
次回（6月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

日本で私の作品の展覧会が開催されることを光栄に思い
ます。何年も前に、私は妻のボビーとともに日本を訪れ
ましたが、日本の方々の優しさに心から感動しました。ま
た、日本の芸術や生活文化は、私の仕事や暮らしにおける
美学を、とても豊かなものにしてくれました。私の本が、

さまざまな国の読者の手にわたっているということは、
私にとって大きな意味を持っています。私の物語が伝え
る希望のメッセージが、平和と美しさ、楽しみと学びを
もたらしてくれることを願っています。

エリック・カール（絵本作家）

『はらぺこあおむし』別案原画、1984年、エリック・カール絵本美術館　© 1969 and 1987 Eric Carle

『はらぺこあおむし』関連作品原画、制作年不詳、エリック・カール絵本美術館　© Eric Carle

エリック･カールの世界を、「動物たちと自然」、「旅」、「昔話
とファンタジー」、「家族」の4つのテーマで展示。カラフル
な色彩の中にも、繊細な手仕事の宿るコラージュ原画を
展示します。

ドイツで過ごした青少年時代に出会い、大きな影響を
受けることになった「青騎士」の画家フランツ・マルク
や、パウル・クレーをはじめ、カールと美術家たちと
の意外な接点や、絵本作家レオ・レオニとの交流など
を通して、作家としての側面に迫ります。また立体作
品や舞台美術など絵本にとどまらないカール芸術の
広がりや、日本との繋がりもあわせてご紹介します。

Collection of Eric and Barbara Carle, courtesy of 
The Eric Carle Museum of Picture Book Art, 
Amherst, Massachusetts
The Art of Eric Carle is organized by
The Eric Carle Museum of Picture Book Art, 
Amherst, Massachusetts, USA

『プレッツェルのはじまり』最終原画、1992年
エリック・カール絵本美術館　©1972 and 1995 Eric Carle

『こぐまくん こぐまくん なに みているの?』表紙原画、2006年
エリック・カール絵本美術館　© 2007 Eric Carle

『パパ、お月さまとって!』最終原画、1985年
エリック・カール絵本美術館　© 1986 Eric Carle

『くまさん くまさん なに みてるの?』最終原画、1983年
エリック・カール絵本美術館　©1967, 1984 and 1992 Eric Carle

『どこへいくの? To See My Friend!』最終原画、2000年、エリック・カール絵本美術館　©2001 Eric Carle

『うたがみえる きこえるよ』最終原画、1972年
エリック・カール絵本美術館　©1973 Eric Carle

エリック・カールの世界PartⅠ

エリック・カールの物語PartⅡ

絵本『はらぺこあおむし』で知られ、世界中の子どもたちに愛
されている絵本作家・エリック･カール（1929-）。本展は、米
国マサチューセッツ州アマーストにあるエリック･カール絵本
美術館の全面的な協力を得て、アメリカを代表するこの作家
の絵本原画・作品資料など約160点を2部構成で展示します。

世 田 谷 美 術 館

［休館日］ 毎週月曜日
［開館時間］ 10:00〜18:00（入場は17:30まで）

一般1,200円 他　⇒詳細、関連企画はP2をご覧ください
　ご案内：☎5777-8600（ハローダイヤル）
 

7月2日日開催中

展覧会公式サイト http://ericcarle2017-18.com/

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 P3世田谷パブリックシアター

2017年5月25日
Vol. 193

毎月25日発行

生活工房

世田谷区スポーツ振興財団

・・・P3

・・・・・・・・・・・・・・・P4

・・P4

世田谷文学館

世田谷美術館

音楽事業部

世田谷パブリックシアター

・P2

・P2

・・・P3

 



 

  

  

2017年5月25日2

（所要時間約40分）
ムットーニ本人が作品をご案内します。

無料（ただし展覧会観覧券が必要）　 事
前申込み不要　※観覧者多数の場合は入場を制限
させていただくことがあります
■スペシャルツアー
6月17日（土） 18:00～（所要時間約60分）
ムットーニの語りを聴く特別上演会です。

抽選40名　 無料（ただし展覧会観覧券
が必要）　 当館HP「企画展」ページのイベ
ント申込フォームからお申込みください　

6月3日（必着）
■露天商・楽園　１Ｆロビー
6月17日（土） 11:00～
ムットーニ手作りの小物を販売する一日限
りの屋台です。

事前申込み不要（当日10:00より整理券配
布。商品が売切れ次第終了）

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）
想像力に優れた古今東西の文学者の多くは

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

自動からくり人形作家ムットーニ（1956-）
の作品世界をご紹介しています。これまでの
代表作から新作《ヘル・パラダイス》まで、人
形の動き、光や音楽が絡み合う小さなストー
リー・ボックスをお楽しみください。

■ギャラリートーク
会期中の毎土・日曜日 14:00～／16:30～

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　※リピータ－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　●チケットは、公式サイト、各種プ
レイガイドで購入いただけます

◆100円ワークショップ
「飛び出せ絵本！主人公マグネット」
「エリック・カールさん風コラージュカンバッチ」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随
時受付）　創作室

どなたでも　 1回100円

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

新収蔵の淀井彩子の油彩や版画に、父・ 

［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

淀井敏夫の彫刻を加え、世田谷を代表する
芸術一家の活動を紹介します。

濱田能
よ し  お  

生のガラス
陶芸家・濱田庄司の五男でガラス作家・
濱田能生（1944-2011）の透明感溢れる吹
き硝子作品18点を展示します。

■講演会「自作を語る」
6月17日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂

淀井彩子（画家）　 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

牧 原 くみ 子（箏）、富 緒 清 律（三 味 線）、 
安本和代（17絃）、杉村虹山（尺八）、高橋章子

（フルート）、世田谷三曲協会ジュニア合奏
団　［曲目］シンデレラ、豊年太鼓、六段、鷺
草の舞 他　 大人1,000円（高校生以下無
料）　 当日直接会場へ

世田谷三曲協会・牧原（☎3426-4163）

書画を愛好し、自らも絵筆をふるいました。
一方、詩歌や文章でも才を開かせた画家も
少なくありません。文学者にまつわる書画と
ゆかりの品、文学を彩る挿絵やデザイン、映
画を支える美術の仕事などをご紹介します。

関 連 企 画

  
  　　第34回 世田谷文学賞作品募集！
■募集部門　詩、短歌、俳句、川柳、随筆
■募集期間　9月1日（金）～12日（火）
※詳細は次号にてお知らせします

予告

烏山下町まつりにあわせて、「だれでも
セタブンマーケット」を開催します。《本
の輪「子どもたちにいい本あげる！」》コー
ナーでは、皆さんから寄せられた「子ど
も向けの本」（提供者からのコメント付）
を来場した方に持ち帰っていただき、本
の輪をつなぎます！活版ワークショップ
や群馬県川場村からの農産物の出店も。
6月最初の土曜日は世田谷文学館へ！
※詳細はHPまたは☎5374-9111でご確認くだ
さい

だれでもセタブンマーケット
6月3日（土） 10:00～15:00頃

1階文学サロン

《銀彩瑠璃硝子茶碗》制作年不詳　撮影：上野則宏

宮本三郎の描く身体
THE BODY in 
Saburo 
Miyamoto’s Art
開催中～7月23日（日）

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
5/30～6/4 東京オルタナ写真部＃4
6/6～11 1616会グループ展
6/13～18 写真の友「四季会」写真展
6/20～25 成城彩草会　ボタニカルアート展

※ 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）

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 
1910’s-1950’s
民家への道
開催中～7月23日（日）

清川泰次が写したパリ
開催中～7月23日（日）

展覧会

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

清川泰次撮影（パリにて）1954年

《生》1974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/
展覧会

7月23日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
奥沢周辺の緑豊かな住環境は、宅地内の植
栽で保たれています。それを「開かれた庭」と
名付け、次世代に引き継いでいくためのガイ
ド冊子を発行した「土とみどりを守る会」の
代表に、誰でも参加できる「みどりの街づく
り」の取り組みを紹介していただきます。

堀内正弘（多摩美術大学 環境デザイン学
科教授／NPO法人土とみどりを守る会代表）

どなたでも　 申込先着50名　 500円
（展覧会観覧料含む）　 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
（受付時間：開館日の10:00～17:30まで）。　

※1イベントにつき1通、2名まで　※詳細はHP参照

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.37

「開かれた庭」とは？ ～みどりの街づくり

《献木伐採》1943年頃

区制85周年

区制85周年

区制85周年

展覧会公式サイト http://ericcarle2017-18.com/

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～6月25日（日）  
　　　　  ムットーニ・パラダイス展
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500円　小・中学生300→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

会員割引対象

新たなライブラリー「ほんとわ」では世田谷
ゆかりの文学者に関する本のみならず、
各分野のプロフェッショナルや作家が薦
める本、展覧会と連動した特集コーナー
など、企画性のある選書で、幅広い世代
にむけて多様な書物との出会いの場をつ
くっていきます。また、授乳室を備えた子
どものためのエリアを新設し、親子で楽
しめる空間づくりを進めていきます。
※館外貸出は行っていません
※収蔵資料の閲覧については事前申込みが必要
な場合もあります。あらかじめお問合せください

ライブラリー　ほんとわ

世 田 谷  美  術  館  分  館

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

開催中～5/28
ガラス彫刻展2017 第7回　遊彩会日本画展
アトリエmei 用賀教室展

絵ぷろん絵画展松井油絵教室作品展
5/30～6/4 第18回　パレット99絵画展 第26回　モナミ会展

6/6～11 2017 東京小品展
じゆうに12作品展
沙羅の会陶展
タマキマサコ個展　～軌跡の記録～

6/13～18
植物画教室作品展 ’17　陶響展－彩りの土の舞－
水彩画の会　“美匠”“美匠Jr” 第9回　世田谷帆船模型愛好会作品展

6/20～25
第23回　青人会展

ECRU展　vol.4　※21日～公開
世田谷アトリエ会展

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■

エリック・カール展
The Art of Eric Carle
開催中～7月2日（日）　1階展示室

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

《ヘル・パラダイス》 2017年

関 連 企 画

『とうさんは タツノオトシゴ』最終原画、2003 年
エリック・カール絵本美術館　© 2004 Eric Carle

淀井彩子《土地の名・土地の色・土地の時間29》2000年

関 連 企 画

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

ムットーニ・パラダイス
開催中～6月25日（日）　2階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
コレクションにみる

文学を彩る書画の魅力
ut pictura poesis―詩は絵のように
開催中～9月18日（月・祝）　1階展示室

世田谷美術館は、改修工事のため平成29年7月3日（月）～平成30年1月12日（金）まで
休館します。分館は通常通り開館します。

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中～7月2日（日）
　　　　  「エリック・カール展　The Art of Eric Carle」
一 般1,200→1,100円　65歳 以 上1,000→900円　 高 校・大 学 生800→700円　 小・中 学 生
500→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

世田谷美術館分館 ギャラリートーク　
5月27日（土）清川泰次記念ギャラリー　
11:00～（20分程度）　担当学芸員による
解説　 無料　※観覧料別途　 事前申込
み不要

               それぞれのふたり
淀井彩子と淀井敏夫

 開催中～7月2日（日）　2階展示室

区制85周年

●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。

※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担当まで小コーナー展示

おとなも楽しめる第12回子どもの
ための物語と邦楽のひととき
6月11日（日） 14:00～16:00　講堂

〒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　☎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・休日の場合は翌平日）　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館

6月3日（土）は地域催事に伴う無料観覧日です。
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会員先行発売・割引対象（前売のみ）凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

▲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）

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

〒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/

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　
～耳をすますときこえてくるよ♪～ 

65

19:00
14:00

8/4

区制85周年

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）

　

シアタートラム

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。

演 劇

演 劇

『Penalty killing』 -remix ver.-

『杉本文楽　女殺油地獄』

7/14（金）～23（日）

8/11 （金・祝）～13（日）

1917

15:00
14:00

19:00

183/16

舞 踊 関かおりPUNCTUMUN（プンクトゥムン）
新作ダンス公演『うとぅ り』6/30（金）～7/2（日）

1/21

18:00

作 近松門左衛門『女殺油地獄　下之巻』より　 構成・演出・美術 杉本博司
鶴澤清治（人間国宝）　竹本千歳太夫　豊竹呂勢太夫　鶴澤藤蔵　吉田幸助　

吉田玉佳　吉田一輔
 8,800円（A席のみ、先行発売期間のみ）　一般 A席（1・2階） 9,000円　B席（3階） 6,000円

公益財団法人小田原文化財団　☎0465-42-9170（平日10:00～16:00）

未就学児
入場不可

演出・振付 関かおり　 北村思綺　後藤ゆう　小山まさし　清水駿　
鈴木清貴　髙宮梢　矢吹唯　山田花乃　吉田圭　関かおり 

全席自由席（整理番号付）  2,800円　一般 3,000円／当日 3,500円　
ユース（小学生以上24歳以下） 2,500円／当日 2,800円（当日要年齢確認）　U24 2,500円　

ダンスインディード　☎090-4429-5747

未就学児
入場不可

詩森ろば　 粟野史浩　板倉武志　碓井将大 他
 4,300円　一般 4,500円／当日 5,000円　学生（大学生以下、前売のみ） 

2,000円　障害者 2,000円（付添者がご観劇の場合、一名まで障害者
料金を適用致します）　※学生、障害者料金は当劇場で取扱いはありません　

風琴工房   ☎070-3602-4357   pk@windyharp.org 車いすスペース有 2,000円（定員あり・要予約）
※未就学児のご観劇はご相談ください

5/12131415161718

18:30
14:30 休

演

2

17:00

13:00
14:00

18:00
19:30

6/307/1

＝3歳以上の未就学児、入場可（無料・問合せ先へ要予約）

●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

演 劇 チェルフィッチュ
『部屋に流れる時間の旅』6/16（金）～25（日）

岡田利規　音・舞台美術 久門剛史　 青柳いづみ　
安藤真理　吉田庸 他

全席自由席（整理番号付）  3,300円（枚数限定）　一般 3,500円／
当日 4,000円　U24 3,000円　高校生以下 3,000円（前売りのみ）　

株式会社プリコグ　☎6825-1223（平日11:00～19:00）

未就学児
入場不可

6/16 17 1819202122

18:00
14:00

19:30
休
演

232425

＝17日18:00　
　終演後ポストトークあり

＝6/16～19英語字幕付

  5/26（金）
一般  5/27（土）

発売
開始

  6/9（金）
一般  6/10（土）

発売
開始

7/14151617181920

19:00
14:00

212223

＝終演後、ポストトークあり

13

17:00

13:00
14:00

18:00

8/1112

世田谷パブリックシアター

日本ダンス界の第一
人者、勅使川原三郎。
世田谷パブリックシ
アター開場当時に初
演された伝説的ダン
スが、今甦ります。

構成・振付・美術・照明 勅使川原三郎　
勅使川原三郎　佐東利穂子　

 4,700円　一般 5,000円　
ペア 9,000円（前売のみ取扱い）
高校生以下・U24 2,500円　
※未就学児入場不可

ドイツの最先端戯曲、日
本初演！少年2人の思い
出の夏には、狂気と切な
さがつまってる……

世田谷パブリックシアターでは1997年開場以来、子どもたちが身近に演劇に触れる機会を提供することを目的に、創造的で質の高い舞台
作品を制作・上演してきました。今年も、大人から子どもまで楽しめる充実のラインアップが揃いました。夏休みは家族そろって劇場へ！！

2004年に芸術監督・野村萬斎の出演で上演し好評を博した『子
午線の祀り』を、萬斎自らの演出で再上演。「平家物語」に題材を
とった1979年初演の木下順二作品で、劇場のレパートリー作品
として今後も受け継いでいきたい作品です。不朽の名作が、新演
出、新キャストによりこの夏、新たな幕を開けます！

室内楽シリーズの6月公演は、柔らかく甘い音色の古部賢一
のオーボエと、高い技術で絶妙なアンサンブルを実現する
鈴木大介のギター。何度も共演を重ねてきた二人が、映画音楽
からクラシック作品までをお
届けします。

宮川彬良が独自の視点で読み解
く音楽バラエティ・コンサート。
NHK朝の連ドラの音楽（劇伴）
で活躍中のアキラ所長が、ドラ
マなどで主題歌以外に劇中で使
われる音楽「劇伴（ゲキバン）」を
テーマに大分析。どのような内
容になるのか、ご期待ください！

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！表情豊かなうたと
語り、軽快なマリンバ演奏を
地域の子どもたちにお届けし
ます♪

原 ヴォルフガング・ヘルンドルフ
作 ロベルト・コアル　翻・演 小山ゆうな　 柄本時生
篠山輝信　土井ケイト　あめくみちこ　大鷹明良

 6,300円　一般 6,500円　高校生以下・U24 
3,250円　友達割引（高校生以下2枚） 6,000円※1

友達割引（高校生以下3枚） 9,000円※1　親子ペア
（一般1枚+高校生以下1枚） 8,800円※1

※1公 演 当 日 劇 場ロ
ビーにて年齢確認で
きるものを要提示
※未就学児入場不可

作 木下順二　演出 野村萬斎　音 武満徹　 野村萬斎　成河　河原崎國太郎　
今井朋彦　村田雄浩　若村麻由美 他

全席指定（税込）  S席（1,2階） 8,600円　一般 S席 8,800円　A席（3階） 5,400
円　ベンチシート 7,000円※2　プレビュー S席 7,300円　A席 4,400円　ベンチ
シート 6,000円※2　高校生以
下・U24 一般・プレビュー各料
金の半額
※2ベンチシートとは、最前列に位置す
る背もたれ、ひじ掛けのないお席です
※未就学児入場不可

古部賢一（オーボエ）
鈴木大介（ギター）

A.ピアソラ：タンゴの歴史-
カフェ1930、リベルタンゴ
E.モリコーネ：ニュー・シネ
マ・パラダイス 
A.マルチェロ（J.S.バッハ編）：
オーボエ協奏曲 BWV 974 他

 3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

宮川彬良
（作曲家／舞台音楽家） 他

 2,800円　一般 3,000円　
　※未就学児入場不可

西山琴恵（ナビゲーター＆うた）　横田大司（マリンバ演奏）
対 幼児向け／ファミリーから一般の方まで 

無料／事前申込み不要　※直接会場にお越しください

チック
芸術監督・野村萬斎 演出『子午線の祀り』

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

古部賢一＆鈴木大介 
～オーボエとギターのおしゃれな時間～

宮川彬良の
せたがや音楽研究所 #8
～来たれ！「劇伴道場」～

ABSOLUTE ZERO 
絶対零度20177月1日（土）～23日（日）　世田谷パブリックシアター

8月13日（日）～27日（日）   シアタートラム

6月1日（木）～4日（日）　
世田谷パブリックシアター

6月18日（日） 15:00　成城ホール

9月16日（土） 17:00　世田谷区民会館5月27日（土） 14:30　鎌田区民センター（第1会議室）
5月28日（日） 10:30　粕谷区民センター（多目的ホール）
　　　　　　 14:30　上北沢区民センター（ホール）
            　　　※各回40分／入場は開演の20分前より

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

〒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

©Mikako Ishiguro

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演6/3（土）
一般  6/4（日）

発売
開始

撮影：Akihito Abe

せたがやこどもプロジェクト2017
ステージ編

8月4日（金）～6日（日）
シアタートラム

7月29日（土）・8月1日（火）　シアタートラム
8月19日（土） 15:00・

20日（日） 14:00
世田谷パブリックシアター

8月31日（木）～9月3日（日）
世田谷パブリックシアター

劇団かかし座

『Wonder Shadow』
『日野皓正presents 

“Jazz for Kids”』

脚本・構成・演出 後藤圭（かかし座）
石井世紀　櫻本なつみ　

梅原千尋　伊藤篤志
 おとな 3,800円　一般おと

な 4,000円　こども（3歳〜小学
生）1,500円   親子ペア 5,000円 
問 劇団かかし座　
☎045-592-8111 

『Never Ending Story
〜まちがいのコンドルズ〜』

構成・映像・振付 近藤良平　
コンドルズ

 4,700円　一般 S席 5,000円　
A席 3,000円  4歳〜高校生 ・U24
S席 2,250円
A席 1,500円　
親子ペア 
6,000円　

子どもとおとなのための◎読み聞かせ

『お話の森』
ROLLY（7月29日14:00（小学校高学年向け）／18:30

新企画「音楽の森」ソロライブ）、野村萬斎（8月1日
14:00／17:00（4歳以上向け））

 割引なし　おとな 2,500円　4歳〜小学生 500
円　中学生高校生・U24 1,250円　
※「音楽の森」ソロライブのみ
おとな 3,500円　U24 1,750円　
小学生～高校生 上記と同じ
※座席エリア：子供席（4歳～高校
生のお子様・お子様と一緒の大
人）　大人席（大人のみでご入場
の方）　8/1の大人席は枚数限定

子どもたちのためのふしぎな影
絵の…シャドウ・エンターテイメ
ント！

日野皓正と世田谷区立中学生のジャズ
ビッグバンドによる、
大迫力のコンサート

間違いの喜劇、まち
がいの狂言、そして
今度は『まちがいのコンドルズ』!?

アーティストの個性あふれる絵本の読み聞かせ。
毎夏恒例企画に、野村萬斎・初登場

鈴木大介　
©Matsunao Kokubo

古部賢一　©土居政則

室内楽シリーズ 6/20（火）発売
開始

7/1（土）
一般  7/2（日）

発売
開始

7/1（土）
一般  7/2（日）

発売
開始5/26（金）

一般  5/27（土）
発売
開始

6/10（土）
一般  6/11（日）

発売
開始

撮影：江森康之

8月19日（土）
『日野皓正Quintet Live』
8月20日（日）

『Dream Jazz Band 13th Annual Concert』 
 おとな 4,300

円　一般おとな 4,500
円　4歳 〜 高 校 生・
U24 2,250円 他 撮影：HARU

3

18:00

13:00
14:00

19:00＝0歳～入場可

8/319/1 2

※各公演ごとに年齢制限が異なりますので詳細はお問合せください



　 　

2017年5月25日4

ミニライブ+トーク
「クレオール・ニッポンの旅」
7月9日（日） 14:00～15:30 （途中休憩あり） 　
生活工房4F
本展で紹介する内容を軸にした、ミニライブ
とトークイベント。遠い記憶を宿した「うた」
をお楽しみください。

松田美緒（Vo）、鶴来正基（E.Pf.）、渡辺亮
（Perc）　［特別ゲスト］平石安雄（祖谷のうた）　

申込先着30名　 2,000円　 5月25日
10時以降、電話かメール（P3記入方法参照）で
生活工房へ

20世紀の映像百科事典「エンサイクロペ
ディア・シネマトグラフィカ」の映像群に、
生命の根源的な営みを学ぶワークショップ
シリーズの第1弾。
様々な繊維から「ひも」を作り出す世界各地
の映像（右段上映作品参照）を見ながら、そ
の手法を試行錯誤し実験します。2日目は映
像に登場した道具を再現し、持ち寄ったひ
もをよりあわせて巨大な縄を作ります。上映
時間は各日とも最初の1時間、上映会だけの
参加も歓迎です。

［企画進行］下中菜穂（造形作家・もんきり研
究家）、丹羽朋子（文化人類学者）

［協力］（公財）下中記念財団
★ワークショップの参加要領

小学生以上で2日とも参加可能な方
抽選20名　 2,500円（2日分／1日目の

み昼食付）　 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

6月16日（必着）
★上映会のみの参加要領
各日それぞれ　 当日先着50名　 500円　

不要、当日直接会場へ

①7月1日（土） 11:00～16:00
 ②7月15日（土） 13:00～17:00

全2回完結　生活工房4F

映像のフィールドワーク・ラボ
Vol.1 「ひもをうむ」

区連盟会員及び
世田谷区在住・在
勤者で競技用エア
ライフル銃の保有
者　 先 着24名

500円（弾各自持
参・電子標的用ロール紙、標的紙連盟準備）

射場にて（9:00集合）　 区ライフル射撃連
盟・高田（☎3487-0832（19:00〜21:00））
■サッカー競技（中学生大会）
7月17日（月・祝）～8月6日（日） 9:30～
二子玉川緑地運動場 他

2,000円／チーム　 所定の申込書を区
サッカー協会HP（ http://setagayaku-fa.
com/）からダウンロードし、必要事項を記入の
うえ、下記メールアドレスへ添付送信　 7月
1日（必着）　 info@setagayaku-fa.com
※代表者会議は7月8日（土）18:30〜　三軒茶
屋キャロットタワー5階セミナールームA
■ソフトテニス競技
①7月12日（水） ②7月16日（日） ③7月17日

（月・祝） ④7月23日（日） ⑤8月16日（水）～
17日（木） ⑥8月18日（金） ⑦8月20日（日） い
ずれも9:00～　総合運動場テニスコート

［種目］ ①シニアⅡ部 ②シングルス（小中高生）
③一般男子・成年女子・壮年男子・高校男子 

かつての街並
みや暮らしぶ
りが記録され
た 映 像（8ミリ
フィル ム）を、
地域の共有財
と し て 公 開・
活用していくプロジェクト。フィルムをお持
ちの方は、ぜひご提供ください。現在、とく
に昭和30年代の映像を募集中。選別・デジ
タル化された映像は、DVDにして提供者に
無料でお渡しします。

［企画制作］remo［NPO法人 記録と表現とメ
ディアのための組織］

無料　 電話かメール（P3記入方法参照、
巻数・内容・保管場所などもわかる範囲で明
記）で生活工房へ　※定員になり次第、受付を終
了します

1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉 
6月28日、7月5、12、26日
作品：宮沢賢治著『どんぐりと山猫』 

岩井正（NHK日本語センター）
2木曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
6月29日、7月6、13、20日
作品：新美南吉著『おじいさんのランプ』

秋山隆（NHK日本語センター）
3金曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
6月30日、7月7、14、21日
作品：宮沢賢治著『よだかの星』　

金野正人（NHK日本語センター）
いずれも生活工房5F
午前クラス：各回10:30～12:30　
午後クラス：各回13:30～15:30

申込先着15名（継続受講の方で定員に達
する場合があります）　 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/

■上映作品
【7月1日（土）】（上映時間11:00～12:00）
「竜舌蘭繊維の糸づくりと紐づくり」（コロン
ビア／アルファコ族／1969年）、「ココヤシ
繊維の紐づくり」（エリス諸島／ポリネシア人
／1960年）ほか計7本程度

【7月15日（土）】（上映時間13:00～14:00）
「綱づくり」（西スーダン／ドゴン族／1966
年）、「紐づくりと綱づくり」（東ペルー モン
ターニャ／マチゲンガ族／1968年）ほか計5
本程度

昨年度好評だっ
た「情報編集力
連続講座」を軸
にして、情報を
自 分 自 身 で 収
集しながら、文
章 を 書 く、本
を読むといった「編集力」の向上に挑む連続
講座です。新しい見方や、思考方法をワーク
ショップで体験します。

［進行］イシス編集学校　 http://es.isis.
ne.jp　 申込先着40名　 5,000円（全3
回分）　 電話かメール（P3記入方法参照）で
生活工房へ　※内容詳細は生活工房HP参照

会員割引対象

報道写真誌『DAYS JAPAN』による「DAYS
国際フォトジャーナリズム大賞」の最新受賞
作の写真展を開催中です。世界各地で立ち上
がった市民たちの闘い、未だ解決されない児
童労働や難民、自然環境破壊の問題などを、
受賞者のコメントやメッセージとともに約
65点紹介しています。 無料

【共催】㈱デイズジャパン   【企画】㈱世田谷社

ハワイやブラジ
ルへ渡った日本
人、長崎県伊王
島に暮らしたキ
リシタン、徳島
県祖谷（いや）の
木びきさん。国内外で“うたう旅人”として活
動する松田美緒氏は、各地に残る「うた」を手
がかりに、日本の多様性を伝えています。そ
んな伝承曲を通して、あらためて日本につい
て考える展覧会です。 無料

④一般女子・成年男子・壮年女子 ⑤中学生
男女 ⑥高校女子 ⑦ミックス　 区連盟登録
者及び区内在住・在勤・在学者　 ①③④
⑥⑦1ペア／700円 ②小中学生200円・高校
生350円 ⑤1ペア／400円　 所定の申込書
で、区連盟登録者は郵便振込、未登録者は現
金書留で、区ソフトテニス連盟・山根（〒154-
0004 太子堂5-17-15 ☎3410-7886）　 ①
②③④6月17日 ⑤⑥⑦7月16日（必着）
■ゴルフ競技
7月27日（木）　太平洋クラブ御殿場ウエスト

［種目］18ホールストロークプレー（新ペリア方
式）　 4,000円（別途プレー代16,540円・
利用税別）　 ハガキかFAXで区ゴルフ連
盟・服部（〒157-0067 喜多見7-27-15 ☎
3417-0562）　 6月27日（必着）　※希望者
は、ニュー成城ゴルフセンターからバスの利用
ができます（3,000円）

■第29回世田谷区ダンススポーツ大会
7月8日（土）、9日（日） 10:00～ 総合運動場 他

JDSF選手登録者　 区ダンススポー
ツ連盟・石井（☎090-2532-2186（13:00〜
15:00））へ　※詳細はHPをご覧ください（
http://tokyo.jdsf.or.jp/）   6月23日（必着）
※見学者の入場無料
■第44回トリムのつどい
6月11日（日） 10:00～　総合運動場体育館

［内容］軽体操・リズム運動・ゲーム　 区連
盟加入クラブ及び区内在住・在勤者　 無料

当日自由参加　 区健康体操連盟・野崎
（〒158-0083 奥沢3-45-2 ☎3720-4759）

3417-1734）　 先着順（ただし、託児サービ
ス希望者は6月16日まで）
② 千歳温水プール

プログラムにより異なります（抽選）
7,200円〜　 窓口もしくはハガキか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）

5月31日（必着）
③大蔵第二運動場

プログラムにより異なります   7,700円〜
直接窓口もしくは大蔵第二運動場管理事

務所（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 
3416-1777）　 いずれも先着順

A小学生17:00〜19:00 B中学生・高校
生相当19:00〜21:00　 抽選A45名B35
名　 各8,000円（体験参加800円／回）　

ハガキまたはFAXで大蔵第二運動場管
理事務所（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-
1212 3416-1777）　 6月13日（必着）

■ライフル射撃競技
6月25日（日）～9月10日（日） 9:00～（全9回）
※除外日あり　総合運動場エアライフル場

［内容］ドリブルクリニック・心肺蘇生・AED
体験等　 岡部将和・飯沼誠司　 小学4〜
6年生（いのちの教室は親子での参加可）

先着50名　 無料　 6月20日（必着）

栄養と運動のつながりについて学べます
制限なし　 30名　 無料　 当日受付
千歳温水プール管理事務所 （☎3789-

3911 3789-3912）

3ヶ月継続して運動します。親子体操・ヨガ・
ピラティス・骨盤ストレッチなど。一部託児
サービスもあります（プール教室は開催いたし
ません）。　※詳細は当財団HP参照か各施設
にお問合せください
①総合運動場

プログラムにより異なります  9,200円〜
直接窓口もしくは総合運動場管理事務所

（〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎3417-4276 

大蔵・千歳・大蔵第二
コース型フィットネス教室

7月～9月

 スポーツ安全普及イベント
「ドリブルクリニック＆いのちの教室」
7月8日（土） 12:00～14:30　総合運動場体育館

千歳温水プール　運動と健康セミナー
6月20日（火） 10:30～12:00

千歳温水プール集会室

共催大会

第67回世田谷区民体育大会

スポーツ教室

イベント

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

関連イベント

①6月17日（土） ②6月24日（土） ③7月9日（日）
全3回完結　各日14:00～16:30

【会場】①②生活工房5F
③イシス編集学校「本

ほん

楼
ろう

」（世田谷区赤堤）

イシス編集学校×生活工房
情報編集力連続講座

「３日で編集力を身につける」

父の日似顔絵展
～お父さんの似顔絵を描こう！～

［申込期間］5月28日（日）～6月18日（日）
［展示期間］5月28日（日）～6月25日（日） 
総合運動場温水プール、千歳温水プール

小学生以下　 無料　 専用の用紙（対象施設にあり）にお
父さんの似顔絵を描き、各施設受付へ　 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）　※展示終了後、参加賞を進呈します

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

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

クレオール・ニッポンの旅
無名詩人の民謡から、ニッポンを聴く

6月17日（土）～7月23日（日） 9:00～20:00
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2017第1位
「イラクの対テロ軍とISとの攻防」

ローレン・ファン・デル・ストック／ル・モンド

朗読講座　豊かなことばの世界

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
第2期バスケットボール教室

7月4日～9月12日（8月15日を除く）
毎週火曜（全10回）

穴アーカイブ：an-archive
8ミリフィルムを探しています。

【募集期間】 募集中～7月15日（土）

開催中～6月11日（日）　月曜休み
11:00～19:00（最終日は17:00まで）
生活工房4F＆3F生活工房ギャラリー

DAYS JAPAN 写真展 2017
地球の上に生きる

世界の未来をつくるために

「竜舌蘭繊維の糸づくりと紐づくり」　©（公財）下中記念財団

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

〒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/
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