イベント
スポーツフェスタin千歳温水プール 
ジュニア HIP HOP体験教室

11月3日（木・祝） 15:00〜17:00
千歳温水プール体育室

世田谷246ハーフマラソンイベント
「視覚障害者と伴走者のランニング教室」

11月13日（日） 10:30〜12:30
駒沢オリンピック公園　第二球技場

ふれあいサイクリング＆ウォーキング
11月3日（木・祝） 9:00〜15:00（予定）

国営昭和記念公園   ［集合］新宿駅西口交番前
※大会要項・所定の申込書は、一部当財団ＨＰから
ダウンロード可　※詳細は各問合せ先へジュニアソフトテニス教室

10月23日〜11月27日　毎週日曜
9:00〜11:00（全6回）　総合運動場テニスコート

バドミントン教室
11月19日〜12月17日　毎週土曜

19:00〜20:30（全5回）   中町小学校体育館

簡単アクアフィットネス
11月5日〜12月17日　隔週土曜

13:00〜15:00（全4回）
太子堂中学校温水プール

 大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

第66回区民体育大会

共催大会

10:15～11:15　ピラティス
11:30～12:30　グループファイト

各教室開始15分前から受付開始  先着25名！
※グループファイトは室内履き必要

第52回 民区 スポーツまつり～いい日、いい汗、いい仲間～

総合運動場
フィットネス教室
参加費無料！！

総合運動場温水プール（☎3417-0017 3417-0013）
千歳温水プール（☎3789-3911 3789-3912）
太子堂中学校温水プール（☎ 3413-9311）
玉川中学校温水プール（☎ 3701-5667）
烏山中学校温水プール（☎ 3300-6703）
梅丘中学校温水プール（☎ 3322-6617）

★各種スポーツ・レクリエーション
　体験コーナー　
★スポーツチャレンジコーナー
★ふわふわトランポリン　
★ジャンボスライダー
★FC東京サッカークリニック　
★車いすテニスデモンストレーション＆
　ふれあいテニス
★昔の遊びコーナー
★大道芸　★模擬店　★縁日　
★フリーマーケット
★ウルトラマンエックスショー・握手会
　①12:15～、②14:45～
　（握手は①のみ）　※雨天時は
　12:30～の1回のみ（握手会なし）

※プログラムは変更となる場合があります　※できるだけ公共の交通機関でお越しください 
※運動ができる服装・靴でお越しください（体育館は室内履きが必要）
※ 種目によっては時間や参加人数に制限があります。詳細はスポーツ振興財団へお問合せください

小さなお子さまからご年配の方まで、また障害のある方も参加できる楽しいアト
ラクションやスポーツ体験コーナーなど、イベントが盛りだくさんです。ご家族・
お友達をたくさん誘って『区民スポーツまつり』に遊びにきてください！

1、2は当財団HPまたはハガキかFAXでスポーツ振興財団へ

主な注意事項　※詳細は各施設へお問合せください
●水着･水泳帽着用、幼児はおむつがとれていること
●小学3年生以下は保護者の付き添いが必要
●小学4〜6年生は18:00以降の利用については保護者の付

き添い、または送迎が必要

温水プール無料開放 9:00～21:00

1Hip Hop ダンス教室
13:00〜14:30  大蔵第二運動場テニスコート
※15:15〜15:30　フィナーレステージ出演

小学1年〜中学3年生　 先着30名　 10月6日（必着）
2親子フットサル
14:30〜15:30　総合運動場体育館

小学生と保護者　 抽選10組20名　 10月6日（必着）
3初心者のための弓道
10:30〜13:30　総合運動場弓道場
初心者を対象とした個人戦と風船・射割等の余興。
※13:30〜未経験者向け体験教室あり（申込不要）

中学生以上の未経験者　 区弓道連盟HPから申込書をダウ
ンロードし、FAXかメールで区弓道連盟・藤田（ 3705-5275 

kyudo.4160@gmail.com）へ　 10月6日（必着）

事前申込が必要なイベント主なイベント

リオ2016
オリンピック・パラリンピック

競技大会出場選手が
来場します！

10月16日（日） 10:30〜15:30
 開会式9:45〜総合運動場、大蔵第二運動場

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/

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

再生紙を使用しています

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氏名（フリガナ） ③住所 ④電話番号 ⑤生年月日 ⑥学年 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

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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