
次回（6月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

日本の伝統音楽をご紹介するシリーズ「和・華・調」を始めます。なんとなく知っ
ていても、なかなか聴く機会に恵まれない日本の伝統音楽の中に、驚くような魅
力が潜んでいます。日本伝統音楽再発見の旅を提案いたします。第1回は雅楽。
宮中の儀式の中で伝統が継がれてきた雅

みやび

な音楽の独特な音色と、不思議な浮遊
感のある調べの神髄は何か、その魅力に迫ります！
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雅楽の 楽し み 方
雅楽は、5世紀以降に仏教伝来とともに大陸から伝わってきたアジア
諸国の音楽や舞が、日本の古い時代の音楽と融合した芸術です。
現在、雅楽で使用されている楽器は13種類。5種の管楽器、3種の
絃楽器、5種類の打楽器で合奏をします。古典曲では主旋律を篳
篥が演奏し、笙がそれを支えます。初めて雅楽に触れる方は、ひとつ
ひとつの楽器の音色に集中して聴いてもおもしろいでしょう。
今回の公演では、古典名作から、伶楽舎の創設者 芝祐靖作曲の
オリジナル、そして舞曲まで、異なるタイプの作品を取り揃えました。
源氏物語に登場する雅楽の場面をご紹介するなど、お話を交えた
楽しい演出でお届けします。

“
”

詳細は 3面へ

15:00 成城ホール
伶楽舎　案内役 高田都耶子　
越天楽 残楽三返（管絃）　蘭陵王（舞楽） 他

 3,000円　一般 3,500円　 　
※未就学児入場不可

第1回

笙（しょう）

630 土

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   5432-1501  http://www.setagaya-bunka.jp/　
公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団   〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1　   3417-2811  http://www.se-sports.or.jp/ 
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世田谷パブリックシアター
チケットセンター前売情報

TICKET P3

本公演残席僅少につき

追加公演実施決定！

6/30（土） 19:00 成城ホール

5/25（金）10:00より発売開始！！

TEL:5432-1515

世田谷パブリックシアターチケットセンター

チケットの申込み

2018.5.25
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向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー

自 然 と 人 間 の
深 い つ な が り
や、生命の神秘
をテーマに描き
続 け た 日 本 画
家・ 髙 山 辰 雄

（1912-2007）
の70余 年 の 画
業 を 回 顧 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　
※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　
※一部の作品は展
示替えを行います

◆100円ワークショップ「開けば屏風の
小宇宙」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00

（随時受付）　創作室
子どもから大人まで、誰でもその場で参加
できる工作コーナー。折ってたたんでグリー
ティングカードと
しても使える金地
のミニ屏風を作り
ます。

どなたでも　
1回100円

一般1,000円 他　※詳細はHP参照

こども美術大学「ツチ・ノ・チカラ」

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　※6月2日（土）観覧料無料

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）　
平成29年度寄贈の北杜夫旧蔵資料から、北杜夫
の「夜と霧の隅で」の原稿や父・齋藤茂吉の歌
集稿本や書画などの自筆資料ほか、茂吉愛蔵
の正岡子規、森鷗外、幸田露伴らの短冊や書軸
なども一堂にご紹介。会期中、展示替えを行い
ます。
ムットーニコーナーには、中原中也の詩「地極の
天使」にもとづく《アトラスの回想》、芥川龍之介 
の 短 編《蜘 蛛 の
糸》、萩原朔太郎
の 詩《題 の な い
歌》という新たな
3作品が加わりま
す。どうぞお楽し
みに。

［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）　 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　

〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 5450-9581
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

展覧会

展覧会

〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　 3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

向井潤吉　民家と街道
開催中～8月26日（日）

清川泰次　色と色のハーモニー
開催中～8月26日（日）

くつろいだ雰囲気のなかに人
物を配した室内画など、画家
の私的な領域に踏み込むよう
な、どことなく親密な雰囲気
の漂う作品をご紹介します。
■ギャラリートーク
5月26日（土） 
11:00～（20分程度）
担当学芸員による作品解説

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

7月8日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
鷺草伝説、奥沢城跡のお寺・九品仏浄真寺、奥
澤神社の伝統行事「大蛇のお練り」、田園調布
の街づくり、大規模な玉川の区画整理、幻の新

線と色面による作品を描
き続けた清川泰次の絵画
における「色」に注目し、
作品を年代順にご紹介し
ます。

向井潤吉の絵画におけ
る民家と人々の暮らしを
つなぐ街道に着目し、旅
情に溢れた作品の数々
をご紹介します。

奥沢線など、奥沢・玉川の変遷について地誌に
詳しい染野和夫氏に話を伺います。

染野和夫（奥沢地誌保存会）
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

6月30日（土）、7月15日（日） 14:00～17:00
※1日のみの参加可
生涯にわたり、魅力的な女性像を描き続けた
画家・宮本三郎。この度の実技講座では、緻密
な描写で女性を描く講師と、プロのモデルを迎
え、人物表現の基礎となるクロッキーを学びま
す。

中尾直貴（画家）　 各回申込先着15名　
各日2,500円（両日参加の場合4,000円）　
下記参照　※詳細はHP参照

哲学カフェは毎日の暮らしの中にある正解のな
い問いについて共に考える場です。1冊の絵本
を入り口に、子どもも大人も一緒に楽しく考え
てみませんか？

井尻貴子（NPO法人アーダコーダ）　
①小学１～３年生　②小学4年生以上　

どなたでも（大人可）　 各回抽選10名　
無料　 往復ハガキ（欄外記入方法参照、年

齢も明記､連名可）で当館イベント担当へ　
6月2日（必着）

あなたのイチ推し！筒井作品募集！
エンターテインメントと純文学の垣根を自在に 
越境し、精力的に創作活動を続ける筒井康隆。 
今秋開催予定の展覧会を記念して、あなたに
とってイチ推しの筒井作品を募集します。あ
なたの1作品（長編・短編）を選び、エピソード

（200字程度）を添えてお送りください。応募い
ただいた内容は、展覧会でご紹介します。

欄外記入方法参照（※ペンネーム可）　当館
「筒井康隆」係へ。メールはMailevent.setabun@
gmail.comまで。　 6月30日（消印有効）

今秋開催！！「筒井康隆展」関連企画

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
5/29～6/3 絵画教室　アトリエ虹作品展
6/5～10 森まりら・吉田聡展
6/12～17 喜多見一丁目陶房作陶展
6/19～24 なかよし水墨画展
※ 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）

7月1日（日）、31日（火）　世田谷美術館
8月5日（日）　栃木県益子町［全3日間］
見て聞いて作って考える、美術講座。実際に陶
芸を体験し、益子にある濱田さんの窯を見学し
ます。　※8月5日は保護者同伴　

リーダー：荒井將光（陶芸家）、講：濱田友緒
（陶芸家・公益財団法人濱田庄司記念益子参
考館館長）　 先着20名　 当館HPの申込
フォームより　※受付開始5月25日（金）より　※参
加費など詳細は決まり次第当館HPにてご案内します

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　

20世紀の同時期にパリに留学し、一方は具象、
一方は抽象と、異なる表現でそれぞれの画家人
生を歩んだ、ふたりの作家をとりあげます。

　　　　　　　追悼――舟越直木　

出 牧 原 く み 子（箏）、富 緒 清 律（三 味 線）、 
安本和代（箏）、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］白雪姫、枯山水、鶴の声、六段、さん・さ
ん・さくら 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）

横田和宏（Tb）、城綾乃（Pf）　 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　 6月30日（消印有効）
※未就学児入場不可　※曲目など詳細はHP参照　

世 田 谷  美  術  館  分  館

職を転々としながらも詩や童話を書き続けた
林芙美子。自らの貧困生活に立ち向かうよう
に、生きる苦しみなどを奔放に表現し続けたそ
のことばを、《幸福に生きるための処方箋》と捉
え、約250点の資料で紹介します。

朗読ショー★貧乏コンチクショウ
6月30日（土） ①14:00～　②16:30～　
2階展示室
昭和の香りがただよう日本の雑芸レヴュー団が
登場！会場を流しながら芙美子の詩を朗読する
パンチの効いたひとときをご一緒にどうぞ。

デリシャスウィートス　 無料
当日、直接会場にお越しください　

※入場は展覧会チケットが必要

セレクト書店、ワークショップなどを楽しめる
ミニマーケットを開催！尾道ゆかりの芙美子
にちなみ、広島のグルメもお届けします。
参加費無料、事前申込み不要

《少女》1949年　個人蔵

《星辰》1983年　世田谷美術館蔵

小堀四郎
《無限静寂（宵の明

星―信）》1977年

村井正誠
《二人》1984年 舟越直木

《Drawing》1987年

《化粧室の裸婦》
1965年

〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　 5483-3836　 http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

《大山詣での道》［神奈川県伊勢原市子易］1966年

展覧会
宮本三郎　親密な空間

開催中～8月26日（日）

《プルシャンブルーの中に》
1953-54年

宮本三郎記念美術館

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

5/29～6/3
親子展 サロン・ド・アマツール作品展
第4回世田谷水墨画展　※30日～公開 “いっきゅう”展　（第２回）

6/5～10 土橋まゆみ個展＆アトリエ「青い月」展 第27回モナミ会展

6/12～17
世田谷アトリエ会展 愛とノケモノ　-玉恵個展-

2018　ARTGarden展覧会　※13日～公開
じゆうに１２展 第10回世田谷帆船模型愛好会作品展

6/19～24 第24回桂翔会墨彩画展 十和の会和紙造形展
千葉一夫展

※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）。お問合せは当館総務課まで

●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。

林芙美子　貧乏コンチクショウ

開催中～7月1日（日）　２階展示室

人間・髙山辰雄展
――森羅万象への道

開催中～6月17日（日）　１階展示室

ミュージアムコレクション 

それぞれのふたり
小堀四郎と村井正誠

開催中～7月8日（日）　2階展示室

おとなも楽しめる第13回子どもの
ための物語と邦楽のひととき
6月10日（日） 14:00～16:00　講堂

<クロッキー講座>女性を描く

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.40

「奥沢・玉川の地域の歴史　再発見！」 往復ハガキかメールMailmiyamoto.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（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

展覧会フライヤー

新収蔵・北杜夫
コレクションを中心に

ムットーニコーナーにも
新プログラム登場！
開催中～9月17日（月・祝）

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

北杜夫「夜と霧の隅で」

コーナー展示

企　画　展 

企　画　展 

没後40年　濱田庄司展
大阪市立東洋陶磁美術館

堀尾幹雄コレクションを中心に
6月30日（土）～8月26日（日）　１階展示室

次　回　企　画　展 
プロムナード・コンサート

横田和宏　チューバ・リサイタル
7月22日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

本と食の蚤の市　
セタブンマーケット＋烏山下町まつり

6月2日（土） 10:00～15:00

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中～6月17日（日）
　　　　  「人間・髙山辰雄展――森羅万象への道」
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

観覧料割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～7月1日（日）
　　　　  「林芙美子　貧乏コンチクショウ」
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

〈ほんとわ〉 哲学カフェ
6月16日（土）

①10:30～12:00　②13:30～15:00
1階ライブラリー

世田谷文学館

世田谷美術館

iterature

rt

〒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/

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　 3415-6011　ハローダイヤル 5777-8600　 https://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）

▲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）

関 連 企 画

関 連 企 画

L

A
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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5F　最寄「三軒茶屋」駅　 5432-1535 （月〜金曜日：10:00〜18:00）
FAX5432-1559　Mail info@setagayamusic-pd.com　 HP http://www.setagayamusic-pd.com/

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

usic

「世田谷パブリックシアター
 演劇部中学生の部」

 今年も開催します！

凡例　 出演　講 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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 〒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　 https://setagaya-pt.jp/heatre

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

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  日本文学シアターVol.5
【江戸川乱歩】『お蘭、登場』

6/16（土）〜
7/16（月・祝）

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも受取が可能です。手数料108円／1枚　●先行・割引はチケットセンターまたはオンラインチケット（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。

 電話で ５４３２-１５１５ 10:00～19:00（年末年始除く）  オンラインで （要事前登録・登録料無料） https://setagaya-pt.jp/P C 携帯

TICKET

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：ご希望日の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：ご希望日の前日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
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

せたがやアーツカード会員先行発売・割引対象（前売のみ）
●登録料・年会費無料  ●対象は世田谷区在住で15歳以上の方  ●オンラインでご予約・ご購入可能

高校生以下割引あり
 （要年齢確認証提示）

https://setagaya-pt.jp/m/

S席 8,000円　トラムシート 4,000円　
シス・カンパニー　 5423-5906（平日11:00〜19:00）　※1申込みにつき1公演2枚まで　

14:30
18:30

6/16 7/117 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 101112131415162 3 4 5 6 7 98
未就学児
入場不可

作 北村想　
演出 寺十吾 　

小泉今日子　
高橋克実　堤真一

伶楽舎　案内役 高田都耶子
管絃  〈古典の名作〉 青

せ い が い は

海波、越
え て ん ら く

天楽 残
のこりがくさんべん

楽三返　
           〈伶楽舎ならではの新しい名作〉 芝祐靖作曲
　　　　「招

し ょ う と ら し お ん

杜羅紫苑」 より　　第三曲 招杜羅紫苑、
　　　   第六曲 吉

きっしょうほうじゅ

祥宝珠
　  舞楽 〈美貌の名将が舞う傑作〉 蘭

らんりょうおう

陵王
 3,000円　一般 3,500円　 　※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　 Tel 5432-1515チケットの申込み

シリーズ 和
わ

・華
はな

・調
しらべ

第1回「雅楽」
6月30日（土） 15:00/19:00　成城ホール

第一級の演奏家たちによる質の高い日本伝統音楽
を、親しみやすい演出で、身近に感じながら堪能し
ていただく公演シリーズです。
宮中の儀式の中で伝統が継がれてきた「雅楽」。その
独特な音色と、不思議な浮遊感のある魅力的な調べ
をご堪能ください。

今年もはじまります、『世田谷パブリックシアター演劇部 
中学生の部』。
色々な学校の中学生が

「世田谷パブリックシア
タ ー」とい う 劇 場 に 集
まって、演劇をします。
参加応募についての詳
細はHPに掲載いたしま
す。ぜひご参加ください。

国境を越えて歌い継がれている美空
ひばり。ブラジルで生まれ、日本で歌
手デビューをしたマルシア。
マルシアが美空ひばりを歌い、美空
ひばりとブラジルのつながりを佐藤剛
が語り、音楽とトークで紐解きます。

世田谷パブリックシアターでは1997年の開館から、こどもたちにとって身近な劇場、
遊べる劇場、楽しい劇場となることを目的に、「こどもの劇場」シリーズにおいて良質の

刺激的な舞台作品を上演してきました。そして2014年からは、より幅広いジャンルの舞台芸術プ
ロジェクトとして、「せたがやこどもプロジェクト」がスタート。演劇・ダンス・音楽といったバラ
エティ豊かなラインアップで、創造性あふれる舞台芸術を次世代を担うこどもたちに提供しつづ
けています。今年もユニークで楽しい企画が登場します。どうぞお楽しみに！

マルシア　佐藤剛　
ふりむけばヨコハマ　

　 待ちわびて哀愁　陽だまり 他
 1,800円　一般 2,000円

　※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）

美空ひばりとブラジル 〜国境を越えた日本の歌〜

せたがや プロジェクト 

6月2日（土） 15:00　北沢タウンホール

6月23日（土）～7月1日（日） 
世田谷パブリックシアター

佐藤剛マルシア

演出・振付 目黒陽介　 目黒陽介　長谷川愛実　谷口界　ハチロウ　
安岡あこ　吉田亜希　入手杏奈　坂本弘道 他

整理番号付自由席　  3,900円　一般 4,000円　こども（小学生〜高校生） 
1,500円（当日要証明書提示）　※8月20日（月）14時公演［こども特別ディ］はこども1,000
円（4歳〜高校生対象、当日要証明書提示）　※［こども特別ディ］に出演する『キッズジャグラー』
募集！　詳細は劇場ホームページをご覧ください　※20日：3歳以下は保護者のひざ上のみ無料

ながめくらしつ　Mailnagameinfo@gmail.com　 090-8597-7552

『うらのうらは、』ながめくらしつ結成10周年記念公演
8月17日（金）～20日（月）　シアタートラム

 6/1（金）
一般 6/３（日）

発売
開始

18

18:00
14:00

19:00

20198/17

＝［こども特別ディ］
　キッズジャグラー
　出演公演
※20日以外未就学児
　入場不可

音楽は自由をめざすvol.4

せたがやこども プロジェクト 2018

ワークショップ編　小学生／中学生／高校生のための演劇・ダンスワークショップを各種開催！　詳細は次号でお知らせします。

構成・演出 木村光一　 かとうかず子　高橋紀恵　床嶋佳子　西山水木　
根岸季衣　原日出子（五十音順）　
短歌・俳句の朗読 髙安智実、都内在学の中・高校生

 2,900円　一般 3,000円　高校生以下 1,500円　U24 1,500円　
ファミリー割引（保護者同伴の中学生以下） 1,000円

J-Stage Navi　 5912-0840　
※高校生以下は当日要証明書提示　※お席の必要なお子様はチケットをお求めください

『朗読劇　この子たちの夏』1945・ヒロシマ  ナガサキ
8月4日（土）～5日（日）　世田谷パブリックシアター

 7/1（日）
一般 7/2（月）

発売
開始

5

14:00
13:00

17:00

8/4

※英語イヤホン
　ガイドあり

― 狂言劇場　特別版 ― 

能『鷹姫』・狂言『楢山節考』

野村万作　野村萬斎　野村裕基／大槻文蔵　片山九郎右衛門／観世喜正　大槻裕一／万作の会 他
 S席（1階席・2階席） 7,800円　一般 S席 8,000円　A席（3階席） 5,500円　Sサイド席（1階席・2階席） 7,500円　

Aサイド席（3階席） 5,000円　補助席 7,500円　字幕タブレット付S席（2階席） 8,000円　高校生以下 ・U24 各一般料金の半額
セット券（AプログラムとBプログラムを1公演ずつ選択）　
一般 S席 15,000円　高校生以下 S席 7,000円　サイド席、補助席、
字幕タブレット付S席、セット券は世田谷パ ブリックシアター チ
ケットセンターとオンラインチケットのみ取扱　※未就学児入場不可

古典芸能に出自を持ちながら現代舞台芸術創作にも成果を残してきた野村萬斎芸術監督により、
古典芸能の技法や発想を、現代的な演出技術と融合させながら、新たな舞台芸術表現として狂言
の新演出版を創作します。

プログラム＝狂言「呼
よび

声
ごえ

」　狂言「楢
なら

山
やま

節
ぶし

考
こう

」　  プログラム＝舞囃子「三
さん

番
ば

叟
そう

」　舞囃子「山
やまんば

姥」　能「鷹
たか

姫
ひめ

」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （6/23、7/1 ＝「三番叟」「鷹姫」、6/30 ＝「山姥」「鷹姫」）

“舞台芸術＝パフォーミング・アーツ”としての能・狂言を、特設能舞台で！

　＝ポストトーク（出演：野村萬斎）
　＝視覚障害者のための舞台説明会・音声ガイ
　　ド貸出あり　
※聞こえにくい方のための音声サポートあり
（日程、詳細についてはHPをご覧ください）

18:00
:0014

3024 7/16/23 　＝ポストトーク（出演：野村萬斎）
　＝視覚障害者のための舞台説明会・音声ガイ
　　ド貸出あり　
※聞こえにくい方のための音声サポートあり
（日程、詳細についてはHPをご覧ください）

18:00
:0014

3024 7/16/23
過去公演『鷹姫』より

T

ROLLY（8/4）、片桐仁（8/5）
おとな 2,500円　4歳〜小学生 500円　中学生・高校生 

1,250円　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（高校生以下は読み聞かせと
同じ）　※各発売初日は窓口販売なし　※全回、4歳未満入場不可
※未就学児は保護者の同伴が必要　※高校生以下は当日要証明書
提示

8月4日（土）～5日（日）　シアタートラム

毎夏恒例企画！
アーティストの個性あふれる絵本の読み聞かせ

 6/22（金）
一般 6/23（土）

発売
開始

18:30

14:00
17:00

8/4 5

　＝ROLLY  読み聞かせ
（小学校高学年以上向け）
　＝ROLLY  「音楽の森」
　　　　　    ソロライブ
　＝片桐仁　読み聞かせ
（4歳以上向け）

18:30

14:00
17:00

8/4 5

　＝ROLLY  読み聞かせ
（小学校高学年以上向け）
　＝ROLLY  「音楽の森」
　　　　　    ソロライブ
　＝片桐仁　読み聞かせ
（4歳以上向け）

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
『お話の森』

日野皓正　Dream Jazz Band 他
おとな 4,300円　一般　おとな 4,500円　2公演セット

券 8,000円　４歳〜高校生 2,250円　2公演セット券 4,000
円　U24 2,250円　※各発売初日は窓口販売なし
※高校生以下は当
日要証明書提示

8月18日（土）～19日（日）　世田谷パブリックシアター

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

 6/30（土）
一般 7/1（日）

発売
開始『日野皓正presents 

   “Jazz for Kids”』
振付・演出 井手茂太　

安藤洋子　斉藤美音子　菅尾なぎさ　金子あい　中尾留美子　
依田朋子　宮下今日子　福島彩子　後藤海春　酒井幸菜　
小山達也　中村達哉　松之木天辺　原田悠　三橋俊平　井手茂太

 4,300円　一般 4,500円　U24 2,250円　高校生以下 
1,500円　未就学児（４歳以上） 1,000円（★のみ）　３歳以下で保
護者のひざ上で鑑賞される場合 無料（★のみ）　
※高校生以下は当
日要証明書提示

8月9日（木）～12日（日）　世田谷パブリックシアター
ラブコールに応えて新登場！伝説のジャパンメイドダンス

 6/2（土）
一般 6/3（日）

発売
開始

10

15:00
14:00

18:00

12118/9

＝未就学児入場不可
19:30

＝未就学児入場可

『排気口』イデビアン・クルー

ROLLY 片桐仁 撮影／青木司

撮影／牧野智晃

14:00
15:00

198/18

＝日野皓正 

＝Dream Jazz 
   

Quintet Live

Band 14th Annual  
Concert

本公演残席僅少につき
追加公演実施決定！
6/30（土）19:00 成城ホール

▶5/25（金）10:00より発売開始！！

TEL:5432-1515
世田谷パブリックシアター
チケットセンターチケットの申込み
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1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉 
6月27日、7月4、11、25日
作品：立松和平著『海のいのち』 

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28日、7月5、12、26日
作品：宮沢賢治著『セロ弾きのゴーシュ』

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22、29日、7月13、27日
作品：芥川龍之介著『仙人』　

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
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通し
て体感します。NHK日本語センターアナウン
サーが講師となり、声の出し方、読み方などを
丁寧に指導します。

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/

生活工房では展示やワークショップ、セミ
ナー・イベントや市民活動等、様々な取組みを
行っています。「生活工房、こうなったらいい
な」の思いをみんなで話しましょう。

各回20名　 無料　 メール（SEA02408
＠mb.city.setagaya.tokyo.jp）かFAX（5432-
3005）で申込み（P2記入方法参照、参加希望
回も明記）のうえ、当日直接会場へ　※定員を上
回った場合のみ連絡　 6月1日17:00（必着）　

世田谷区文化・芸術振興課　 5432-2124

月刊フォトジャーナリズム誌『DAYS JAPAN』が主催する「DAYS国
際フォトジャーナリズム大賞」の受賞作品を中心とした写真展。世界
の過酷な現状を伝えるフォトジャーナリストの命懸けのメッセージ
を会場でご覧ください。　 無料　

［共催］（株）デイズジャパン　［企画］（株）世田谷社

洗濯物をたたんだり、紙袋の口を閉じたり、日常の中には「折
る」という所作がたくさんあります。本展では、折紙創作集団
スクエアが、「いつもの“あれ”の端っこに折紙がひそんでいた
ら…？！」というテーマで制作したオリジナル作品を展示し、
生活の細部を楽しくする折紙あそびを提案します。　

無料

■関連トークイベント＆上映会　
日本人看護師が見てきたシリアの市民たち
6月3日（日） 14:00～16:00　生活工房5Ｆ
第89回アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画
賞受賞作「ホワイトヘルメット　シリアの民間防
衛隊」の映像を観ながら、白川さんにシリア市民
のリアルな日常について、お話しいただきます。

白川優子（国境なき医師団看護師）　
［上映作品］短編映画「ホワイトヘルメット シリア
の民間防衛隊」　 申込先着100名　 無料　

電話かメール（P2記入方法参照）で生活工房へ　

■関連ワークショップ
トイレで芸術！　トイレットペーパー折紙づくり
7月15日（日） ①13:30～15:00　②16:00～17:30　生活工房4Ｆ
トイレットペーパーの端を三角に折る
日本独自の所作。そこに「ハート」や「宇
宙人」などのモチーフを折り込んでみま
しょう。

折紙創作集団スクエア　
小学1年生～大人（小学3年生以下は要

保護者付添）　
各 回 抽 選30名　 1,000円　 往

復ハガキかメール（P2記入方法参照、年
齢・学生は学年も明記）で生活工房へ　

7月1日（必着）

DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2018
2位「ロヒンギャ難民　迫害から逃れて」より

ポーラ・ブロンスタイン（Getty images）

トイレットペーパーで折った「小便小僧」

白川優子

これからの生活工房を
みんなで考えるワークショップ

6月5日（火） ①15:00～17:00、
②19:00～21:00　いずれも生活工房4F

朗読講座
豊かなことばの世界

6月16日（土）～7月16日（月・祝） 
9:00～20:00　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2018
1位「イラク・モスル　逃げ惑う人々」より  ローレン・ファン・デル・ストック

（Le monde / Getty Reportage）

DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2018
3位「バングラデシュ 過酷なレンガづくり」より

アラン・シュローダー

開催中～6月10日（日）　※月曜休み
11:00～19:00（最終日は 17:00まで）　
3Ｆ生活工房ギャラリー＆生活工房4Ｆ

DAYS JAPAN写真展2018　 地球の上に生きる
世界の未来をつくるために

企　画　展 

折紙生活展
――もしも折紙が日常に折り込まれたら！？

次  回  企  画  展 

①第2期バスケットボール教室
7月10日～9月18日（8月14日を除く）　
毎週火曜（全10回）

A小学生17:00～19:00B中学生・高校生
相当19:00～21:00　 先着A45名B35名　

各8,000円　
②ゴルフ教室・個人レッスン
Aゴルフ教室B個人レッスン
4人のプロからきめ細やかなワンポイント、テ
クニックなどを学ぶことができます。　

A12,000円～B20分2,000円～　

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　 8,100円～
　 先着順

②千歳温水プール
プログラムにより異なります　 6,400円～ 

　 先着順
③大蔵第二運動場

プログラムにより異なります　 7,700円～
　 先着順

■ライフル射撃競技
6月24日（日）～9月30日（日） 9:00～（全9回） 
※除外日あり　総合運動場エアライフル場

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（銃許可証・弾各自持参・電子標的用
ロール紙、標的紙連盟準備）　 当日受付（射場
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16日（月・祝）～8月5日（日） 9:00～　
二子玉川緑地運動場 他

中学生　 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）　 Mail info@setagayaku-
fa.com
※代表者会議は7月7日（土）18:00～用賀区民
集会所大会議室
■ソフトテニス競技
①7月11日（水）②7月16日（月・祝）③8月11日

（土・祝）④8月12日（日）⑤8月20日（月）⑥8月
21日（火）⑦8月22日（水） 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②一般男子・成年女子・壮
年男子・高校男子③一般女子・成年男子・壮
年女子④シングルス（小学生）⑤高校女子⑥中
学生女子⑦中学生男子　 区連盟登録者及び
区内在住・在勤・在学者　 ①②③⑤1ペア／
700円④1人／200円⑥⑦1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（〒156-0053 桜1-20-12 090-8046-
9524）　 ①②6月17日③④⑤⑥⑦7月15日

（必着）
■ゴルフ競技
7月26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・ゴ
ルフ場利用税）　 ハガキかFAXで区ゴルフ
連盟・服部（〒157-0067 喜多見7-27-15 
3417-0562 3417-6619）　 6月26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）

■会長杯争奪なぎなた大会
7月8日（日） 10:00～　代田小学校体育館

1種目500円　 ハガキかFAXで区なぎなた
連盟・武田（〒157-0071 千歳台2-20-14 

5490-0640）　 6月15日（必着）

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

申 込 5月25日9:00スタート
当財団ホームページより申込み可能（要登録）
※ �ハガキ・FAXで申込む場合、別途事務手数料
���（216円）がかかります

下記必要事項を明記の上、各申込先へ
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

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/

スポーツ教室

5月27日（日）～6月17日（日）
総合運動場温水プール、千歳温水プール

申 込・展 示 期 間

～お父さんの似顔絵を描こう！～

父の日似顔絵展
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

　※展示終了後、参加賞を進呈します

▶問合せ先　 総合運動場 3417-4276 3417-1734　 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　 大蔵第二運動場 3416-1212 3416-1777

その他
ハガキ・FAXマーク

大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

その他 第68回世田谷区民体育大会

 その他 共催大会

大 会（共催事業など）

大蔵・千歳・大蔵第二
コース型フィットネス教室

7月～9月

※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

再生紙を使用しています

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

esign 〒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esign 〒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

Mail info@setagaya-ldc.net　 HP http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房D
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