
次回（12月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

も参加し、同時に11月28日（土）～12月20日（日）に生活工
房で、災害支援活動をまとめた展示を行います。
これからも世田谷のため、世界のために仕事をしていきます。

坂　茂

世田谷の防災・世界の災害支援
建築設計の仕事の傍ら、世界中の被災地で、仮設住宅建設
や、避難所の家族ごとのプライバシーを守るための間仕切り
作りのボランティアを20年間やってきました。この度、自分
が生まれ、育ち、設計事務所を構える世田谷区の防災訓練に

［主催］ 公益財団法人せたがや文化財団 生活工房　［企画］ 株式会社 坂茂建築設計／ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク　［協力］ 旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

11:00〜19:00（最終日のみ17:00まで）
3F生活工房ギャラリー／生活工房4F（三軒茶屋・キャロットタワー）

11月28日　  〜12月20日日土
入場無料会期中無休

坂 茂氏の建築の特徴は、「紙管」をはじめとする身近な材料の特性を見出し、
独自の構造や工法へと展開することにあります。
これまでに、《紙の家》（1995年）や《ハノーバー国際博覧会日本館》（2000
年）など、個人住宅から公共施設まで多岐にわたり手掛けてきました。
また、自身の知識と経験を活かした災害支援活動を続けており、阪神淡路
大震災では、紙管を使った《紙の教会》（1995年）や、被災者のための仮設
住宅《紙のログハウス》（1995年）をつくり、東日本大震災では避難所の環
境を改善する《避難所用簡易間仕切りシステム》（2011年）を設置しました。
ニュージーランド・クライストチャーチでは、大地震で大聖堂が崩壊してし
まったことを受けて《紙の大聖堂》（2013年）を設計するなど、世界各地で災
害支援活動を行っています。
この展覧会では、近年頻発する自然災害のなかで人々の「住まい」がいかに
あるべきか、坂氏の建築と活動を通して考えていきます。

坂 茂—紙の建築と災害支援

紙の大聖堂／ニュージーランド・クライストチャーチ 2013 ©Stephen Goodenough
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15歳以上の世田谷区民を対象とする入会
金・年会費無料の会員制度です。
せたがや文化財団各施
設での様々な割引き料
金については中面をご
覧ください。

せたがやアーツカード事務局
☎5432-1548

会員登録受付中！
【募集職種】 一般事務
【募集人数】 若干名
【職務内容】 【応募資格】 【勤務条件】  募集要項をご確認ください。
【雇用契約期間】 平成28年4月1日～平成29年3月31日
【応募方法】 募集要項兼申込書をご確認のうえ、必要書類を郵送してください。

 募集要項兼申込書は、せたがや文化財団ホームページからダウンロード　
できます。また、せたがや文化財団各施設の受付でも配布しています。

【応募締切】 平成27年12月4日（金）
【選考方法】 1次選考 ：書類および作文審査

2次選考 ：１次選考合格者を対象に個別面接
【お問合せ】 せたがや文化財団事務局採用担当　☎5432-1501
　　　　　 http://www.setagaya-bunka.jp/

平成28年度 非常勤職員募集
①世田谷文化生活情報センター5階生活工房②世田谷美術館③世田谷文学館
④向井潤吉アトリエ館⑤清川泰次記念ギャラリー⑥宮本三郎記念美術館

配 布 場 所
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見つめることから、演劇の初めの一歩をふみ
だしましょう。

柏木陽（演劇家、NPO法人演劇百貨店代表）　
15名（申込先着順）　 10歳以上の方　
10代の方500円、20代以上の方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

「叩
たた

け！メタルオーナメント」
2016年1月2日（土）を除く会期中の毎週土曜
13:00～15:00（随時受付）　地下１階創作室
金属ワイヤーで形を作り、叩いて仕上げ、
オーナメントにします。

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 

エントランス・ホールを舞台に、ダンサーの
福留麻里が新作ソロ公演。砧公園や美術館で
感じた、「遠くから時間をかけてやってくるモ
ノたち」との対話からダンスが生まれます。

各 日 約90名　 予 約2,500円 ／ 当 日
3,000円（中学生以下無料）　※未就学児入場
不可　 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 

三上千草 他　［曲目］未定　 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　 2016年1月12
日（消印有効）
※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

を解説付きでご紹介。
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

2016年1月23日（土） 19:30～21:00（開場
19:00）
新春の美術館で、弦楽四重奏の調べをお楽し
みください。

アコルディ弦楽四重奏団　 申込先着60
名　 1,500円（展覧会観覧料含む）　 下
記参照　

①2016年1月8日（金）
田中栄子（読売書法会理事）

②2016年1月10日（日）
川口青澄（読売書法会理事）
無料　 不要。開始時刻に直接会場へ

午前は参加者同
士で交流を深め、
午後は講師と一
緒にオリジナル
短歌に挑戦。みん
なの短歌で巨大
カルタをつくり、カルタ取りをしよう！

天野慶（歌人）　 小・中学生　 抽選30名
無料　 往復ハガキ（P3記入方法参照、

連名可、年齢も明記）で当館「ジュニア」係へ　
2016年1月16日（必着）

世田谷区内在住
の、現代書壇で
活躍する書家が、
会派を超えて「世
田谷ゆかりの作
家たち」をテーマ
にした新作を一堂に披露します。

無料　

■鑑賞講座
「書」の豊かな楽しみ方を探してみませんか。
出品書家と一緒に鑑賞しながら、見どころ
や作品をわかりやすく解説します。書をこ
れから始めてみたいという初心者の方もど
うぞご参加ください。
各回14:00～15:00

大岡文学の核となる「詩」の業績を、詩稿、創
作ノートなど、貴重な資料で紹介する展覧
会。終了間近。お見逃しなく！

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

あらゆる価値観が
激変した混沌の時
代を、作家たちはど
のように見て、生き
たのか。そして、再
生への道のりへと
向かったのか。終戦
と戦後を描いた作
家たちの資料から
考えます。

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（企画展
開催中のみ）

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

第3回 宮本三郎記念デッサン大賞展
開催中～12月6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〜11/29 小林京子展
12/1〜6 ガラス彫刻展2015　※2日10:00から公開

12/22〜27 東京オルタナ写真部♯1
※ 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）

「ピカソに鉄彫刻を教えた男」として知られる
バルセロナ出身のフリオ・ゴンサレス（1876
〜1942）の国内初の本格的な回顧展です。
スペインのバレンシア現代美術館（IVAM）
の所蔵品を中心に、バルセロナ時代の貴重な
金工作品をはじめ、彫刻、素描など計94点
を展覧し、知られざる巨匠ゴンサレスの魅力
をお伝えします。

①講演会Ⅰ「フリオ・ゴンサレス、バル
セロナ・パリ―新しき造形と都市空間」
12月13日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
「モデルニスモ」に沸く19世紀末のバルセロ
ナと、スペイン内戦の衝撃を刻んだ1937年
のパリ万博―ゴンサレスの造形の魅力を、2
つの都市空間から読み解きます。

木下亮（昭和女子大学教授）
②講演会Ⅱ「彫刻が生まれるとき―
フリオ・ゴンサレスをめぐって」
2016年1月23日（土） 14:00～15:30（開場
13:30）
ゴンサレスが彫刻の世界にもたらした豊か
さとは何であったのか―その作品との出会
い、またアンソニー・カロやエドゥアルド・
チリーダなど、戦後の鉄彫刻作品の魅力を語
ります。

酒井忠康（当館館長）　聞き手：塚田美紀
（本展担当学芸員）
①②いずれも 講堂　 当日先着140名　 無料　
※当日午後1時からエントランス・ホールにて整理
券を配布　※手話通訳付き

■美術と演劇のワークショップ「えん
げきのえ」
2016年1月10日（日） 13:00～18:00　当館
地下創作室、企画展示室など
美術館は、ひそかなドラマの宝庫。それまで
の彫刻の常識を破ったゴンサレスの作品を

［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

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

改修工事のため、12月7日（月）～2016年
2月5日（金）は休館します。

展覧会関連企画

■12月のギャラリートーク
「宮本三郎と戦争」
12月19日（土） 14:00～（30分程度）

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

2016年1月16日（土） 13:30～16:30（開場
13:00）
ドニゼッティのオペラ「ドン・パスクワーレ」

展覧会
画家と写真家のみた戦争
―宮本三郎、久永強、
向井潤吉、師岡宏次
12月19日（土）～
2016年3月21日（月・祝）

宮本三郎記念美術館と地域の会共催
音広場「ニューイヤーコンサート」

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.31

関 連 企 画

2016年1月5日（火）～10日（日） 10:00～18:00
（最終日は16:00まで）  区民ギャラリー  無料

審査員による写真教室（入賞作品講評）
1月10日（日） 13:30～15:30（13:15開場）　講堂　 当日先着140名　 無料

第23回 
世田谷区民写真展

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－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。

清川泰次と昭和
開催中～12月6日（日）

清川泰次の生活デザイン
12月19日（土）～2016年3月21日（月・祝）

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

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/

向井潤吉の民家　絵画と写真
開催中～12月6日（日）

向井潤吉　西日本紀行
2016年2月6日（土）～
3月21日（月・祝）

展覧会

展覧会

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

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■

〈それぞれのふたり〉シリーズ
「小泉淳作と小林敬生」

12月20日（日）～2016年3月27日（日）　2階展示室

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

戦後70年と作家たちⅡ
開催中～2016年4月3日（日）  1階展示室

詩人・大岡信展
開催中～12月6日（日）　2階展示室

世 田 谷  美  術  館  分  館

《晩秋》［京都府船井郡丹波町］
1969年

《飢渇》1943年

《Stainless Object　NIJI　
№3191》1991年
撮影：上野則宏

フリオ・ゴンサレス
《鏡の前の頭部》1934年頃
　バレンシア現代美術館蔵

ⓒIVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern

小林敬生《漂泊No.8》　1981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。

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

プロムナード・コンサート
三上 千草　フルート・リサイタル

2016年1月31日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

世田谷美術館パフォーマンス・シリーズ
　トランス／エントランスvol.14

福留麻里ソロダンス『そこで眠る、
これを起こす、ここに起こされる』

12月22日（火）・23日（水・祝） 各日20:00開演
（19:30開場）　エントランス・ホール

スペインの彫刻家
フリオ・ゴンサレス

―ピカソに鉄彫刻を教えた男
11月28日（土）～2016年1月31日（日）

1階展示室

おもしろいかたち・いろいろ
開催中～12月6日（日）　2階展示室

※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

開催中〜11/29 第1回 世田美27期アート展
スキー写真の聖地「立山・室堂」

第11回 プラタナスの会
自由創作会展
鈴木みどり個展３―現代ガラス「時間と空間」

12/1〜6
明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞作品展示会
彩の会　五人展
誠之フォトクラブ展

モナミ会展

12/8〜13 平成27年度 東京私立中学高等学校協会第八支部
連合美術展覧会

平成27年度 東京私立中学高等学校協会第八支部
連合美術展覧会

12/15〜20 STOP AIDS　第16回 アールエスポワール展 もりもと・ともえ「絵本原画＆絵画展」
石山篤・修 兄弟展 JOMON VOODOOⅡ

12/22〜27 絵ぷろん絵画展
加藤美術教室作品展 写真の地層展 VOL.17

©今日マチ子

詩稿「春のために」　大岡信ことば館蔵

昨年度展示風景

コトバのミュージアム
「ことばとたんか」

2016年1月30日（土） 10:30～15:00　講義室

第35回 世田谷の書展
2016年1月5日（火）～11日（月・祝）　文学サロン

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

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　11月28日（土）〜2016年1月31日（日）
　　　　  スペインの彫刻家フリオ・ゴンサレス  ―ピカソに鉄彫刻を教えた男
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

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜12月6日（日） 
　　　　  詩人・大岡信展
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

〒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

12月21日（月）～2016年1月4日（月）は館内整備等のため休館します。
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未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

亀渕友香氏監修によるワークショップを経て、初めてのステージを迎えるクワイアと、
日本を代表するゴズペルアーティストによるステージをお楽しみください。

亀渕友香　VOJA　猪狩太志　のはらヒロコ　Let's Sing ゴスペル ！ ワークショップクワイア
全席自由　1,500円

世田谷区で長く活動する区民音楽団体が、プロの演奏家と共演。三大レクイエムのひ
とつをお届けします。

新通英洋（指揮）　世田谷フィルハーモニー管弦楽団　世田谷区民合唱団　他
武満徹：弦楽のためのレクイエム　W.A.モーツァルト：レクイエム

 2,000円（S席のみ）　一般 S席 2,500円　A席 1,000円

音 楽

音 楽

Let's Sing ゴスペル！ 2015コンサート 
with ワークショップクワイア

せたがや名曲コンサート 
モーツァルト「レクイエム」

12/5（土） 15:00
北沢タウンホール

2016年
1/31（日） 14:00
昭和女子大学人見記念講堂

世田谷パブリックシアター シアタートラム

音  楽  事  業  部  主  催 
発売中

発売中

 12/12（土）
一般  12/13（日）

発売
開始

 12/6（日）
一般  12/12（土）

発売
開始

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

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（購入時要年齢確認）

12/7（月）発売
開始

11/25（水）発売
開始

爆笑寄席●てやん亭2016
 『林家正蔵・古今亭菊之丞二人会  ～これからの噺家と落語界～』

フリーステージ2016  参加団体募集

福田雄一　 堤真一　勝地涼　清水富美加・小池栄子　
鈴木浩介　上地春奈　池谷のぶえ　志賀廣太郎
※当日券は全ステージ開演1時間前より販売

シス・カンパニー　☎5423-5906

11/30 12/1 2 3 4 5 6

19:00
14:00 休

演

演 劇 シス・カンパニー
『才原警部の終わらない明日』

11/30（月）～
12/28（月）

未就学児
入場不可

▲７日以降　12/28を除く（月）（金）19:00、（火）（日）12/28 14:00、（水）（土）14:00/19:00、（木）休演

▲28日以降　（木）（日）14:00、（金）19:00、（土）14:00/19:00

永井愛　 林正樹　 黒木華　平岳大　木野花　他
1・2階 6,000円　3階 4,000円　25歳以下 3,000円（3階のみ・要証明書提示）

高校生以下 1,000円（3階のみ・当日要学生証提示）
二兎社  ☎3991-8872（平日10:00～18:00）

麿赤兒　 村松卓矢　 土井啓輔
田村一行　松田篤史　塩谷智司　奥山ばらば　他 

 S席（1・2階 指定） 4,400円　一般 S席 4,500円　
A席（3階 整理番号付自由席） 3,000円

大駱駝艦   ☎0422-21-4984

演 劇

ダンス

二兎社『書く女』

大駱駝艦・天賦典式
『クレイジーキャメル』

2016年
1/21（木）～31（日）

2016年
2/4（木）～7（日）

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

 11/28（土）
一般  11/29（日）

発 売
開 始

 12/13（日）
一般  12/14（月）

発 売
開 始

1/21 222324252627

19:00
14:00 休

演
※アフタートーク予定あり

2/4 5 6 7

19:30
15:00

桑原裕子　 成清正紀　若狭勝也　高山奈央子　佐賀野雅和
松村武　川隅美慎　辰巳智秋　斉藤とも子　他

 4,100円　一般 4,300円　★サービスデー 3,800円
U24 3,000円　他　 オフィス・REN　☎6380-1362（平日12:00～18:00）

田村孝裕　 冨田直美　和田ひろこ　恩田隆一　伊藤俊輔　
山口森広　高橋惠子　他

 3,800円　一般 3,900円　 ONEOR8　☎080-6577-1399

12/5 6 7 8 9 1011

18:00

13:00
14:00

19:00
ポストトークあり

演 劇 KAKUTA『痕跡《あとあと》』12/5（土）～14（月）

演 劇 ONEOR8
『そして母はキレイになった』

2016年
1/27（水）～31（日）

▲12日以降　（土）13:00/18:00◎、（日）13:00、（月）14:00

未就学児
入場不可

発売中

 12/4（金）
一般  12/5（土）

発 売
開 始

1/27 28293031

18:00
14:00

19:00

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

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〜金曜日：10:00〜18:00）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i c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/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

発売中

●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

今年は色彩感の全く違う名曲の数々に挑みます。 宮川彬良が音楽のあれやこ
れやを、独自の視点で読み解
きながら愉快に楽しく大分
析！今回のテーマは「ハーモ
ニー・メロディー・リズム」
の音楽の3要素。どんな分析
になるのか、乞うご期待！

予選を勝ち抜いた10団体に敗者復活の2団体を加え、大勢の
聴衆を前に熱いバトルを繰り広げます。年々パワーアップす
る出演者＆パフォーマンスをお楽しみください。

同 じ 夢

せたがやジュニアオーケストラ
第6回定期演奏会

宮川彬良の
せたがや音楽研究所＃5

第4回 せたがやバンドバトル
決勝大会

田中祐子（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） 

シューベルト：交響曲「未完成」
ショスタコーヴィチ：祝典序曲
ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」
よりセギディーリャス・ホタ
ボロディン：ダッタン人の踊り

1,000円
　※3歳未満入場不可

2012年には初監督した映画「その夜の侍」で新藤兼人賞を、13
年には戯曲『一丁目ぞめき』で第57回岸田國士戯曲賞を受賞する
など、目覚ましい活躍をみ
せる赤堀雅秋の新作が登場
します。いずれも強烈な個
性を放つ、日本の演劇・映
像界に欠かせない俳優陣
が集結しました。客席数約
200のシアタートラムで、
緊迫感あふれる濃密な人間
ドラマをご堪能ください。

作 演出 赤堀雅秋
光石研　麻生久美子

大森南朋　木下あかり
赤堀雅秋　田中哲司
　  6,500円　一般 6,800円　高校生以下・U24 3,400円

世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515
　※未就学児入場不可

日韓を牽引する2人の同世代ダンサーがコラボレート
し、写真家“アラーキー”（荒木経惟）の世界観に挑みま
す。国境・ジャンルを超えた才能の融合作にご期待くだ
さい。

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』。現在、参加団体募集
中！ 奮ってご応募ください。 

〈音楽部門〉 2016年5月1日（日）
シアタートラム　※音楽部門の開催日が本紙10月25日号より変更

になっています。申し訳ございませんが、何卒ご了承ください
〈ダンス部門〉 2016年5月3日（火・祝）、5日（木・祝）

世田谷パブリックシアター

11月30日（必着）　 劇場部「フリーステージ」担当 ☎5432-1526
※応募方法・詳細は劇場ホームページへ
※初参加の団体は事前に問合せのうえ、説明を聞いた後にお申込みください

劇場で楽しめる本格落語！ これからの落語界を担う実力派芸人が二人会で対決します。
林家正蔵　古今亭菊之丞　母心　林家たま平

 3,800円　一般 4,000円　高校生以下・U24 2,000円
世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515　 　※未就学児入場不可

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　
INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）  他

  2,500円   一般 3,000円      ※未就学児入場不可

予選（音源審査）通過の10団体＋敗者復活の2団体
［審査員］
湯川れい子（音楽評論家）、
木根尚登（TMネットワーク）
他

全席自由　前売 800円
当日 1,000円　

14:00
13:00

15:00
18:00
19:00

1213141516176 7 8 9 10 11 181920 212/5

休
演

休
演

視覚障害者のための舞台説明会あり

2016年2月5日（金）～21日（日）　シアタートラム

2016年2月11日（木・祝） 14:00　世田谷パブリックシアター

12月20日（日） 15:00　世田谷区民会館 2016年2月20日（土） 17:00　世田谷区民会館 2016年2月21日（日） 15:00　世田谷区民会館

世田谷芸術百華2015対象事業

「女性であること」について考えていきます。身体感覚を働か
せながら、書いたり、読んだり、話を聞いたり、演じたり、いろ
いろなやり方で試します。今まで何となくやり過ごしてきたこ
と、あえて無視してきたこと、喜び、哀しみ、怒り、幸せ、不安、
安らぎ、痛み、孤独―。そんな女性の生と性をめぐって、参加
者全員で発見したことを演劇にし、最終日にはシアタートラム
で発表します。
 2016年1月10日（日）～3月21日（月・休）までの土日祝　

（全16回＋発表会2回）　 劇場稽古場 他
花崎攝（シアタープラクティショナー） 

山田珠実（振付家・ダンサー）
「女性であること」を考えたい方（女性限定）　※年齢、演劇経験、

戸籍の性別、障害の有無は問いません。どなたでも歓迎です
7,000円　 12月17日（必着）
劇場部「地域の物語ワークショップ」担当 ☎5432-1526

※応募方法・詳細は劇場ホームページへ

地域の物語2016ワークショップ
『生と性をめぐるささやかな冒険』
〈女性編〉

参加者
募集

 12/5（土）
一般  12/6（日）

発売
開始原 色 衝 動

2016年2月26日（金） 19:30　27日（土） 15:00
世田谷パブリックシアター

撮影：荒木経惟

白井剛  キム・ソンヨン
荒木経惟（『往生写集―東ノ空・ ARADISE』より）

 3,700円　一般 4,000円　ペアチケット 7,000円　
高校生以下 1,500円　U24 2,000円

世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎5432-1515　 　※未就学児入場不可

撮影：岩切等
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日曜の朝、いつもより少し
時間をかけて、豊かなラン
チを用意しませんか。手打
ちパスタを中心に、手間は
かかるけれど、シンプルなイタリア料理をつ
くります。キッチンでワイン片手におしゃべり
しながら、つくるところから食べるところま
で、食の時間を楽しみましょう。

宮浦宜子（Life on the table）　 20歳以上
抽選20名　 3,000円（2回分）　 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　 2016年1月12日（必着）

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

辻（〒144-0055 大田区仲六郷1-6-9-225）
へ　 区スキー協会・土谷（☎090-5776-
4301）　 2016年1月9日（必着）
■第57回 少年剣道大会（団体戦）
2016年1月31日（日） 9:00〜
総合運動場体育館 他

［種目］小学1〜4年生、小学5〜6年生、男女混
合チーム、中学男子および女子チーム　※3
人1チーム　 3,000円／チーム　 所定
の申込用紙に参加料・保険料を添えて現金書
留で区剣道連盟（〒154-0021 豪徳寺1-38-6 
豪徳寺駅前郵便局留 ☎090-9140-2494）へ

12月11日（必着）
■第60回 世田谷区新人柔道大会
2016年2月21日（日） 8:00〜　国士舘大学

［種目］小学生、中学生、高校生、社会人、女子
（大学生含む）　 小・中学生500円、高校・
大学生700円、社会人1,000円　 ハガキ

（上記申込方法参照、身長・体重・学校名・
勤務先・学年・年齢・段位も明記）で区柔道
会・笠間（〒154-0023 若林4-33-1 ☎5481-
3300）へ　 11月30日（必着）

ファッションデザイ
ナー浜井弘治氏ととも
に、和紙にこめられた
先人の知恵と、「着る和
紙」の視点から、和紙糸
と和紙プロダクトの未
来を探ります。� 無料

ワークショップ
「和紙布でつくる
トートバッグ」
2016年1月16日（土）
①10:30〜12:00
②13:30〜15:00
③16:00〜17:30　※各回完結　生活工房4F
和紙布を材料に簡単ソーイングのトートバッ
グをつくります。男性にもおすすめのデザイ
ンで、色はオフホワイト・綿キャンバスほど
の厚みですがとても軽いのが特徴です。

浜井弘治　 各回申込先着20名
2,500円　 電話かメール（P3記入方法参

照、希望時間も明記）で生活工房へ
公開インタビュー

「和紙布に未来はあるのか？！」

世界各地で数多くのプロジェクトを進行さ
せる建築家�坂�茂氏の活動を紹介する展覧
会です。 無料

［企画］株式会社 坂茂建築設計／ボランタ
リー・アーキテクツ・ネットワーク

［協力］ 旭・デュポン フラッシュスパン プロ
ダクツ 株式会社

親子体験ワークショップ
「避難所をつくろう！」
12月12日（土） 15:00〜16:30   生活工房5F
自分の手で紙管による避難所を組立てます。
非常時の備えに必要なものは何かをみんなで
考えるワークショップです。

原野泰典（坂茂建築設計）　 抽選20組
／小学3年生以上の親子2人1組　 500円

往復ハガキかメール（P3記入方法参照）で
生活工房へ　 12月2日（必着）

■フェンシング競技
①2016年1月16日（土） 9:00〜 ②1月17日

（日）9:30〜　大蔵第二運動場体育館
［種目］①男子フルーレ・女子エペ・サーブ
ル個人戦 ②女子フルーレ・男子エペ・サー
ブル個人戦　 中学生以上の区内在住・在
勤・在学者および区協会登録者　 中学生
800円、高校生以上1,200円　 ハガキ（上
記申込方法参照）で区フェンシング協会・浅田

（〒152-0035 目黒区自由が丘2-19-8 東京
フェンシングスクール内）へ　 区フェンシン
グ協会（☎3718-0665）　 2016年1月12日

（必着）
■スキー競技
2016年1月24日（日） 8:30〜
長野県菅平高原パインビークスキー場

［種目］回転（年齢別）　 区内在住・在勤・
在学者および区スキー協会登録者

2,000円（高校生以下1,000円）　 所定
の申込書で区スキー協会･辻（〒144-0055 
大田区仲六郷1-6-9-225）へ　 区スキー協
会・土谷（☎090-5776-4301）　 2016年
1月9日（必着）
■卓球競技
2016年1月24日（日） 9:00〜
総合運動場体育館

［種目］初心者、一般、40代、50代、60代、70
代以上（全て男女別）　 500円／人

所定の申込書に参加料を添えて現金書
留で区卓球連盟・こいけ（等々力8-26-25 ☎
3701-7684）へ　 2016年1月4日（必着）

■第40回 世田谷区スキー選手権大会
2016年1月23日（土） 8:30〜
長野県菅平高原パインビークスキー場

［種目］①大回転（年齢別）②距離リレー③距
離個人　 区内在住・在勤・在学者および
区スキー協会登録者　 ①3,000円（高校生
以下1,500円） ②3,000円（1チーム3人） ③
1,000円　 所定の申込書で区スキー協会･

軽度の知的障害のある中学生以上　 先
着36名　 1,300円／回（ゲーム代・貸靴
代・保険料含む）　 ハガキかFAX（上記申
込方法参照、参加できない日・年齢も明記）で
NPO法人サーンズ・北口（〒156-0044 赤堤
4-42-2 ☎090-9010-2275 3323-8250）
へ　 12月25日（必着）

小学生の初心者・初級者　 抽選50名
5,500円　 ハガキかFAX（上記申込方

法参照）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　 11月30日（必着）

①第5期デイタイムテニススクール
A月曜コース　2016年2月1日〜3月7日
B金曜コース　2016年1月29日〜3月11日
　（2月12日を除く）
※A Bとも初心者から上級者のクラス分けあ
り（時間・クラス等はお問合せください）

18歳以上　 抽選各8〜16名　 7,500
円、11,000円（クラスにより異なります）　

ハガキか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　 12月4日（必着）
②ゴルフスクール・個人レッスン
ゴルフ練習場にてプロによるスクール、個人
レッスンを開催中　 大蔵第二運動場管理事
務所（☎3416-1212）へ

新年の幕開け!�みんなで区内7か所から総合
運動場まで歩き、新年を祝いましょう!

無料（参加賞あり）　 当日受付
※詳細は本紙12月25日号に掲載します

①千歳の部（千歳ゴルフセンター）
2016年1月6日〜3月2日（1月20日を除く）
毎週水曜 14:00〜15:30（全8回）
②成城の部（ニュー成城ゴルフセンター）
2016年1月16日〜3月5日
毎週土曜 18:00〜19:30（全8回）
①②とも　 18歳以上　 抽選各10名

20,000円　 12月11日（必着）

①水曜コース（総合運動場温水プール）
2016年1月6日 〜3月23日（2月17日、24日
を除く）　毎週水曜 13:00〜13:50（全10回）
②木曜コース（総合運動場温水プール）
2016年1月7日 〜3月24日（2月11日、18日
を除く）　毎週木曜 11:00〜11:50（全10回）
①②とも　 18歳以上　 抽選各30名

7,000円　 総合運動場温水プール管理
事務所で配布の申込書を持参またはハガキか
FAX（上記申込方法参照、年齢も明記）で同管
理事務所（〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎3417-
0017 3417-0013）へ　 12月10日（必着）

①大蔵Aコース（総合運動場温水プール）
2016年1月7日 〜3月24日（2月11日、18日
を除く）　毎週木曜 12:00〜14:00（全10回）
②大蔵Bコース（総合運動場温水プール）
2016年1月8日〜3月18日（2月19日を除く）
毎週金曜 14:00〜16:00（全10回）
③梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
2016年2月3日〜3月16日
毎週水曜 10:00〜12:00（全7回）

①〜③18歳以上　 ①抽選60名 ②③抽
選各50名　 ①②各9,000円 ③6,300円　

各管理事務所で配布の申込書を持参ま
たはハガキかFAX（上記申込方法参照、年齢
も明記）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）へ　 ①②12月10日（必着）
③2016年1月12日（必着）

2016年1月17日（日） 14:00〜15:30
生活工房4F
国際競争のなか苦境にある日本の繊維業で
すが、和紙布は未来繊維として希望の光と
成り得るのか、世界の動向を知るファッショ
ンジャーナリストを迎え、浜井氏に話を聞き
ます。

浜井弘治、松下久美（「WWDジャパン」シ
ニアエディター）　 申込先着50名

500円（学 生300円）　 電 話 かメール
（P3記入方法参照）で生活工房へ

今年の最終の日曜日、新しい年を迎える
ためのお正月飾りを稲藁でつくるワーク
ショップ。伝統的でシンプルなデザインを
基に、オリジナルのデザインを加えていき
ます。

サナダスタジオ　 中学生以上　 各回
抽選20名　 1,500円　 往復ハガキか
メール（P3記入方法参照、希望時間・年齢も
明記）で生活工房へ　 12月18日（必着）

スポーツ教室

イベント

SUNDAY MORNING WORKSHOP #2
新年を祝う・お正月飾りづくり

12月27日（日） ①10:00〜12:00
②14:00〜16:00  ※1回完結　生活工房4F

SUNDAY MORNING WORKSHOP #3
みんなでつくってみんなで食べる

日曜日のパスタ
2016年1月24日（日）・31日（日）

10:00〜13:30　※2回完結　生活工房4F

関連イベント

関連イベント

 初心者・初級者ゴルフ教室

  スイムレッスン

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

第41回 区民元旦あるこう会
2016年1月1日（金・祝）

  はじめようスイミング

共催大会

世田谷芸術百華2015対象事業

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

11月26日（木）、30日（月）、12月3日（木）、
5日（土）、7日（月）、9日（水）、10日（木）

以降の詳細はHP参照。
いずれも14:00〜15:30（入退場自由）  2F八角堂

避難所用簡易間仕切りシステム4／大槌町体育館2011
サルエル和紙デニム

（生地生産：広島県福山市、
縫製：山口県山口市）

　　　　 プログラムにより異なります　 9,000円〜　 直接窓口または総合運動場管理事務所窓口（〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎3417-4276  
3417-1734）へ　 先着順（ただし、託児サービス希望者は12月14日まで）　　　　　　　　　　 抽選（プログラムにより異なります）　※一部託児サー
ビスあり（有料）　 6,300円〜　 直接窓口または千歳温水プール管理事務所（〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-3911  3789-3912）へ

11月30日（必着）　　　　　　　 プログラムにより異なります　 7,700円〜　 大蔵第二運動場トレーニングルーム（☎3749-2223）へ
※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

コース型
フィットネス教室
2016年1月～3月

  ジュニア水泳
2016年1月19日〜3月29日　毎週火曜

16:30〜18:00（全11回）　千歳温水プール

大 蔵

大蔵第二

千歳温水プール

　〜スポーツ施設で
活用できる資格講座〜　

2016年2月22日（月）〜24日（水）
9:00〜17:00　砧区民会館　成城ホール

体育施設の管理運営に従事している方。
または、これらの業務に従事することを目
的としている方（学生含む）で、2016年2月
22日現在満20歳以上の方　 先着100
名　 35,000円（学生・体育施設協会会
員は30,000円）　※合格した場合、別途
認定料・登録料20,000円　 当財団HP
より申込　 2016年1月12日（必着）

ふれあいボウリングスクール
2016年1月9日、23日、2月6日　隔週土曜
10:00〜11:30（全3回）　オークラランド

（公財）日本体育施設協会認定
体育施設運営士養成講習会・

資格認定試験

坂 茂―紙の建築と
災害支援

11月28日（土）〜12月20日（日） 11:00〜19:00
（最終日のみ17:00まで）

3F生活工房ギャラリー＆生活工房4F  会期中無休

WASHINOITO
未来を着る、

浜井弘治の和紙のプロダクト展
12月26日（土）〜2016年1月24日（日）
9:00〜20:00　3F生活工房ギャラリー

会期中無休（12月29日〜2016年1月3日は休館）

大　会（共催事業など）
※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

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

第65回 区民体育大会

〒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　 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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