
伊藤翔（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲（2011年委嘱作品）

　　ベルリオーズ：ラコッツィ行進曲
　　ドリーヴ：「コッペリア」よりワルツ、マズルカ　
　　グリーグ：ホルベルク組曲（弦楽）
　　ベートーヴェン：交響曲第1番

次回（11月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

せたがやジュニアオーケストラ
第7回定期演奏会

SETAGAYA JUNIOR ORCHESTRA

としてオケを引っ張ってくれています。素晴らしい講師陣を
はじめ、献身的に運営してくれるスタッフ、保護者の方々の
サポートのもと、次に続く若い世代はエネルギーに満ちたフ
レッシュな音楽を聴かせております。世代交代を果たし、新
しく生まれ変わりつつあるSJOの演奏会に多くの皆さまがご
来場いただけます様、心よりお待ちしております。

せたがやジュニアオーケストラとは以前、「第26回国民文化
祭 京都2011」で共演をさせて頂きました。それから5年。目
覚ましい進化を遂げたこのオーケストラと再びご一緒出来る
事を大変嬉しく思っています。当時のメンバーは中には、卒
業してプロの道へと進まれた方もいらっしゃいます。かつて
初々しかったおチビちゃん達（失礼！）は、今や頼もしい先輩

伊藤翔（せたがやジュニアオーケストラ第7回定期演奏会 指揮者）

音楽監督、池辺晋一郎の呼びかけにより発足した「せたがやジュニアオーケストラ」
（SJO）も、早いもので7年目を迎えました。メンバーが少しずつ入れ替わりながらも、
SJOと子どもたちは着実にどんどん成長しています。
総決算ともいえる今年の定期演奏会は、指揮者にSJOと2回目の演奏となる伊藤翔さん
を迎え、ベートーヴェンの交響曲第1番やグリーグのホルベルク組曲など、さらにステッ
プアップした作品に挑みます。先生方の愛情こもった厳しい指導のもと、一生懸命取り組
んできた子どもたちの晴れ舞台に、ぜひご来場ください。

撮影：岩切等

12月17日
17:00開演　世田谷区民会館

全席指定 1,000円　※3歳未満入場不可　

団員募集中 2017年4月から参加するメンバーを募集しています。〔締切1/13（必着）〕
詳細はHPまたはチラシ（区内施設にて配布中）をご覧ください。 せたがやジュニアオーケストラ HP　　 http://www.s-j-o.jp/

チケットのお申し込み
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515（10:00～19:00）
　　　　 http://setagaya-pt.jp/ticket_buy/
　　　　 http://www.setagaya-pt.jp/m/

音楽事業部　☎5432-1535

パソコン
携　帯

発売中

土

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/
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12月4日（日） 13:00～18:00　創作室、1階
展示室 他
展示作品を見ながら、演劇の初めの一歩を
踏み出すシリーズ。美術と演劇、どちらの初
心者も大歓迎。

柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表）　 10
歳以上　 先着15名　 10代500円／20
代以上2,000円　 当館HP「プログラム＆イ
ベント」申込フォームより、または当館へ電話
◆100円ワークショップ「名作列伝」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随
時受付）　創作室
これまでに開催した100円ワークショップ
全60種から、人気の企画を「名作」と銘打っ
て週替わりで3種類ずつおこないます！

どなたでも　 1回100円

1986年に開館
した世田谷美術
館。 約1万6千
点 の 収 蔵 品 か
ら、この年に制
作された作品を
集め、当時の社
会と美術の動向
を考察します。
小コーナーでは
北 大 路 魯 山 人
の作品を紹介し
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　※企画展チケットでご覧いただけます

■関連レクチャー「わたしの1986年」
①12月10日（土） 14:00～15:00

南 伸坊（イラストレーター）　
②12月11日（日） 14:00～15:30

宮沢章夫（劇作家、演出家、作家）
いずれも講堂（開場13:30）

140名　 無料　※当日12:30からエントラン
ス・ホールにて整理券を配布します　※手話通訳付

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（P3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

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。

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）：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
ミニ織物を作ります。　

どなたでも　 1回100円

世田谷美術館のコレクションの柱であるフ
ランスの素朴派を、人間の造形活動の豊か
さのひとつと捉え直します。ここを起点とし
て、様々なジャンル、時代の作品を幅広い視
点のなかに位置づけることを試みます。
本展覧会は、宝くじの助成により実施します。

■記念講演会「絵を描くこころの起源」
11月19日（土） 14:00～15:00（開場13:30）　
講堂　
人間はなぜ絵を描くのでしょう。絵を描く
ということについて、チンパンジーと人間
の子どもの発達過程を比較する研究から見
えてきたものとは。

齋藤亜矢（京都造形芸術大学文明哲学研究
所　准教授）　 140名　 無料
※当日13:00からエントランス・ホールにて整理券
を配布します　※手話通訳付
■美術と演劇のワークショップ

「えんげきのえ」

●世田谷区立中央図書館
「新　宮沢賢治幻想紀行」展　
開催中～12月21日（水）
●群馬県川場村　世田谷区民健康村
ふじやまビレジ・なかのビレジ

「アルプスの少女ハイジ」展
開催中～2017年2月末（予定）

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。
一緒に楽しく作品を作りましょう。

田丸雅智（作家）　 小学5年生～中学生　

休館中は、区内小中学校や中央図書館、区
民センター、群馬県川場村での出張展示や、
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
せいたします。

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/

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー 
開催中～10/30 60歳からの暮らし事
11/1～6 五人展
11/8～13 第１回東墨会水墨画展　
11/15～20 香華の会　日本画展
11/22～27 羽根色水彩色えんぴつ展

※ 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）

［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

関 連 企 画

関 連 企 画

往復ハガキかメール miyamoto.event 
@samuseum.gr.jp（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

展覧会
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）

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）
各回抽選150名　 各回500円　 往復

ハガキ（P3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

11月20日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
製薬会社を“卒業”後、パナマで野生ラン保
護運動をゼロから立ち上げ、帰国後も現地
と組んで活動を続けてきた十年余の体験に
ついてお話いただきます。

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。

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　 500円（展覧会観覧料含む）　 下
記参照

12月3日（土） 19:30～20:30（受付開始19:00）
華やかな作品が並ぶ展示室で、音との共演
をお楽しみください。

ものんくる　 申込先着60名（10月25日
より受付）　 2,000円　 下記参照

抽選40名　 無料　 往復ハガキ（P3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）

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）。

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

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）

世田谷文学館休館中の企画

〈どこでも文学館〉出張展示

〈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

小裂帖（春）2012年

世田谷美術館美術大学の映画ワークショッ

プを受講した修了生による自主制作映画と、
今夏の当館ワークショップにて子どもたち
が撮影した映画を、あわせて10本程（1作品
5～30分）上映。 無料　 事前申込不要

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

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　武蔵野の面影を求めて
開催中～12月4日（日）

展覧会

世 田 谷  美  術  館  分  館

《武蔵野の丘径》［埼玉県比企郡嵐山町］1974年

《演奏者》1956年
《題の無い絵》1959年

アンリ・ルソー《サン=ニコラ河岸から見たシテ島（夕暮れ）》
1887-88年頃

横尾忠則《青い沈黙》1986年

●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。

※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

世田谷美術館 区民ギャラリー
期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

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

11/1～6 二人の会（Ⅲ） Les liens d'amitié 友情の絆展

11/8～13 世田谷区障がい者施設アート展 世田谷区障がい者施設アート展

11/15～20
木版画新人作品展 小さなアーティストたちの美術館　※16日～公開

秋・冬のくらしを楽しく 伊勢野千津子創作展　
※16日～公開

坪内・JR合同展 世田谷美術大学20期卒業10周年記念展
11/22～27 世田谷美術館友の会秋の会員作品展　※23日～公開 世田谷美術館友の会秋の会員作品展　 ※23日～公開

志村ふくみ――母
ぼ ろ

衣への回帰
開催中～11月6日（日）　1階展示室

開館30周年記念
コレクションの5つの物語

11月19日（土）～2017年1月29日（日）　1階展示室

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■
ぜんぶ1986年

――世田谷美術館の開館とともに
 11月5日（土）～2017年4月9日（日）　2階展示室

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

第4回セタビ映画祭
11月23日（水・祝） 14:00～（開場13:50）　講堂

音広場「ものんくる　ミニ・ライブ」

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

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

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。

「どこでも文学館」展示風景

田丸雅智

連続講座「澁澤龍彥」（仮称）

各回14:00～15:30　世田谷美術館講堂

ドイツ、ベルリン動物園 サイの前で 1970年9月

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　11月19日（土）～2017年1月29日（日）
　　　　  「開館30周年記念 コレクションの5つの物語」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

〒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・休日の場合は翌平日）世田谷美術館 Art

〒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/Li t e r a t u r e世田谷文学館



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

Under24割引あり
（要事前登録・枚数限定）

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チケットセンター　☎5432-1515 ※フリーステージは欄内参照
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世田谷パブリックシアター
音楽 『古武道新年会Vol.3～初春の狂

ラプソディー

詩曲～』　2017年
1/21（土）

渡辺えり　 木野花　久野綾希子　桑原裕子　田根楽子　
土屋良太　広岡由里子　鷲尾真知子　渡辺えり （50音順） 他

一般 6,800円　 アトラス　☎5413-4815（平日12:00～18:00）

演 劇 おふぃす3◯◯『鯨よ！私の手に乗れ』2017年
1/18（水）～2/5（日）

音  楽  事  業  部  主  催 
発売中

発売中

音 楽

音 楽

せたがや音楽プロジェクトvol.7
All You Need Is Love ～音楽は自由をめざす～

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

11/5（土） 14:00
世田谷区民会館

11/27（日） 15:00
烏山区民会館

来日50周年を迎えたビートルズの「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　一般 2,000円　中学生以下 500円（当日要年齢確認）　※保護者の膝上無料

亀渕友香氏監修によるワークショップを経てはじめてのステージを迎えるワークショップクワイア
（2期生）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　他
「Amazing Grace」「きずな」「Better」「The First Noel」 他
1,500円

未就学児
入場不可

シアタートラム

KOBUDO－古武道－（古川展生／妹尾 武　藤原道山） 他　ゲストあり　
 6,800円　一般 7,000円　

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

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』

12月22日（木）～24日（土）　シアタートラム

 10月31日（月）～11月20日（日）　世田谷パブリックシアター

作 演出 振付下司尚実　 佐々木富貴子　鈴木美奈子　傳川光留
長尾純子　丸山和彰　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　※未就学児（3歳以上）は保護者の膝上無料　

若い才能の発掘と育成の場として、公募により選ばれた若手団体に
シアタートラムでの上演機会を提供するシリーズ。第9弾は、振付
家・演出家・ダンサーの下司尚実率いるユニット「泥棒対策ライト」
が登場します。ジャンルの枠を超えた表現に注目！

12/222324

19:30
14:00

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと、劇場が一緒になって
夢のステージをつくりだす『フリーステージ』。〈音楽〉〈ダン
ス〉の2部門にわかれて、多くの団体が活動成果を発表しま
す。皆さまからのご応募をお待ちしています。
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※初参加の団体は、必ず事前説明会にご出席ください。

〈 音 楽 部 門 〉 2017年4月30日（日）
 会場：シアタートラム

〈ダンス部門〉 2017年5月5日（金・祝）、７日（日）
 会場：世田谷パブリックシアター
申込締切 12月1日（木）
※応募方法など詳細は、劇場HPまたは劇場「フリーステージ」担当　☎5432-1526へ

フリーステージ 2017　参加団体募集

illust : Masahiro Yamanaka

11/6（日）
一般  11/13（日）

発売
開始

10/31（月）
一般  11/1（火）

発売
開始

1/21

18:00
未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

1/18 192021222324

14:00
12:00

16:00
19:00 ◀1/25以降… （月）（水）（金）19:00、（火）（木）（土）（日）12：00/16:00、25（水）休演

会員先行発売・割引対象

11月15日（火）～12月4日（日）　シアタートラム

世田谷芸術百華2016対象事業

　
世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 下記に掲載されていない公演・情報は、世田谷パブリックシアターチケットセンター

へお問合せいただくか、世田谷パブリックシアターのホームページをご覧ください。

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

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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

遠野物語・奇ッ怪 其ノ参

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　銀粉蝶　他
 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

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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2019

追加公演
プレビュー公演
ポストトークあり

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

今最も活躍に期待の集まる劇作
家・演出家、前川知大による「奇ッ
怪」シリーズ待望の第三弾が登場。
名だたる演劇賞に輝いた前2作に
続く今回は、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。日常と隣合わせに存在す
る異界を緻密なタッチで描きだし、
代表作『太陽』が映画化されるなど
波にのる前川が、妖怪、死者、神
など異界のものたちと生きてきた
人々の記憶の集積から、私たちの
今に通じる「物語」を立ち上げます。

ケラリーノ・サンドロヴィッチ
（KERA）が手がける新作劇は、
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
れた作品。銀幕のスターに恋す
る女性をめぐる騒動を、ファンタ
ジックでビターなコメディに仕
上げます。KERAと、妻夫木聡、
緒川たまき、ともさかりえといっ
た豪華出演陣によりお届けする
手作り感いっぱいの作品です。

世田谷パブリックシアター + KERA・MAP#007
『キネマと恋人』

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
トラムシート／一般 6,700円
プレビュー 6,200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　　

11/151617 18 19 20212223 2824252627 3029
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18:00
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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

〒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/

▲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）

「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。手遊びうたやマリ
ンバミニコンサートも
お楽しみに♪

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、入場を制限する場合があります

●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

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　※入場は開演の20分前より

ヨーロッパの古楽器で、変
幻自在・不思議な音楽を
演奏。中世の吟遊詩人の歌
からメンバーの新しい作品
まで、軽快なリズムが、音
楽の喜びを実感させてくれ
ます。

タブラトゥーラ
［つのだたかし（リュート/ウード/ラウタ）　
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　

　※未就学児入場不可

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

今年の池辺晋一郎音楽監督企画公演は「医学と音
楽」がテーマ。神経内科専門医でピアニストでもある
上杉春雄さんの演奏とお話で構成。檀ふみさんとの
トークと幸田浩子さんの歌もお楽しみに。

異分野とのコラボレーション
 「医学と音楽」

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

池辺晋一郎（作曲家）　上杉春雄（ピアニスト・医者）
檀ふみ（女優）　幸田浩子（ソプラノ）

J.S.バッハ：平均律1巻より22番・23番
成田為三：浜辺の歌
中田喜直：悲しくなった時は　他

 3,200円　一般 3,500円　
   ※未就学児入場不可

2017年2月18日（土） 15:00　成城ホール

11/8（火）発売
開始

Photo Kohei Take

星合隆廣 撮影

昨年のまちなかコンサートより



　　

2016年10月25日4

2木曜講座（午後）
11月10、17、12月1、8日 

秋山　隆 （NHK日本語センター）
作品：太宰治著「富嶽百景」
3金曜講座（午後）
11月18、25、12月2、9日 

金野正人（NHK日本語センター）
作品：夏目漱石著「吾輩は猫である」
いずれも生活工房５Ｆ
午前クラス：各日 10:30～12:30　
午後クラス：各日 13:30～15:30

申込先着15名　 4回分 18,500円、
一般 20,500円　 （一財）NHK放送研修
センター　☎3415-7121（受付時間9:00～
18:00）　 http://www.nhk-cti.jp/

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

“穴アーカイブ”は、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・プロジェクトです。この春夏に
収集した8ミリフィルムの一部を、このたび
お披露目します。昭和30年代の井の頭自然
文化園や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予定です。
※鑑賞会ではデジタル化した映像を上映

無料　 不要、直接会場へ

NPOが安定的かつ自立的に活動できるよ
う、組織づくりに必要な基礎課題を再確認
し、理解を深めるセミナーです。

【共催：世田谷区】  【第1回】堤大介（株式会
社PubliCoコンサルタント）、【第2回】山元圭太

（株式会社PubliCo 代表取締役COO）
NPOのスタッフ・役員　 申込先着各回

30名　 各回1,000円（1団体から複数参
加の場合、2人目から半額）   電話かメール

（P3記入方法参照）で生活工房へ

1水曜講座（午前／午後）
11月2、9、30、12月7日 

岩井 正（NHK日本語センター）
作品：三浦哲郎著「ユタとふしぎな仲間たち」

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（P3記入方法参照）で生活工
房へ
2ワークショップ

「チルカット織のペンダント」
12月10日（土） 10:30～16:30（途中休憩あ
り）　生活工房4Ｆ
北西海岸先住民の複数
の集団によって作られ
てきたチルカット織の手
法で、独特の丸い模様が
美しいペンダントを作り
ましょう。オリジナルの
織り機もお持ち帰りい
ただけます。

是恒さくら（アーティスト）　 高校生以上
抽選20名　 2,500円（材料費込）　 往

復ハガキかメール（Ｐ3記入方法参照・年齢も
明記）で生活工房へ　 11月26日（必着）

在学者　 ①～④合わせて先着200組
500円／人（小・中学生200円／人）  メー

ルで s-t-setagaya@jcom.home.ne.jpへ
区ショートテニス連盟・高橋（☎3439-

4507）へ　 11月18日（必着）
■ダンススポーツ競技　11月23日（水・祝）
12:00～　成城ホール　［種目］トライアルダ
ンス・ダンスタイム・ミキシング・フォーメーショ
ン・デモンストレーション　 区内在住・在勤・
在サークルのダンス愛好家　 500円　
ハガキ（上記申込方法参照、種目・持ち級も明
記）で、区ダンススポーツ連盟・石井（〒158-
0097 用賀3-8-2 ☎090-2532-2186）へ
※詳細は世田谷区ダンススポーツ連盟の
HP（ http://www.jdsf.or.jp/setagaya-
dsf/）をご覧ください　 11月9日（必着）
■アマチュアボクシング競技　12月18日

（日）12:30～  駒澤大学  玉川校舎ボクシン
グ部道場　 ①平成28年度日本ボクシング
連盟登録者②世田谷区在住、在勤、在学のい
ずれかに該当する者　 2,000円　 ハガ
キかFAX（上記申込方法参照）で区アマチュア
ボクシング連盟・宮崎（〒252-0314 相模原
市南区南台5-6-2-303 ☎ 042-748-9091）
へ　 11月18日（必着）

■創立60周年記念フォークダンス大会
11月23日（水・祝） 10:00～   総合運動場体育館

協会会員、賛助会員、ＯＢ、都内在住一般愛
好者  300円／人  当日直接会場へ  区
フォークダンス協会・竹ノ内（☎3703-2747）へ

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
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工芸品など
約50点のほか、約100年前の現地を捉えた
映像も展示します。� 入場無料

1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

的な展示を行います（会期中一部展示替えあ
り）。� 入場無料

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
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、松
森町津軽獅子舞保存会の方に、特別に獅子舞
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（P3記入方法参照）で生活工房へ

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

■選抜テニス選手権大会予選  12月3日（土）、
10日（土）、17日（土）  総合運動場テニスコート

［種目］男女単・複　 区内在住又は在勤者
（学生不可）及び本年度区民社会人大会上位
入賞者（本戦直接ご案内）を除く　 単4,000
円、複6,000円　※本戦（1月14日、15日、21
日予定）参加時要同額　※23区大会・都大会
派遣選手候補者選考を兼ねる　 往復ハ
ガキに種目・戦績等記載の上、区テニス協会

（〒156-0054 桜丘1-17-18 ☎5451-0691）
へ　 11月3日（必着）
■第127回世田谷区卓球団体戦　中学・高
校の部　12月23日（金・祝）9:15～　総合運
動場体育館　 区内にある中学・高校（学校
単位のみ）　 中学3,000円／チーム、高校
4,000円／チーム　 所定の申込書で卓球
連盟事務局・下山（☎090-5213-8914）へ

11月25日（必着）

より対象・定員・申込方法が異なります。詳
細は当財団HPをご覧いただくかお問い合
わせください。　 幼児～高齢者　 無料

（一部施設利用料金あり）　 千歳温水プー
ル管理事務所（船橋7-9-1 ☎3789-3911 
3789-3912）へ  ※駐車台数に限りがあるた
め、できるだけ公共交通機関をご利用ください

ぜひ仮装してご参加ください！　①12:15～
13:00ファミリーハロウィン～親子でズンバ
～ ②13:30～14:15親子でダンス ③15:05
～15:50シンプルエアロ　 ①②小学生以上

（中学生以下は高校生相当以上の保護者同
伴）③高校生相当以上　 各20名　 各400
円（小・中学生無料）　 当日直接会場へ

総合運動場体育館管理事務所（☎3417-
4276 3417-1734）　※室内履き持参

■ショートテニス競技
11月27日（日） 9:00～　総合運動場体育館

［種目］①小学生の部（小学3年～6年生） ②親
子の部（Ａ）低学年（小学1年～3年生）（Ｂ）高学
年（小学4年～6年生） ③一般の部（中学生以
上） ④シルバーの部（60歳以上）　※いずれも
ダブルス（男女区分無し）  区内在住・在勤・

軽度の知的障害のある小・中学生で付添者
の同伴が可能な方　 抽選25名　 1,000
円　 障害の内容も明記し、スポーツ振興財
団へ　 11月7日（必着）

［コースレベル］：一般向き（★★☆）
［記号の説明］⇒・・バス　→・・徒歩　
［コース］世田谷区役所⇒（首都高速／中央自
動車道）⇒河口湖IC⇒紅葉台→三湖台→五湖
台（昼食）→三湖台→紅葉台⇒道の駅「なるさ
わ」⇒河口湖IC⇒（中央自動車道／首都高速）
⇒世田谷区役所（歩程約4時間）  18歳以上  

抽選40名  5,000円  11月7日（必着）  
※昼食（弁当）・水筒・雨具・ストック持参、登
山靴着用（物品の貸し出しはありません）

ユニバーサルスポーツ体験会・水中トレ
ジャーハンティング・フィットネス体験教室
など楽しいイベントが目白押し。イベントに

関 連 企 画

関 連 企 画

ハロウィンフィットネス
10月30日（日）　総合運動場体育室

わくわくサッカー教室
11月19日（土）、26日（土）、12月3日（土）、11日（日）
9:30～11:00（全4回）　池尻小学校第2体育館

ハイキング「足和田山」
11月26日（土） 6:50　区役所第三庁舎前集合

第27回船橋ふれあいまつり
スポーツフェスタin千歳温水プール

11月3日（木・祝） 9:30～17:00

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27日（木）～28日（金）、11月2日（水）～
3日（木・祝）、以降の詳細はHP参照　各日
14:00～15:30（入退場自由）　2Ｆ八角堂

NPO・市民活動のためのステップ・アップ講座
組織づくりのための

ヒント／コツを学ぼう！
第1回【NPOとお金について】12月13日（火）

第2回【NPOと人材育成について】12月20日（火）
各日19:00～21:30　生活工房5F

スポーツ教室

イベント

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

10月30日（日） 14:00～15:30　生活工房4F

大　会
※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

●模擬店・物産展
7:00～14:30 【中央広場】

●吹奏楽団によるオープニング演奏
7:30～7:55 【陸上競技場】

●ウルトラマンゼロ  ミニショー
11:40～12:10 【中央広場ステージ】

●区内大学応援団による応援合戦
12:10～12:50 【中央広場ステージ】

第11回 世田谷246ハーフマラソンイベント情報 11月13日　 入場無料
会場:駒沢オリンピック公園中央広場ほか
※荒天中止

※天候等により開催が不明な場合は、
当日 5:30 から次の番号でご案内しま
す　☎ 0180-991-157（当日のみ自動
音声によるご案内）

大会当日、東日本大震災復興支
援金、及び熊本地震災害支援金の
ための募金箱を設置いたします。

大会への参加申込は終了しました

日

朗読講座
豊かなことばの世界

世田谷芸術百華2016対象事業

第66回 世田谷区民体育大会

共催大会

会員割引対象

あなたの身近な地域で陰の力となって、スポーツ・
レクリエーションの指導等で活動している方に「ス
ポーツ・レクリエーション推進賞」表彰を行います

［推薦基準］10年以上にわたりスポーツ・レクリエー
ションの普及・振興について、身近な地区・地域
で陰の力となって活動している方

［推薦方法］11月25日（必着）までに推薦書をス
ポーツ振興財団へ郵送または持参（推薦書は、ス
ポーツ振興財団、スポーツ推進課、総合支所地域
振興課、出張所、図書館等にあります。当財団HP
からダウンロード可）

「スポーツ・レクリエーション推進賞」
表彰の募集

市民活動支援コーナー
新規運営団体募集！

市民活動支援コーナーの現・運営団体
の委託期間満了に伴い、平成29年4月1
日より、生活工房と一緒に当コーナーを
運営していただける団体を募集します。
応募等の詳細については生活工房ホー
ムページ、あるいは生活工房窓口で配布
している募集要項をご覧ください。
　12月20日（必着）
　https://shimin-yoyaku.setagaya-
ldc.net/

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
留学生研究発表会

「JAPONDER2016－獅子になる」
開催中～11月13日（日）　会期中無休

9:00～20:00　３F生活工房ギャラリー

■ ■ ■ ■ ■ ■  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）   月曜休み
11:00～19:00　生活工房3・4Ｆ

北海道立北方民族博物館所蔵
「ボタン・銅版付ダンス用前掛け」

〒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
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房 Des ign

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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/

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

再生紙を使用しています
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