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アメリカブナの化石出土地

アメリカブナ

ブナ帯☆ワンダーランド

1973年にパテ、テリーヌなどの惣菜店「パテ屋」を世田谷の玉川田園調布
に開いた林のり子氏。同時に〈食〉研究工房を立ち上げ、日本と世界の落葉
広葉樹林帯《ブナ帯》の暮らしをフィールドワークし、調査してきました。ヨー
ロッパや北アメリカ、そして東日本に広がるブナ帯。秋は燃えるような紅葉、
冬には一面白銀の世界、そして雪解けの轟音とともに山菜の芽吹く春―。
ブナ帯に根差した暮らしには、数万年もの間はぐくまれてきた共通の文化が
あるといいます。

森羅万象に林のり子さんの目がきらきら光る。その変わらぬ眼差しに惹かれてしまう（ぱくきょんみ　詩人、パテ屋OG）
“地方から海外からそして太古の昔から、私たちのいるこの都市には、いわ
ば異なるたくさんの日常の破片が日々なだれこみ溢れている、ともいえる”
―――林氏のその想いは、世田谷の庭から世界の森へと駆け抜けます。
林氏と仲間たちが採集した、ブナ帯の美しい四季とそこに生きる人々の声。
山形県・宮城県といった日本のブナ帯とも連携し、ことば、写真、映像、民具、
インスタレーションよる空間演出により、「ブナ帯の自然」と「ブナ帯文化」を
体験する展覧会です。

展示内容／協力作家
●  人類とブナ帯が出会うまで／100%ORANGE（マンガ・イラストレーション）
●  日本のブナ帯写真／太田威（写真家）
●  雪の森と遊ぶ体験型インスタレーション／plaplax（映像作家）
●  各地のブナ帯の暮らしを追ったドキュメンタリー映像
●  パテ屋と〈食〉研究工房、42年の仕事

ブナ帯とは？――古来、東日本に自生するブナをはじめクリやクヌギ、コナラなどブナ科植物の多い樹林帯のこと。秋から冬の
紅葉と落葉、春から夏の新緑と軽やかな緑の林は、動植物や微生物など多様な自然生態系を維持するのに最適な環境である。

関連イベント　＊詳細は4面をご覧ください

3月  8日（日）　　　　　 　 上映会「越後奥三面―山に生かされた日々」
3月14日（土）　　　　　  　トーク「ルーマニア　―中世の化石―」
3月15日（日）　　　　　  　食のワークショップ「磯あそび」
3月  7日（土）・14日（土）  　雪の森のおはなし会

ブナ帯文化について、これまではスライドショウなど平面
にまとめ、それをもとにお話していましたが、今回は立体空
間にブナ帯のイメージを展開することになり、資料編集の
スタッフも私もすっかり戸惑ってしまいました。
この様子が企画担当の方々に伝わったのでしょうか？　山
形から東京から１人また１人と個性的でユニークな空間づ

くりの若手が参加されることになり、現場に集合してはそ
れぞれの想いを出し合い、ゆっくりとブナ帯のイメージが
立体として空間に立ち上がってゆきました。
ブナ帯の自然。そこに縄文の昔に生きた、或は現在も生き
ている人々の痕跡や言葉を拾い、彼らの自然への想いを来
場者の皆さんに感じていただきたいと希

ねが

っています。

ようこそ、ブナ帯☆ワンダーランドへ。　　林のり子（パテ屋、〈食〉研究工房）

11:00～19:00（最終日は17:00まで）生活工房  ☎5432-1543
会場：三軒茶屋・キャロットタワー3・4F 会期中無休 入場無料2月27日 3月16日金 月

photo:太田威

秋 冬 春 夏

 

次回（3月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
せたがやアーツカード事務局　☎5432-1548

15歳以上の世田谷区民を対象とする、せたがや文化財団の無料の会員制度です。
世田谷美術館、世田谷パブリックシアター、世田谷文学館等で多彩な特典を利用できます。 

会員登録受付中！ せたがやアーツカード

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
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高田雅彦（成城大学学生部次長／東宝映画
研究家）　 各回20名（応募者多数の場合は
抽選）　 無料　 当館HP「プログラム＆イ
ベント」参加フォームより（3月1日（日）より
申込み開始）　 3月14日（土）
■100円ワークショップ

「特撮！ 謎の巨大生物出現」
会期中の毎週土曜日（※3月28日（土）を除く）
13:00〜15:00（随時受付）　地下1階創作室　

「特撮」で街中に出現した巨大生物と一緒に
写真を撮ろう！

どなたでも　 1回100円

戦前から戦後、東宝スタジオで映画美術など
に携わった世田谷の画家や彫刻家などの作
品を紹介。また東宝の映画作品にも多数出演
した女優・高峰秀子旧蔵の梅原龍三郎らに
よる〈高峰像〉も展示。小
コーナーでは建築物の廃
墟を撮影した宮本隆司の
写真を展示します。

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

白井菜々子（コントラバス） 山崎早登美（ピ
アノ）　［曲目］A.ミシェック／ソナタ第一番
イ長調作品5　 抽選200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　 3月2日（月）（消印有効）　※未
就学児入場不可　※詳細はHP参照

第1部［作品にみる下北沢］では、下北沢にゆ
かりのある文学者7人にスポットをあて、関
連する資料を展示しています。第2部［シモ
キタ＊クロニクル］では、下北沢の歩みを年
譜 と 写 真 で 紹 介
するほか、ブック
コーディネーター
の 内 沼 晋 太 郎 氏
が監修した「下北
沢カルチャーマッ
プ」を展示してい
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　※企画展チケットで観覧できます

■金子マリ×KenKen　シモキタトーク
3月28日（土） 15:00〜16:30　文学サロン

（オープンスペース）
歌手の金子マリ氏と、ロックバンドRIZEの
ベーシストKenKen氏に、地元下北沢につ
いて語っていただきます。

金子マリ（歌手）、KenKen（ベーシスト）　
当日先着150名（13:00から1階ロビーにて

整理券を配布します）　 無料（チケット半券
提示）

3月7日（土） 14:00〜15:30（開場13:30）
自由が丘と京都を拠点にしている出版社・
ミシマ社代表の三島邦弘氏をお呼びして、出
版にまつわる様々なお話を伺います。

三島邦弘（ミシマ社代表）　 どなたでも
申込先着50名　 500円

3月20日（金） 19:30〜21:00（開場19:00）
洋画家・宮本三郎（1905-1974）が生きた時
代のシャンソン（フランスの歌曲）をお楽し
みいただきます。

池田ひろ子 他　 どなたでも　 申込先
着60名　 1,500円　

一人の少女＝マンガ家が見つめた、
あの時代、その行方

『pink』『リバーズ・エッジ』『ヘルタースケル
ター』などの作品で、1980〜90年代の社会
を主体的に生きる女性たちを描き、時代を象
徴するマンガ家となった岡崎京子の初めて
の大規模な展覧会です。彼女が見つめた時
代とその行方を、300点以上の原画をはじ
め、学生時代のイラストやスケッチ、当時の
掲載誌の数々、映画版『ヘルタースケルター』
ほかの関連資料を通して見ていきます。

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　

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/
miyamoto.event@samuseum.gr.jp

■3月のギャラリートーク
３月14日（土）14:00〜（30分程度）
テーマ：「洋画家・宮本三郎の生涯」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

開館10周年
宮本三郎の仕事　1960’s-1970’s 
絢爛な色彩の神話世界へ
開催中〜3月22日（日）

展覧会

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）

開催中〜3/1 sside展「10cmの建築」
3/3〜8 絵手紙は魔法の力　パートⅢ

3/10〜15 「七宝の美」を習いつつ20年の歩み
（11日10:00より公開）

3/17〜22 ―和紙による― 相場由紀子展
※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

1954年に公開された2本の映画「ゴジラ」と
「七人の侍」に注目し、特殊撮影や東京の時代
劇を生み出した東宝スタジオの映画美術の
魅力を探ります。

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

■記念講演会
「史料からみる砧撮影所―音画芸術の
殿堂―」
2月28日（土） 14:00〜15:30（開 場13:30）
講堂

冨田美香（立命館大学教授／映画史）　
当日先着150名　 無料　 当日10:00

からエントランスホール受付にて整理券を配
布　※手話通訳付き
■映画講座―創造の現場を語る

「①特撮美術」　
3月7日（土） 14:00〜15:30（開場13:30）

「②映画監督」
3月8日（日） 14:00〜15:30（開場13:30）

「③映画美術」
3月14日（土） 14:00〜15:30（開場13:30）

①三池敏夫（特撮美術監督）×島倉二千六
（背景師）②小谷承靖（映画監督）③竹中和雄
（映画美術監督）×聞き手：竹内悦子（映画美
術監督）いずれも講堂　 先着150名　 無
料　 当日10:00からエントランスホール受
付にて整理券を配布　※手話通訳付き
■「成城映画散歩」―成城界隈のロケ地
を訪ねる
4月12日（日）／4月16日（木）／いずれも 13:30  
東宝スタジオ前集合、16:30祖師谷大蔵駅前解
散（予定）
成城界隈を中心として、様々な東宝映画のロ
ケ地をめぐります（スタジオ内の見学はあり
ません）。 ※両日とも内容は同じ

［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

託児サービスを下記の日程で実施します
（事前申込制）。
①2月28日（土） 13:30〜16:30
②3月26日（木） 13:00〜15:00

0〜1歳児1,000円、2歳以上500円
イベント託児・マザーズ（☎0120-

788-222 info@mothers-inc.co.jp）
へ。障害のあるお子様はご相談ください。

関 連 企 画

往復ハガキかメール（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（17:30まで）ください。
※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

開館10周年記念音広場
「シャンソンの夕べ〜宮本三郎の
レコードジャケットをめぐって〜」

展覧会関連企画

［受付日］平成27年4月4日（土）・5（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27年4月19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27年10月〜平成28年3月分の区民ギャラリー後期
利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

宮本三郎記念美術館と地域の会共催人ひろばvol.28
「自由が丘で出版社をするということ」

下北沢の商店街　1957年

関 連 企 画

新たに収蔵品とし
て加わった連載小
説『悪名』や『体の中
を風が吹く』の挿絵
原画など、向井の
知られざる挿画や
装幀といった書籍
に関連する仕事と
ともに、随筆家としての横顔も紹介します。

東京の風景や女
優、踊り子、バレ
リーナを描いた
1960年代初期の
作品から、神話を
主題にした作品
まで、宮本三郎の
色彩豊かで華や
かな晩年の作品群を中心に紹介します。

自由な動きの線、鋭い
線など、清川泰次の作
品に見られる様々な線の表現に着目します。

清川泰次―
線をめぐって
開催中〜3月22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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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/

向井潤吉と文学―
連載小説の挿絵と装幀を中心に
開催中〜3月22日（日）

展覧会

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

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■

世田谷に住んだ
東宝スタジオゆかりの作家たち

開催中〜4月12日（日）　2階展示室

下北沢クロニクル
開催中〜4月5日（日）　1階展示室

岡崎京子展
戦場のガールズ・ライフ

開催中〜3月31日（火）　2階展示室

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

世 田 谷  美  術  館  分  館

「体の中を風が吹く」挿絵原画
（『朝日新聞』連載第116回）

　　1957年

《假眠》1974年

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中〜3/1 宇田保子遺作展 第33回 かしのき会児童美術展　
3/3〜8 卒業展 紫陽花の会　第15回 作品展　

3/10〜15
世田谷美術大学23期卒業生有志展　

JADIF ART FAIR 2015
第三回 翠月同人展

3/17〜22
和子創作絵織り展（1927年生れ）　※18日から公開

ももやまあんじゅの絵ギャラリー　
中本マモル作品展

中央大学陶芸研究会 第49期卒業生展示会 第八回 アトリエ梶谷美術展　

3/24〜29
町田市立南大谷中学校 第三回 美術展　※25日から公開 七彩展　

「天真に任す　良寛の風景」 美大イッパチ会作品展 ｰ2015ｰ
※ほとんどの場合、展示品の搬入出作業があるため、公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了。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

東宝スタジオ展
映画＝創造の現場

開催中〜4月19日（日）　1階展示室

ポスター「ゴジラ」
（監督：本多猪四郎）

1954年公開
寺島映画資料文庫蔵
©TOHO CO.,LTD.

東宝スタジオ　メインゲート
写真提供：東宝株式会社

　©TOHO CO.,LTD.

プロムナード・コンサート
白井菜々子

コントラバス・リサイタル
3月22日（日） 14:00〜 （開場13:30）　講堂

●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。

井上玲子
《マサカサマ9》

2002年
撮影：上野則宏

香川京子（女優）　 1,000円（友の会会
員は無料）　 往復ハガキ（P3記入方法参
照）で当館「友の会」へ　 3月31日（必着）

友の会との共催講演
ひめゆりとともに
〜私が出会った巨匠・名優たち
4月11日（土） 14:00〜　文学サロン

世田谷美術館
美術大学

28期生 募集
5月から12月まで講義と実技と鑑賞で
総合的にアートを学びます。

［募集期間］3月1日（日）〜31日（火）
※詳細はHP参照

『ヘルタースケルター』扉原画
　©岡崎京子／祥伝社フィールコミックス

《Painting　№381－B》
1981年

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜3月31日（火）   
　　　　  岡崎京子展　戦場のガールズ・ライフ
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500円、小・中学生300円→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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜4月19日（日）
　　　　   東宝スタジオ展　映画＝創造の現場
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

〒157-0062 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・休日の場合は翌日）　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館

〒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・休日の場合は翌日）世田谷美術館 Art



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

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

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認） 
高校生以下対象／当劇場がおすすめする公演のチ
ケットを一般料金の半額、または割引価格で提供

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳対象／当劇場主催公演（一部除く）のチケット
を一般料金の半額、または割引価格で提供。また、主催以外
の公演もご案内する場合あり。オンラインのみ取扱

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

割引サービス／観劇サポート　 世田谷パブリックシアターチケットセンター 席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。発売中のチケットに関しては、予定枚数を終了している場合がございます。
また、開演後は本来のお席にご案内できない公演もございます。予めご了承ください。

5月16日（土） 18:30　成城ホール

3月28日（土） 17:00　世田谷区民会館

6月6日（土） 15:00　成城ホール
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T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。

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

会員先行発売・割引対象

●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

 窓口で  三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階　10:00～19:00

 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 　　　　　　　　　　　   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。公益財団法人せたがや
文化財団が発行する「せたがやアーツカード」にお申込みいただくと、世田谷パブリック
シアターチケットセンター（電話・窓口）及びオンラインチケットにてご予約・ご購入
いただけます。

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

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ハガキ・FAX・メール記入方法

〒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：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

〒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/Thea t r e世田谷パブリックシアター

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

世田谷パブリックシアター シアタートラム

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

笠井叡　
上村なおか　黒田育世　白河直子　寺田みさこ　森下真樹　山田せつ子

 Ａ席 3,800円　一般 Ａ席 4,000円　Ｂ席 3,000円 他
ハイウッド　☎3320-7217（平日11:00～19:00）

平沼仁一　 村山二朗  田川智文  加藤拓哉  横山亮介  露木一博  佐藤晃弘  長谷川暢
 SS席 4,750円　S席 3,800円　A席 3,325円　一般 SS席 5,000円　S席 4,000円　

A席 3,500円 　 アートウィル　☎5707-1711（平日10:00～18:00）

3/26272829

19:30
15:00

ダンス 3/26（木）～29（日） 天使館　笠井叡◉新作『今晩は荒れ模様』 発売中

音 楽 5/9（土）
13:00開演 17:00開演 和太鼓 東京打撃団 二十周年記念公演

中津留章仁　 カゴシマジロー　吹上タツヒロ　星野卓誠 他
 4,200円　一般 4,500円　Ｕ24 3,000円 他

トラッシュマスターズ　☎090-7411-6916

大野慶人作品　天久聖一作品　伊藤千枝作品　※上演順未定　
篠崎芽美　矢嶋里美　岡里蓉子　佐々木美和　伊藤千枝

 3,600円　一般 3,800円　U24・24歳以下割引（当日要年齢確認証提示） 2,500円
珍しいキノコ舞踊団　☎090-4844-1515

平原慎太郎　 景井雅之 他　 播磨みどり
東海林靖志　柴一平　菅江一路　薬師寺綾　町田妙子　小松睦　渡辺はるか　

 3,300円　一般 3,500円　大学生（当日要年齢確認証提示） 2,500円
高校生以下（当日要年齢確認証提示） 1,500円 　 ロックスター　☎5272-0991

天児牛大　 蝉丸　岩下徹『新作』
竹内晶　市原昭仁　長谷川一郎『うむすな』　松岡大　石井則仁
百木俊介　  S席 4,800円　一般 S席 5,000円　A席 3,000円
U24 2,500円　※開演時刻にご着席のない席は指定を解除し、山海塾の指定する
席へご案内します　 山海塾　☎3498-9622

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

演 劇 トラッシュマスターズ『砂の骨』3/6（金）～15（日）

ダンス

ダンス
ダンス

珍しいキノコ舞踊団 新作公演
『珍しいキノコ御膳 美味しゅうございます。』

OrganWorks2015『TSURA』

山海塾
『新作』『歴史いぜんの記憶―うむすな』

3/28（土）・29（日）

5/4（月・祝）～6（水・休）

5/20（水）～31（日）

3/6 7 8 9 101112

18:30
13:00

19:00 ◀13以降、13:00=13・15、13:00/18:30=14

発売中

発売中 発売中

29

18:00
13:00

3/28

5/4 5 6

19:00
15:00

発売中

2月25日（水）
発売日 3月5日（木）

発売日

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

5/2021222324

19:00 19:00
15:00

　ポストトークあり　出演：天児牛大　
ゲスト：5/21 渡辺保、5/29小沼純一

5/293031

15:00

『新作』 『うむすな』

本條秀太郎、三谷靭彦——二人の巨頭が絢
けん

爛
らん

な江戸文化を、日本画家であり
江戸風俗研究家であった故・三谷一馬の残した浮世絵をヒントとして紐解
いていく…。
地元・世田谷に息づく『江戸の粋』を、まるで江戸の世界にタイムトリップ
したかのように日本を感じることのできるレクチャーコンサートです。
［唄・三味線］本條秀太郎　本條秀五郎 他　

　［ゲストコメンテーター］三谷靭彦（画家）
 3,500円　一般 4,000円　 　※未就学児はひざ上の場合は無料

子どもを産み、育てること。この大きなテーマのもとに集まったワークショップの参加者た
ちは、そのひとりひとりの経験や想いを出発点に、約2か月にわたって、まちの人の話を聞
き、からだを動かし、自分自身をみつめながら、みんなで一緒に考えてきました。そうして
考えたあれこれを、展示作品とパフォーマンスを通して発表します。ぜひみなさん、「みん
なの 産み育て」について、一緒に考えてみませんか？

介助・介護の現場では、家族として、仕事として、あるいはもっと
違うあり方で、誰かの助けを借りる／助けになる、ということが行
われています。私的な生活の場に他者が存在することで実現する
その現場は、介助する側される側の関係性と距離が問われる複雑
な場所です。今年の「地域の物語」ワークショップは、介助と介護を
とりまくさまざまな切り口でプロセスを進めています。このワーク
ショップの発表会をぜひ観にいらしてください。

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと世田谷パブリックシア
ターのスタッフが力を合わせおおくりしている『フリーステー
ジ』。毎年、たくさんの方にご来場いただいておりますが、中で
も人気のある世田谷クラシックバレエ連盟の公演につきまし
ては、昨年と同じく、事前に入場券（指定席）を配布することに
いたしました。詳細は3月25日号でお知らせいたします。

劇場「フリーステージ」担当　☎5432-1526

世田谷クラシックバレエ
連盟（4/29）
入場券の事前配布に
ついて

宮川彬良のせたがや音楽研究所 presents 『宮川泰
ひろし

まつり』 昭和歌謡を彩った宮川泰
ひろし

サウンドを豪華出演陣のトーク＆生演奏でお楽しみください。

ジャズとクラシック、同世代の活きの良い二人のピアニス
トが繰り広げる饗宴！ 2台のピアノを全方位からとり囲ん
で聴くという画期的なコンサート、アラウンド・ザ・ピアノ。
演奏家の直近で迫力ある臨場感をお楽しみください。

中野翔太　松永貴志
曲 ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー 　ミヨー：スカラムーシュ 他

全席自由  2,800円　一般 3,000円　 　※未就学児入場不可

本條秀太郎  『日本の音』 ～江戸の粋～ 室内楽シリーズ アラウンド・ザ・ピアノ
―中野翔太＆松永貴志―

中野翔太　©Yuuji 松永貴志

宮川彬良　中尾ミエ　伊東ゆかり　ささきいさお　INSPi 他　  2,500円  一般 3,000円　 　※未就学児入場不可

発売中

作井上ひさし　演出栗山民也　 野村萬斎　中越典子　山西惇　大鷹明良　酒向芳　春海四方
明星真由美　家塚敦子　山﨑薫　辻萬長　千葉伸彦（ギター奏者）

S席 8,600円　一般 S席 8,800円（1・2階）　A席 6,500円（3階）　高校生以下・U24 
S席 4,400円　A席 3,250円　※未就学児入場不可

『藪
や ぶ

原
は ら

検
け ん

校
ぎょう

』こまつ座＆
世田谷パブリックシアター

井上ひさしの異色作にして最高傑作ともいわれる本作は、盲
目として生まれた杉の市が成り上がるために悪事の限りを尽
くし、江戸の盲人の最高位である検校にまで登りつめた稀代
の大悪党の一代記。2012年の上演では演出の栗山民也に「今、
藪原検校を演じるのはこの人しかいない」とまで言わしめた野村萬斎が再び主演をつとめます。
古典の技を発揮する野村萬斎と実力派キャスト陣との競演、津軽三味線を思わせるギターの旋
律が舞台を彩ります。人間社会の闇を痛快に風刺した「悪漢物語」にぜひご期待ください。

井上戯曲の最高峰、野村萬斎が究極の悪党を再び

13:30
18:30

2/23 3/12425262728 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415 1617 181920

休
演

休
演

休
演

　ポストトークあり：野村萬斎×山西惇×辻萬長
　※藪原検校のチケットまたは半券のご提示で
　ご入場いただけます。
■視覚障害者のための舞台説明会あり（要予約）

『藪原検校』 2012年公演より
撮影：谷古宇正彦

2月23日（月）～3月20日（金）　世田谷パブリックシアター

3月22日（日）
15:00開演

シアタートラム

注目の若手作家・演出家が描く、女子学生たちの四年間

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.7
趣向『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 
旧体育館の話』

若い才能の発掘と育成の場として世田谷パブリックシアターが2009
年より実施する「シアタートラム ネクスト・ジェネレーション」。今年
は注目の若手劇作家オノマリコの１人ユニット“趣向”の作品をお届け
します。2009年に東京女子大学で起こった出来事を背景に、女子学生
が四年間を駆け抜ける様を描いた時間劇です。詩的で瑞々しい筆致の
オノマ作品を、文学座の新風、稲葉賀恵が演出します。
今後の演劇界を担う才能がつくり出す作品にご期待ください。
作 オノマリコ   演出 稲葉賀恵   清水葉月   藤井咲有里   稲継美保　
深谷美歩   前東美菜子   朝比奈かず   増岡裕子   窪田優   上田桃子

2,500円   一般・ベンチシート 2,800円   
高校生以下・U24 1,400円　※未就学児入場不可

発売中

2月26日（木）～3月1日（日）　シアタートラム

終演後ポストトークあり
ゲスト27昼：松岡和子
（翻訳家・演劇評論家）

2/26 3/12728

19:00
14:00

展示 10:30～18:00（入退出自由）
入場無料　 不要、直接会場へ

パフォーマンス 13:30～（要事前申込）
ワークショップ参加者　 無料

 定員になり次第申込を締め切ります。
劇場HP「ワークショップ・レクチャー」申込フォーム、または電話にて
劇場『みんなの 産み育て』担当　☎5432-1526

これまでのワークショップ風景より

2014年発表会風景より

世田谷パブリックシアター

フリーステージ2015

4都市連携プロジェクト
『みんなの 産み育て』発表会

3月22日（日） 10:30～18:00
世田谷文化生活情報センター ワークショップルーム

本條秀太郎

illust:
Masahiro 
Yamanaka

ワークショップ参加者　
全席自由／無料（要事前申込）

※詳細は劇場HPまたは電話にて
劇場チケットセンター

 3/21（土・祝）
一般  3/22（日）

発　売
開始日

 3/13（金）
一般  3/14（土）

発　売
開始日

4都市連携プロジェクト
世田谷パブリックシアター、北九州芸術劇場

（福岡県北九州市）、水戸芸術館（茨城県水戸
市）、仙台市市民文化事業団（宮城県仙台市）の
4団体が連携し、演劇的アプローチから「産み、
育てること」を考えていくプロジェクトです

定員になり次第申込を締め
切ります。
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イナーズネットワーク）　 抽選20名
2,000円　 往復はがきかメール（P3記入

方法参照）で生活工房へ　 3月4日（必着）
4雪の森のおはなし会
3月7日（土）・14日（土） 各日11:00〜12:00

（途中入退場可）　生活工房4F
雪で真っ白になった森には、物語がひそんで
います。欧米から日本の東北地方まで、各地
の雪の森のおはなしを楽しみましょう。

世田谷おはなしネットワーク　 幼児〜
小学生（大人もどうぞ）　 当日先着20名 

無料　 不要、直接会場へ

【対談】石倉敏明（人類学者）×藤原辰史（京
都大学人文科学研究所准教授）
3月13日（金） 19:00〜20:30　生活工房5F
食べるという行為は、「食べ
物」となる「生き物」の存在
に支えられてきました。地
域の環境のなかからある生
物を選び、獲得し、育て、
食物に変えてきた人類。そ
の歴史を踏まえながら、農
業や食物連鎖、飢餓などを
キーワードに未来の食環境を考えます。

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　

1時のフィールドワークショップ
「春の道ばたで、若菜摘む」
3月21日（土・祝） 10:00〜15:30頃
生活工房4F、近隣の公園
「春が来た」―私た
ちにそう実感させて
くれるのはいつも、
身近な草花ではない
でしょうか。春分の

詳細は1面をご覧ください 入場無料

1上映会
「越後奥三面―山に生かされた日々」
3月8日（日） 14:00〜16:30　生活工房5F
新潟県・奥三面集落の生活には、山猟・川漁、
山菜の採集など、ブナ帯の暮らしのすべてが
ありました。今はもうダムに沈んでしまった
山村の、貴重な記録映像を上映します。

［上映作品］『越後奥三面―山に生かされた
日々』（1984年／民族文化映像研究所／
145分）　 当日先着50名　 800円　
不要、当日直接会場へ
2トーク 「ルーマニア―中世の化石―」
3月14日（土） 15:00〜17:00　生活工房5F
東欧の国ルー
マニアには数
百年前の中世
の風俗・習慣・
生活様式が息
づいています。
ルーマニア民
俗研究40年のみやこうせい氏に、歌と踊り
と伝統に生きる人々の暮らしを、写真と音
楽を通して紹介いただきます。

みやこうせい（著述・フォトアーティスト）、
林のり子（パテ屋）　 申込先着60名

500円(ルーマニアのお茶付き）　 電話か
メール（P3記入方法参照）で生活工房へ
3食のワークショップ「磯あそび」
3月15日（日） 11:00〜14:30　生活工房4F
ブナの森と海は密接につながり、その連環の
中に人間も生きています。宮城県の魚介類を
食材に、日本と世界のブナ帯の海のレシピを
再現して味わいます。海でつながる世界を感
じながら、春の海の恵みをいただきます。

唐桑食の学校、中山晴奈（NPOフードデザ

●増田プロ レベルアップ倶楽部
　（3月16日から新規申込受付開始）
　毎週月曜　 10:00〜21:00

中学生以上　 1スクール（4回）16,000円
①〜③とも 大蔵第二運動場管理事務
所 窓口（〒157-0074 大 蔵4-7-1 ☎3416-
1212 3416-1777）へ　※詳細は管理事
務所に直接お問合せください
⑤第1期デイタイムテニススクール
A月曜コース　4月6日〜5月18日
B金曜コース　4月3日〜5月　8日
※A・Bとも午前中、初心者から上級者のク
ラス分けあり

18歳以上　 抽選各8〜16名　 7,500
〜11,000円（クラスにより異なります）
ハガキまたは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　 3月3日（必着）
※時間・クラスなどは要問合せ

①大蔵の部　4月8日〜8月26日
※ 除外日あり　毎週水曜 9:30〜11:30
（全18回）　総合運動場体育館第一武
道場（畳）・トレーニングルーム

②千歳の部　4月9日〜8月27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　 60歳以上の方で医師に運動を
止められていない方　 抽選①30名②25名

20,000円　 3月9日（必 着）　※健 康
チェックの結果、参加をお断りする場合があ
ります

9,000円③5,400円④6,300円　 ハガキ
かFAXで①②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）③梅丘中学校温水プール管
理事務所（〒156-0043 松原6-5-11 ☎・
3322-6617）④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）　 ①〜④3月15日（必着）

①水曜日コース　4月8日〜6月24日
毎週水曜 13:00〜13:50（全10回）

②木曜日コース　4月16日〜6月18日
毎週木曜 11:00〜11:50（全10回）

①②とも総合運動場温水プール
①②とも　 18歳以上　 抽選各30名　

7,000円　 ハガキかFAX（上記申込
方法参照）で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）へ　 3月15日（必着）

①第1期レディースバレーボール教室
4月3日〜5月22日　毎週金曜
9:00〜12:00（全8回）
18歳以上の女性　 定員40名　 6,400円

②ゴルフ個人レッスン　
4月1日〜　小池プロ・中村プロ・和智プロ

制限なし　 2,000円（20分）
③ゴルフスクール（1スクール3〜4回）
4月1日〜　小池プロ・中村プロ・和智プロ

中学生以上　 1スクール（4回）12,000円
●増田プロ レベルアップコース（曜日選択式）
　毎週水･金･土曜　  9:30〜21:00

中学生以上　 1スクール（3回）12,000円

［種目］中長距離　 高校生相当以上
600名（応募多数の場合抽選）　 1種目

1,000円　 所定の申込書を郵送かFAXで
スポーツ振興財団へ　 3月11日（必着）　
※種目、時間など詳細は要項参照

［種目］リーグ戦（2部制）　 1チーム6名以
内　 1チーム2,000円　 区協会登録
チームは所定の申込書で、未登録チームはハ
ガキ（上記申込方法参照）で、区ゲートボール
協会・村石（〒154-0017 世田谷1-23-3 ☎
3439-1108）へ　 3月23日（必着）

［種目］個人形・組手競技・団体戦競技
区内在住・在勤・在学者及び区空道連盟

登録者　 団体戦5,000円／チーム、個人戦
1種目1,500円／人　 区空手道連盟HP
から申込書をダウンロードし、FAXで送信。
区空手道連盟・谷口（☎ 5787-8284）へ

3月31日（必着）

①イルカ水泳教室　4月27日〜6月22日
※ 除外日あり　毎週月曜 18:30〜20:00
（全7回）　千歳温水プール

②くじら水泳教室　4月27日〜6月29日
※ 除外日あり　毎週月曜 18:00〜19:30
（全7回）　総合運動場温水プール

軽度の知的障害のある①は小学生②は中
学生以上。トイレを使用する際に介助を必要
とされない方で、事業開催中、付添人の会場
待機が可能な方　 ①抽選20名②抽選10
名　 ①1,700円②4,000円　 障害の内
容も明記し、スポーツ振興財団へ　 3月20
日（必着）　※当選後、事前面談を行い、参加
の可否を決定

①大蔵Aコース　4月16日〜6月18日
毎週木曜 12:00〜14:00（全10回）
総合運動場温水プール

②大蔵Bコース　4月17日〜6月19日
毎週金曜 14:00〜16:00（全10回）
総合運動場温水プール

③梅丘コース　4月8日〜5月27日
※ 除外日あり　毎週水曜 10:00〜12:00
（全6回）　梅丘中学校温水プール

④烏山コース　4月7日〜5月26日
※ 除外日あり　毎週火曜 10:00〜12:00
（全7回）　烏山中学校温水プール

※千歳コースについては、コース型教室で
募集しています　 ①〜④18歳以上　 抽
選①60名②40名③50名④40名　 ①②

世田谷陸上競技会
4月4日（土）　総合運動場陸上競技場

第61回  春季区民ゲートボール大会
4月16日（木） 9:00〜　総合運動場陸上競技場

※予備日4月17日（金）

第48回  世田谷区空手道選手権大会
4月29日（水・祝） 9:00〜　総合運動場体育館 他

日、花作家・かわしまよう子さんといっしょ
に公園に出かけ、雑草を摘み、お昼ご飯に仕
立てます。ちから強くやわらかい、春の味を
楽しみましょう。

［企画制作］セセンシトカ
かわしまよう子（花作家）　 抽選15名
2,500円（昼食代・保険料込）　 往復

はがきかメール（P3記入方法参照）で生活工
房へ　 3月9日(必着）
2時のドキュメンタリー上映会

「移動の時」
3月28日（土） 14:00〜17:00頃
生活工房4F
春は日本人にとって年度の変わり目、移動
の季節。世界に目を向けると、雨季と乾季、
川の氾濫など、さまざまなタイミングで移動
をする民族や、動物たちがいます。めぐる季
節とともに地球の上をめぐる生命を、映像で
ご覧ください。

［上映作品］『ブッシュからブッシュへ　遊牧
ソマリのキャンプの移動』『サーミ人のテント』

『奥会津の木地師』ほか、自然映像など6作
品　※詳細HP参照　 当日先着50名

800円　 不要、直接会場へ

1水曜講座（①午前・②午後）
〈名作を読む〉　4月1、8、15、22日　
作品：夏目漱石著『吾輩は猫である』

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〉
4月2、9、23、5月7日
作品：島崎藤村著『千曲川のスケッチ』

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〉
4月3、10、24日、5月8日　
作品：芥川龍之介著『トロッコ』

藤原尚武（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。ご都合に合わせて
受講曜日をお選び下さい。

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/

26年度受講生による朗読発表会
3月1日（日） 13:30〜16:00　生活工房5F
朗読を通して、ことばと向き合ってきた講座
受講生たちが、その成果をお披露目します。

［共催］（一財）NHK放送研修センター　 当
日先着50名　 無料　 不要、直接会場へ

オリジナルのクラフ
トやアート作品を
制作している個人
やグループを募集
します。詳細はアー
トフリマ公式HPからお願いします。

http://artfleama.net/にて
3月16日（必着）　 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

 障害児（者）水泳教室

  はじめようスイミング

 元気なシルバーいきいきトレーニング

スイムレッスン

関 連 イベ ント

教　室

2Fギャラリーカフェくりっく壁面展示
平日9:00〜20:30（土日祝休は ☎5430-1486）

開催中～3/14（土） 『都会の季節』
3/15（日）～31（火） 花に魅せられてⅦ

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

2月27日（金）〜3月16日（月） 14:00〜17:00
（途中入退場可）　2F八角堂

ブナ帯☆ワンダーランド展
2月27日（金）〜3月16日（月） 会期中無休

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 

連続講座　知の航海
「食べること」の未来

朗読講座　豊かなことばの世界

時をときはなつ　vol.2
3月21日（土・祝）、28日（土）   生活工房4F 他

世田谷アートフリマ Vol.23
出展者募集！

［開催日］4月18日（土）、19日（日）
11:00〜17:00　生活工房3〜5F

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

財団事務所は3月2日（月）から元の総合
運動場温水プール2階に戻ります

7,200～9,000円　 電話か総合運動場管理事務所窓口
（大蔵4-6-1 ☎3417-4276）へ　 先着順（ただし、託児サー
ビス希望者（抽選）は3月10日まで）

6,300円～　 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

3月10日（必着） ★は託児サービスあり　※詳細は当財団ＨＰをご覧になるか各施設に直接お問合せください

7,700～15,400円　 電話で大蔵第二運動場トレー
ニングルーム（大蔵4-7-1 ☎3749-2223）へ　 先着順

4月～6月 コース型教室 参加者募集
★ヨガ、★ピラティス、フラダンス、
ベリーダンスなど

★やさしいピラティス、
★アロマヨガ、骨盤ストレッチなど

はじめての気功、婦人体操、
ゴルファー’sトレーニングなど①総合運動場 ②千歳温水プール ③大蔵第二運動場

撮影：みやこうせい

関連イベント

5分間のプロジェクションマッピング体験です。
無料　 不要、直接会場へ

事前申込が必要で、3ケ月間週1回定期的に運動できる教室です。定員はプログラムにより異なります。

大　会（共催事業など）
※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、区スポー
ツ推進課にあります（ゲートボール大会を除く）。一部当財団
HPからダウンロード可　※詳細は大会要項をご覧ください

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

〒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

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/

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤学年 ⑥年齢 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
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