
次回（9月25日号）は「区のおしらせ」
と別折り込みです

【企画制作】武正デザイン事務所【主催】（公財）せたがや文化財団 生活工房
生活工房３Ｆ・４Ｆ（三軒茶屋・キャロットタワー内）
11:00-19:00 入場無料 ／月曜休み（9/18、10/9の祝日は除く）9.18 10.15ー月 祝 日

生活工房20周
年

記
念

暮らしのデザインミュージアム 2017

関連企画

　洗濯機・テレビ・冷蔵庫――。今、家庭に当たり前に
ある家電製品も、それが世に送り出された頃は、特別な
「豊かさの象徴」でした。その後もカラーテレビ・電気
炊飯器・掃除機・クーラー・携帯電話などが次々に誕生
し、家電の進化とともに、私たちの家事や娯楽のスタイ
ルは大きく変化してきました。
　20周年を迎えた生活工房は、衣食住の“暮らしのデザ
イン”を問い、見つめ続け、生活文化にまつわる事業を
展開してきました。本展では、家電誕生から60余年の暮
らしを振り返り、「三種の神器」と呼ばれた家電製品など、
時代ごとの製品約20点を、当時の生活シーンとともに
紹介します。加えて、子どもたちが想い描く「こんな暮ら
しがあったらいいな！」をデザインした作品も紹介します。
　昭和のデザインを懐かしみ、新たな発想やテクノロ
ジーに驚きながら、「あなたの未来の、家電のある生活」
を考えてみませんか。

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
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2「ご飯をめぐる“美味しい”のデザイン ～最新炊飯器にみる家電の進化」
トークイベント

9月30日（土）
1「電気自動車はライフスタイルをどう変えていくのか？」

トークイベント

9月23日（土・祝） ▶詳細 P4参照 ▶詳細 P4参照

「三種の神器と価値観の変遷」 「炊飯器をめぐる美味しいお話」
展示スペース2

「あったらいいな！の未来をデザインしよう！」参加者作品紹介
子どもワークショップ

展示スペース3展示スペース1

“世田谷芸術百華”とは9月から11月の期間中に、美術館（分館）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。

まもなく開幕
世田谷芸術百華
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■セタブンマーケット2017　
9月16日（土）・17日（日） 
10:00～18:00（17日は17:00まで）　
1階文学サロン
書物との新たな出会いと多様な楽しみ方を
発信する、本と雑貨の蚤の市です。

■pipioといっしょにおはなしとあそび
　のじかん「山のぼり大作戦!」
9月16日（土）　1階ライブラリー<ほんとわ>
山の絵本を読んだり、「山のぼり人形」を作る
工作をします。
おはなし 11:00～、14:00～ （約30分）
工作 11:30～、14:30～ （約30分）

pipio（武本佳奈絵＋平澤朋子）　
5歳～（4歳以下も

保護者同伴で参加可）　
各回当日先着10名　
おはなし：無料　

工作：100円

『日本百名山』の著者である作家・深田久弥
をはじめ、時代やジャンルを超えて〈山〉とい
う同じフィールドに情熱を傾けた、写真家や
建築家、学者らの業績をご紹介します。この
夏、「自分にとっての山（自然）」を探しに行き
ませんか？
出品作家：深田久弥（作家、登山家）／小島烏水 

（随筆家、登山家）／田辺和雄（植物学者、登山
家）／吉阪隆正（建築家、冒険家）／石川直樹 

（写真家、探検家）／田部井淳子（登山家）／ 
坂本眞一（漫画家） 他

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学
生600（480）円／中学生以下無料
※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり

関 連 企 画

［受　付］平成29年10月7日（土）、８日（日） 10:00～16:00
　　　　三軒茶屋キャロットタワー5階 セミナールーム（世田谷区太子堂4-1-1）
　　　　清川泰次記念ギャラリー

［抽選会］平成29年10月15日（日）  受付10:00～、抽選開始10:30～
　　　　三軒茶屋キャロットタワー5階 セミナールーム（世田谷区太子堂4-1-1）
詳細は受付時にご案内します　※世田谷美術館休館中のため、会場を変更しております。ご注意ください

平成30年4月～9月分の区民ギャラリー（世田谷美術館／清川泰次記念ギャラリー）前期利用申込

一般200（160）円／高校・大学生150（120）
円／65歳以上100（80）円／小・中学生無料
※（　）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）

フランス文学者であると同時に、翻訳、評
論、エッセイ、小説と多彩な執筆活動を展開
した澁澤龍彥（しぶさわ・たつひこ1928-
1987）。没後30年を迎える本展では、綺想
の作家の創作と足跡をあらたな視点から総
覧します。

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
＊10月13日（金）は65歳以上無料

連続講座　「夢と綺想の球体　澁澤龍彥」
各回14:00～15:30　1階文学サロン
1 10月21日（土）

巖谷國士（仏文学者・本展監修者）　
10月7日（必着）

2 10月28日（土）　
養老孟司（解剖学者・東京大学名誉教授）
10月14日（必着）

3 11月4日（土）
池内紀（独文学者・エッセイスト）　
10月21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　

小野正嗣（芥川賞作家）　
一般1,000円／友の会会員800円　
往復ハガキ（P3記入方法参照）で当館

「友の会」へ　 9月12日（必着）

［作品受付］10月14日（土）、15日（日）10:00～16:00　三軒茶屋キャロットタワー5階 セミナー
ルーム（世田谷区太子堂4-1-1） ※世田谷美術館休館中のため、受付場所を変更しております。ご注意ください

［応募資格］世田谷区内もしくは群馬県川場村に在住・在勤・在学のアマチュアの方
［展覧会］2018年1月13日（土）～21日（日）ただし1月15日（月）は休館　
※詳しくは当館HP、世田谷美術館分館 他 せたがや文化財団施設、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（9月上旬より配布予定）　 世田谷美術館まで（火～日曜日の10:00
～18:00。月・休 ※ただし、月曜日が祝日の場合は翌平日休）

第 2 4 回  世 田 谷 区 民 写 真 展  作 品 募 集

清川泰次　季節の情景
開催中～12月3日（日）

宮本三郎の顔・貌（かお）
FACES in Saburo Miyamoto’s Art
開催中～12月3日（日）

展覧会

展覧会

洋画家・向井潤吉（1901-1995）
が、長年愛したアトリエ兼住居を
美術館として改装し、1993年に
開館しました。雑木の繁る、緑豊
かな庭を眺めながら、民家のある
風景を描いた向井潤吉の足跡を
辿ることができます。

独自の抽象画の世界を探求し、立体作
品や様々なデザインも手がけた清川
泰次（1919-2000）のアトリエ兼住居
を一部改築し、2003年に開館しまし
た。区民ギャラリーを併設しています。

洋画家・宮本三郎（1905-1974）
が制作の拠点とした地に、2004年
に開館しました。講座室では、講演
会やワークショップ、コンサートな
どを開催しています。

1950年代から1960年代にかけて、向井潤吉は民家を描く
ことに対する意思をかため、精力的に日本各地を巡りまし
た。フランスに再訪して出会った西洋の建物や風景も含め、
向井が描いた様々な作品をご紹介します。

■ギャラリートーク　9月16日（土） 11:00～

清川泰次が1950年代に制作し
た絵画作品を中心に、季節を主
題とした油彩画の数々をご 紹
介します。色彩豊かな色面とい
くつもの線により表現された、 
清川泰次による季節の情景をご
覧ください。

■ギャラリートーク　
　10月21日（土） 11:00～

描かれた人物の内面すら映し出す
顔、観る人に場面をさりげなく物
語る表情。宮本三郎が描いた「顔」
に注目し、素描作品も豊富にまじ
えて展示します。

■ギャラリートーク　11月18日（土） 11:00～

©宮本和義©宮本和義

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
　　8/29～9/3  風の絵の会展
　　9/5～10  いちう作品展　※9/6（水）より公開

　　9/12～17  世田谷美術大学21期生作品展

　　9/18～24  地域の写真展　成城・砧　その時　
 ※9/19（火）は休館　※20（水）より公開　

　　9/26～10/1  世田谷美術館　美術大学26期会
※ 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）

世田谷美術館は、改修工事のため 平成29年7月3日（月）より来年1月12日（金）まで休館いたします。
分館は通常通り開館しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※レストランおよびカフェも休業

休館のお知らせ

　ギャラリートーク　各分館にて担当学芸員による作品解説を行います（20分程度）。
　 参加費無料（観覧料別途）、事前申込み不要　※日時は各分館の情報欄を参照

9月30日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
デジタルが主流となった今ふたたび、新たな視点でフィル
ム写真が人気を得ています。創業81年の「ポパイカメラ」の
3代目である石川芳伸さんに、カメラ愛好家と自由が丘の変
遷をお話しいただきます。

石川芳伸（「ポパイカメラ」専務取締役）　 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

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/

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/

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/

世田谷文学館・世田谷文学館友の会 共催講演
「巣作り」として文学

9月23日（土・祝） 14:00～16:00　1階文学サロン

区民ギャラリー利用申込受付

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

山へ！
to the mountains展

開催中～9月18日（月・祝）　2階展示室

田部井淳子　写真提供：タベイ企画

撮影：原田寛

　●世田谷文学館コレクション展　●向井潤吉アトリエ館
　●清川泰次記念ギャラリー　　　●宮本三郎記念美術館

小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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

澁澤龍彥
ドラコニアの地平

10月７日（土）～12月17日（日）　2階展示室

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

●募集期間　9月1日～12日（必着）
●募集部門・選考委員
　詩 ………… 三田洋・渡辺めぐみ
　短歌 ……… 草田照子・佐佐木幸綱
　俳句 ……… 高橋悦男・西村和子
　川柳 ……… おかの蓉子・速川美竹
　随筆 ……… 鴻巣友季子・堀江敏幸
詳細は 世田谷文学館

世田谷文学賞作品募集  締切迫る！

関 連 企 画

向井潤吉《北端の村》
［青森県下北郡東通村尻屋、
尻屋岬入口］1962年

向井潤吉1960’s　民家遍歴
開催中～12月3日（日）

展覧会

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.38 自由が丘と「ポパイカメラ」

――今、アナログがおもしろい。

清川泰次《早い夏》
1959年

宮本三郎《薪を運ぶ人》1957年

©宮本和義

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

世 田 谷  美  術  館  分  館
［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

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～9月18日（月・祝） 
　　　　  山へ！ to the mountains」展
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500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

 

キ
リ
ト
リ

〒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/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
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ボランティア
スタッフ
募集!!

音  楽  事  業  部  主  催 
発売中音 楽 宮川彬良のせたがや音楽研究所 #8

～来たれ！「劇伴道場」～
9/16（土） 17:00
世田谷区民会館

NHK朝の連続テレビ小説『ひよっこ』の音楽で活躍中のアキラ所長が、台本から作られ劇中で使わ
れる音楽「劇伴（ゲキバン）」をテーマに分析。脚本家・岡田惠和氏とタッグを組んだ朝のドラマで
は、どのような経過をたどって「ゲキバン」が作られたのか、その仕組みや楽しみ方に迫ります！

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　岡田惠和（「ひよっこ」脚本家）　吉田圭介（INSPi）　
引地洋輔（RAG FAIR）　ダイナマイトしゃかりきサ～カス　せたがや音楽研究所オーケストラ＆合唱団　

 2,800円　一般 3,000円

未就学児
入場不可

発売中音 楽 午後の音楽会　塩田美奈子のおはなしオペラ『蝶々夫人』
　　　　　　　平日の午後のひととき、おはなしでつづるオペラ・アリアを

11/8（水） 14:00
成城ホール

夜の外出が難しい方たちに向けた平日午後の演奏会。前半は、生誕150年を迎え
るスペインの作曲家グラナドスの歌曲。後半は、村田さち子さんによるオペラの
絵本をもとに、おはなし（語り）とオペラ・アリアでつづる「おはなしオペラ」をお
届けします。

塩田美奈子（ソプラノ）　伊藤美佐（ピアノ）
プッチーニ：オペラ《蝶々夫人》より　グラナドス：『恋愛歌曲集』　全７曲

 2,800円　一般 3,000円

未就学児
入場不可

▲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

シアタートラム

10月1日（日） 14:00　世田谷区民会館

10月9日（月・祝） 15:00　成城ホール
11月26日（日） 13:00（受付開始）　松本記念音楽迎賓館

定期演奏会へ向け、4月から始めた練習の中間発表と
してのコンサートです。楽器体験などの楽しいイベント
もご用意して、お待ちしています！

阿部未来（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
W.A.モーツァルト：交響曲第25番 ト短調 K.183 第1楽章　

レスピーギ：交響詩「ローマの松」より第4部「アッピア街道の松」　
L.モーツァルト：おもちゃの交響曲　J.バーンズ：アルヴァマー序曲　

500円　    ※未就学児入場可。ひざ上のみ無料

せたがやジュニアオーケストラ  オータムコンサート

塩田美奈子

世田谷アートタウン2017
三軒茶屋の街を舞台に繰り広げる大道芸フェスティバル『三茶de大
道芸』を共に盛り上げてくださるボランティアスタッフさんを大募
集！ 街中を飾り付け“アートタウン”に変身させる「かざりつけ班」と、
街に掲げるフラッグをリサイクルしてチャリティーグッズを作成する

「手芸班」を募集します。詳細は公式ホームページをご覧ください。

10月21日（土）・22日（日） 開催

劇場「アートタウン」担当
☎5432-1526　

http://arttown.jp/

©SHELLY

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　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。

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

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　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

11月26日（日）～12月17日（日）　シアタートラム

10月7日（土）・8日（日）　シアタートラム

7月16日（日） 17:30～19:30　世田谷パブリックシアター

10月20日（金）～22日（日）　世田谷パブリックシアター

作 ハロルド・ピンター　翻訳 徐賀世子　演出 森新太郎　
溝端淳平　忍成修吾　温水洋一

 6,300円　一般 6,500円　
高校生以下・U24 3,250円　
※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで、各発
売初日は窓口販売なし　※未就学児入場不可

作 ワジディ・ムワワド　翻訳 藤井慎太郎　
演出 上村聡史　音楽・演奏 国広和毅　 岡本健一

一般 2,000円　高校生以下・U24 1,000円　※未就学児入場不可
演出・振付・出演  カンパニーXY　   大人 3,000円　子ども（4歳～高校生） 1,500円　
一般 大人 4,000円　子ども・U24 2,000円　
※当日要年齢確認、3歳以下のお子様は保護者のひざ上のみ無料

原作 ヘンリック・イプセン　演出 ヤン ジョンウン　
浦井健治　趣里　ユン ダギョン　マルシア 他

 S席（1・2階） 8,600円　一般 S席 8,800円　
A席（3階） 5,400円　
プレビュー公演 一般 S席 7,300円　A席 4,400円　
高校生以下・U24 各一般料金の半額
※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで、各発売初日は窓口販売なし　※未就学児入場不可　

『管理人』

戯曲リーディング『岸   リトラル』より

劇場ツアー2017『子午線の祀り』

カンパニーXY『夜はこれから』

日韓文化交流企画　世田谷パブリックシアター＋兵庫県立芸術文化センター
『ペール・ギュント』イギリスの劇作家ハロルド・ピンターの代表作『管

理人』。演出を手がけるのは今最も勢いにのる演出
家のひとり、森新太郎です。とある家の管理人を巡っ
て、先住者と侵入者の狂気をはらんだ不条理な会話
が展開する緊迫した舞台に、溝端淳平、忍成修吾、
温水洋一、3人の魅力あふれる俳優が挑みます。

本公演に向けて作品の進化&深化をはかる、「戯曲
リーディング」。今回は来年2月～3月に公演予定の

『岸 リトラル』を取り上げます。演出上村聡史、出演
岡本健一に加え、国広和毅が生演奏で参加します。

キャロットタワーには、世田谷パブリックシアター（600席）
とシアタートラム（200席）の2つの劇場があります。「劇場ツ
アー」では、客席から見ただけでは想像もつかないような劇場の
裏側を、技術スタッフなどにじっくり話を聞きながら、劇場をぐるりと歩いて回ります。
次回の観劇がさらに楽しくなるようなまめ知識をたくさんお持ちかえり頂ける「劇場ツ
アー」。年に数回実施しています。次回は未定ですが、お楽しみに。

総勢22名の身体がおりなす、ダイナミックで美しいアクロバット！
フランスを拠点に活動しヨーロッパ中で人気を集めるカンパニー
XY、日本初演となる最新作『夜はこれから』待望の上演です。

平昌オリンピックの開会式・閉会式の総合演出を務める
ヤン ジョンウンの演出で日韓キャストによるイプセンの名作 

『ペール・ギュント』を上演します。自分探しの旅に出る青
年ペールを多彩な表現力をもつ浦井健治ほか、趣里、ユン 
ダギョン、マルシアなど楽しみなキャストでお届けします。

  9/16（土）
一般  9/17（日）

発売
開始

  9/1（金）
一般  9/3（日）

発売
開始

9/23（土・祝）
一般 9/24（日）

発売
開始

ノーベル文学賞受賞作家、ハロルド・ピンターの傑作戯曲が、
今秋シアタートラムに登場！

『炎 アンサンディ』を含む“約束の血4部作”はここから始まった――

世代も文化も国境も、人間の限界だって軽やかに飛び越える！

日韓キャストの共演で不朽の名作が生まれ変わる！

撮影：Christophe Raynaud de Lage

世田谷パブリックシアター

作トム・ストッパード　
翻訳・演出 小川絵梨子　 生田斗真　菅田将暉　林遣都　安西慎太郎　立石涼子　小野武彦 他

一般 S席 10,000円　A席 8,000円　B席 6,000円　発売初日特電　☎0570-02-9930（10:00～19:00）
※初日のみ窓口及びオンライン販売なし、お一人様1コールにつき、1公演4枚まで

シス・カンパニー　☎5423-5906　 http://www.siscompany.com/rosen/

演 劇 シス・カンパニー
『ローゼンクランツと ギルデンスターンは死んだ』

10/30（月）～
11/26（日）

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）
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会員先行発売・割引対象（前売のみ） 世田谷区制85周年記念事業

12月6日（水）～24日（日）　世田谷パブリックシアター

ワークショップ

ワークショップ

〒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/

未就学児
入場不可

世田谷芸術百華2017対象事業

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

●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

今、充実の時を迎えている日本が誇るチェリス
ト、山崎伸子。彼女の地元、世田谷のために、
珠玉のプログラムをお届けします。

山崎伸子（チェロ）　加藤洋之（ピアノ）
R.シュトラウス：チェロ・ソナタ ヘ長調 op.6　ドビュッシー：チェロ・ソナタ ニ短調 他

 3,000円　一般 3,500円　    ※未就学児入場不可

山崎伸子 チェロ・リサイタル

山崎伸子　©武藤章

室内楽シリーズ

加藤洋之

初心者も経験者も大歓迎♪楽器はあなた自身！この世田谷でゴス
ペルハーモニーの美しさと楽しさを一緒に味わってみませんか？ 

茶室もホールもある素敵な場所で、こどものために和の文化を。
静けさから生まれる音、研ぎすまされた空間の体験！

募集期間 8月25日（金）～9月25日（月）　
ワークショップ ①火曜・夜コース、②木曜・夜コース、
③土曜・午前コース　いずれかに参加（全4回）
リハーサル 12月15日（金）夕方～夜　本番 12月16日（土）　世田谷区民会館　参加費 8,000円（別途
ゴスペルローブ レンタル費2,000円）　※募集詳細はせたおんHPをご覧いただくか、お問合せください

茶道家＝吉野亜湖　邦楽演奏家＝日原暢子（箏）　
渡部祐子（三味線）　川村葵山（尺八）　

池辺晋一郎：たどるかたち 他　 小学校4年生～6年生　
募集人数 先着30人（同伴の保護者1名見学可）　参加費 1,000円　 9月15日（金）受付開始、所定の
申込書でFAXまたは郵送（詳細は、9月以降せたおんHPをご覧ください）　※未就学児入場不可

こどものための茶の湯と邦楽の

申込受付開始  9月15日（金）

Let’s Sing ゴスペル！2017  参加者募集

茶の湯と
音楽1



　	

2017年8月25日4

入場無料
※詳細は専用HP参照（出展者募集は終了しました）　

http://artfleama.net/
世田谷アートフリマプロジェクト：中根

（世田谷233）☎5430-8539（12:00～20:00
／火・水曜は不在）　

setagaya@artfleama.net　

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（入退場自由）。

無料　 不要、直接会場へ

詳細はP1をご覧ください。

1トークイベント「電気自動車はライフ
スタイルをどう変えていくのか？」
9月23日（土・祝） 14:30～16:00　生活工
房4F
1970年代から急速に普及した自動車は、
人々の生活を大きく変えてきました。さらに
近年登場した電気自動車は、環境に配慮した
新たなライフスタイルを提案しています。明
日のパーソナルモビリティは、近未来の生活
をどう切り開いていくのでしょうか…、専門
家にお話を伺います。

［ゲスト］舘内端（自動車評論家／日本EVクラ
ブ代表）　［進行］武正秀治（プロダクトデザイ
ナー／多摩美術大学教授）　

高校生以上　 申込先着40名　 500円　
8月25日10時以降、電話かメール（P3記入

方法参照、年齢も明記）で生活工房へ

2トークイベント「ご飯をめぐる“美味
しい”のデザイン～最新炊飯器にみる家
電の進化」
9月30日（土） 14:30～16:00　生活工房4F
初代電気炊飯器は羽釜のシルエットから生ま

にしむらあつこさんの人気絵本『ぐぎがさん
とふへほさん』の原画19点をメインに、「へび
のこ」の一年を描いた『野をこえて』の原画も
全点展示します。

無料

キャロットタワーの春と秋の風物詩としてお
馴染みとなった「世田谷アートフリマ」――。
本展はアートフリマとゆかりのある、様々な
作家が集うグループ展です。

無料

れました。時代にあわせて様々なデザインや
機能性を高めていき、最新技術のIHジャー炊
飯器が目指したのも「昔の羽釜や土鍋で炊い
たご飯の美味しさ」。製品の開発者を迎えて、
日本人の食生活に欠かせない炊飯器の進化
についてお話を伺います。

和泉修壮（タイガー魔法瓶株式会社 ソリュ
ーショングループ みらい研究所）、渡辺正弘 

（タイガー魔法瓶株式会社 ソリューショング
ループ デザインチーム）　［進行］武正秀治 

（プロダクトデザイナー／多摩美術大学教授）　
高校生以上　 申込先着40名　 500円　
8月25日10時以降、電話かメール（P3記入

方法参照、年齢も明記）で生活工房へ

キャロットタワーの3～5Fを会場に、2日間
で延べ140組のアーティストが集まる世田谷
アートフリマ。3F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。4～5F
の各アーティスト・ブースでは手づくりの工
芸品やアクセサリー、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。
お気に入りのアート作品を見つけにキャロッ
トタワーへぜひ遊びにきてください！過去の展示風景

関連企画

③千歳温水プール
　 8月31日（必着）抽選

④大蔵第二運動場
　 先着順

第3期バスケットボール教室　10月3日～
12月5日　毎週火曜（全10回）

9月5日（必着）抽選　

フットボールコミュニケーションアカデミー講師陣　
30名　 12,000円　 9月18日（必着）

①大蔵コース　10月18日～2018年2月28
日　※除外日あり　毎週水曜 9:30～11:30

（全18回）　総合運動場第一武道場
②千歳コース　10月12日～2018年3月1日  
※除外日あり　毎週木曜 13:00～15:00（全
18回）　千歳温水プール、体育室
①②ともに軽運動を中心としたトレーニング
を行います。　 60歳以上の方で医師に運動
を止められていない方　 ①抽選30名②抽選
25名　 20,000円　 9月18日（必着）

18歳以上　 抽選30名　 4,800円
　 9月6日（必着）

※詳細はHPまたは各問合せ先へ

■アーチェリー競技  9月3日（日） 9:00～  
総合運動場洋弓場　 小学生以上　 600円

（中学生以下300円）  当日会場にて　 区
アーチェリー協会・松村（☎090-3247-4645）
■ボウリング競技　9月10日（日） 9:00～  
オークラランドボウリング場　 500円（中
学生以下200円）　 区ボウリング連盟・ 
野中（〒157-0072 祖師谷4-25-3-101 ☎3482 
-2194）　 9月4日（必着） 
■クレー射撃競技　9月10日（日） 9:00～　
栃木県古峰ヶ原射撃場　 6,000円（昼食・射場
使用料含む）　 区クレー射撃連盟・福石（☎
3706-4700）  http://www.setagaya-clay.jp/
■ラグビー競技　10月8日（日）～2018年3
月11日（日） 13:00～　二子玉川緑地運動場
球技場　 5,000円　 区ラグビー協会･ 
塩野 （☎3484-1561）　 9月1日（必着）
■なぎなた競技　10月15日（日） 8:30～  
代田小学校　 1種目500円　 区なぎな
た連盟・武田（〒157-0071 千歳台2-20-14 ☎ 

5490-0640）　 9月21日（必着）　
■少林寺拳法競技　11月12日（日） 9:00～  
総合運動場体育館　 1,000円　 区少林寺
拳法連盟・安藤（〒156-0057 上北沢4-34-9 ☎
3302-6724）　 9月20日（必着）

■都大会派遣選手候補者選考・選抜テニ
ス選手権大会予選　12月2日（土）、16日（土）　
総合運動場テニスコート　 単4,000円、複
6,000円　 区テニス協会（〒156-0054 桜丘
1-17-18 ☎5451-0691）　 9月16日（必着）

プール
②大蔵Ｂ　9月29日～12月22日　毎週金曜　
14:00～16:00（全12回）　総合運動場温水
プール
③ 烏山　10月3日～12月12日　毎週火曜　
10:00～12:00（全11回）　烏山中学校温水
プール
④ 梅丘　10月4日～12月13日　毎週水曜　
10:00～12:00（全11回）　梅丘中学校温水
プール
①～④ 18歳以上 抽選①60名②③④50
名　 ①②10,800円③④9,900円　 ①
② ③ ④ 　 9月8日（必着）
■レベルアップスイミング　※除外日あり
10月5日～11月30日  毎週木曜  10:00～12:00

（全8回）　烏山中学校温水プール　 18歳以
上   抽選25名     9月8日（必着）

■総合運動場温水プール（9月1日～）
■千歳温水プール（9月20日～）

小学3年生以上　 抽選40名　 中学生以
下1,800円、大人3,600円　 9月18日（必着）

①総合運動場
　 先着順

②総合運動場温水プール
　 9月8日（必着）抽選

アルバルク東京を応援していただける区内
在住・在学の小学生親子ペア（子ども1名、大人
1名）  抽選25組50名　※子ども1名につき1
通　 無料　 9月15日（必着）

60歳以上の方とそのご家族      無料

※詳細はHPまたは各施設にお問合せください

■ メンズスイミング　※除外日あり　
9月25日～12月11日　毎週月曜 
14:00～14:50（全9回）　
総合運動場温水プール　 60歳以上の男性　

抽選30名　 　 9月8日（必着）
■ レベルアップスイミング　※除外日あ
り　9月25日～12月11日　毎週月曜 15:00
～15:50（全9回）　総合運動場温水プール　

中級者以上　 抽選30名　 　
9月8日（必着）

■はじめようスイミング　※除外日あり
①大蔵Ａ　9月28日～12月21日　毎週木曜　
12:00～14:00（全12回）　総合運動場温水

スポーツ教室

イベント

　   第53回区民スポーツまつり
※詳細は、本紙9月25日号掲載予定　※事前申込みが必要のプログラムもございます

10月15日（日）
総合運動場　大蔵第二運動場

■チャレンジテニス 夫婦大会 10:00～14:00 
抽選32組　 往復ハガキで①住所②夫婦氏名③電話番号④年齢⑤経験年数を明記し、区テ

ニス協会（〒156-0054 桜丘1-17-18 ☎5451-0691）へ　 9月22日（必着）　※テニスシュー
ズ要着用■ フリーマーケット出店者募集（約４～５㎡）　※詳細はHPをご覧ください

9／25以降、教室・イベン
トの申込方法が変わります。
詳細はHPをご覧ください。

お 知 ら せ

前号7月25日号において、記載内容に誤りがありました。お詫び申し上げるとともに、訂正いたします。　●初心者・初級者ゴルフ教室②成城の部　誤： 8月5日（必着）　正： 8月25日（必着）　お詫びと訂正 

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

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

にしむらあつこ絵本原画展
「ぐぎがさんとふへほさん」
開催中～8月27日（日） 9:00～20:00
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

世田谷アートフリマ
「つながり展2017」

9月2日（土）～10日（日） 9:00～20:00
（最終日は17:00まで）

会期中無休　3F生活工房ギャラリー

「家電のある生活」展
暮らしのデザインミュージアム2017

9月18日（月・祝）～10月15日（日） 
11:00～19:00　月曜休み（祝日は除く）

生活工房3～4F

手づくりアートの“のみの市”
世田谷アートフリマ vol.28
9月9日（土）・10日（日） 11:00～17:00

生活工房3～5F

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

平日水曜日 各日14:00～15:30
2Ｆ八角堂

敬老の日　健康測定会
9月18日（月・祝） 10:00～12:00

（最終受付11:00）　千歳温水プール集会室

アクアフィットネス教室が再開します。

 各種水泳教室

  初心者・初級者ソフトテニス
10月8日～11月19日　毎週日曜　※除外日あり
9:00～11:00（全6回）　総合運動場テニスコート

コース型フィットネス教室 10月～12月
（親子体操・ヨガ・スイミングなど）

 親子スポーツ観戦デー
B.LEAGUE2017-18シーズン B1 2節 

アルバルク東京  ＶＳ  新潟アルビレックスBB
10月9日（月・祝） 18:10 Tip off

駒沢オリンピック公園体育館

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

 「レディーススポーツ」  フットサル
10月４日～11月29日 毎週水曜 10:00～11:30

（全8回）　総合運動場体育館　※除外日あり

  簡単アクアフィットネス
10月7日～11月18日　隔週土曜 13:00～15:00

（全4回）　太子堂中学校温水プール

第67回区民体育大会

 元気なシルバーいきいきトレーニング

大　会

共催大会

〒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

▶施設名・略称一覧  各イベント申込み、問合せ先は各記事、またはこちらをご確認ください　 総合運動場管理事務所 〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎3417-4276 3417-1734　 総
合運動場温水プール管理事務所 〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎3417-0017 3417-0013　 千歳温水プール管理事務所 〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-3911 3789-3912　 大
蔵第二運動場管理事務所 〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 3416-1777　 太子堂中学校温水プール管理事務所 〒154-0004 太子堂3-27-17 ☎ 3413-9311　 玉川中学校
温水プール管理事務所 〒158-0091 中町4-21-1 ☎ 3701-5667　 烏山中学校温水プール管理事務所 〒157-0062 南烏山4-26-1 ☎ 3300-6703　 梅丘中学校温水プール管理
事務所 〒156-0043 松原6-5-11 ☎ 3322-6617

世田谷芸術百華2017対象事業 世田谷区制85周年記念事業
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