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世田谷ジュニアアカデミー2016
 各種目の詳細は、当財団ホームページをご覧ください。 http://www.se-sports.or.jp/

　　　　　　　 

2016年4月～2017年3月　総合運動場・大蔵第二運動場

申込方法
・

問合せ先 電　話

　　　　　　　　  （公財）世田谷区スポーツ振興財団　世田谷ジュニアアカデミー担当　☎3417-2811 事業内容に関して 平日9:00〜17:00

平日10:00〜17:30

（公財）世田谷区スポーツ振興財団
※携帯電話でもアクセス可能（一部機種は不可）　※スポーツエントリーウェブサイトからの申込となります

http://www.se-sports.or.jp/

スポーツエントリーカスタマーサポートセンター
（通話料は、申込者負担になります）

次回（2月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

携帯サイトQRコード

STJAの目標
①体力の向上…定期的なスポーツ活動を通して、成長期の子ども達に
必要な体力を向上させます。
②基礎運動能力の向上…各競技の「走る・跳ぶ・投げる・蹴る・泳ぐ・
打つ」といった運動特性を活かし、成長期の子ども達の脳・神経・体を
鍛え、必要な基礎的な運動能力の向上を目指します。
③心（人格）の育成…トップアスリートによる心（人格）のケアや学校以
外での仲間との交流を通して、「規律性」「積極性」「協調性」を養います。

STJAの理念… 多様なスポーツ活動を通して子どもの体力・基礎運動能力の向上に取り組むとともに、団体行動の中で
の規律性・積極性・協調性といった心（人格）の成長を育み、子どもが自らの夢を実現できる人間力の形成を目指します。

フットボールアカデミー
 総合監修　北澤　豪　【プロフィール】
● 1968年8月10日生まれ
● 公益財団法人日本サッカー協会 理事
● 日本フットサルリーグ（Fリーグ） COO補佐
● JICAオフィシャルサポーター
● 國學院大學客員教授
● 日本代表通算59試合出場
● Jリーグ通算265試合出場

器械運動アカデミー
 総合監修　高橋　正典　【プロフィール】
●  1947年12月18日生まれ
●  1985年 神戸ユニバーシアード体操競技
　日本代表監督
●  1989年 ザグレブユニバーシアード体操競技
　日本代表監督
●  1980年～1990年 財団法人日本体操協会
　ナショナル強化コーチ
●  1971年 全日本選手権個人総合第7位
　鉄棒第2位

Lifesaving Spirit
スイミングアカデミー
 総合監修　飯沼　誠司　【プロフィール】
● 1974年12月18日生まれ
● 館山サーフクラブ代表
● 特定非営利活動法人日本ライフセービング
　協会 競技力強化委員長
● 一般社団法人 ATHLETE SAVE JAPAN 代表
● 2015年～ライフセービング競技日本代表監督
● 2001年 全日本選手権アイアンマンレース
　5連覇
● 2010年 世界選手権準優勝

Giants Method
ベースボールアカデミー
 総合監修　河埜　和正　【プロフィール】
● 1951年11月7日生まれ
●元読売ジャイアンツ野手（1970年～1986年）
●1974年 ダイヤモンドグラブ賞受賞
●1977年 ベストナイン選出

テニスアカデミー
 総合監修　坂井　利彰　【プロフィール】
● 1974年4月9日生まれ
● 慶應義塾大学専任講師・庭球部監督
● 公益社団法人日本プロテニス協会 常務理事
● 1992年 Under18 日本代表、高校日本代表
● 1993年～1997年 ナショナルチームメンバー
● 2003年 全豪オープン出場

カテゴリー 時　間 定　員 参加費
 小学1～3年生 16:00～17:30

各45名  8,240円/月 小学4～6年生①
 小学4～6年生② 17:30～19:00 中学生以上

アスレティクスアカデミー 毎週水曜

カテゴリー 時　間 定　員 参加費
 幼児（年少～年長） 15:10～16:10 40名  6,180円/月
 小学1～中学3年生 16:20～17:50 90名  7,720円/月

器械運動アカデミー 毎週木曜

カテゴリー 曜　日 時　間 定　員 参加費
 幼児（年少～年長）

火曜・水曜
15:15～16:05

各45名

   8,750円/月　
 小学1・2年生 16:15～17:15    9,780円/月　
 小学3・4年生 17:25～18:45  10,800円/月　
 小学5・6年生 火曜

19:00～20:30

      小学生　
 11,840円/月　

      中学生　
 12,360円/月　

 小学5～中学3年生 水曜
 ゴールキーパースクール

各10名 小学5・6年生 火曜
 小学5～中学3年生 水曜

フットボールアカデミー 毎週火曜・水曜

カテゴリー 曜　日 時　間 定　員 参加費
 幼児（年中）

水曜・木曜

15:15～16:15

各13名

6,480円/月 幼児（年長）
 小学1年生 15:55～16:55 小学2年生
 小学3年生 16:35～17:55

8,640円/月 小学4年生
 小学5年生 17:35～18:55 小学6年生

Giants Method ベースボールアカデミー 毎週水曜・木曜

カテゴリー 曜　日 時　間 定　員 参加費

 幼児（年中・年長） 火曜 14:50～15:50 30名  6,690円/月
（9月・2月は3,090円）木曜 45名

 小学1～6年生 火曜 16:20～17:50 45名
7,720円/月

（9月・2月は3,600円）
木曜 65名

  小学3～高校3年生 火曜 18:20～19:50 65名
木曜 65名

Lifesaving Spirit スイミングアカデミー 毎週火曜・木曜

カテゴリー 曜　日 時　間 定　員 参加費

 小学1～4年生 水曜 17:10～18:10 30名 7,820円/月金曜 40名

 小学3～6年生 水曜 18:15～19:25 30名 8,640円/月金曜 40名

 小学4～高校3年生 水曜 19:30～20:50 30名 9,780円/月金曜 40名

テニスアカデミー 毎週水曜・金曜

申込受付中

「スポーツ教室・イベントのお知らせ」「世田谷区スポーツのしおり」「情報ガイド」「せたがやアーツプレス」
スマートフォン用アプリ「i広報紙」に配信しています

　　2月15日（月）
2月8日（月） 

インターネット

インターネット

電　話 　　0570-550-846

アスレティクスアカデミー
 総合監修　高野　進　【プロフィール】
● 1961年5月21日生まれ
● 東海大学体育学部 教授
● 東海大学陸上競技部 監督
● 特定非営利活動法人
  日本ランニング振興機構 理事長
● 日本スプリント学会　会長
● 400ｍ日本記録保持者
● 1992年 バルセロナオリンピック400m入賞

種目ごとに、上記参加費のほかに年会費5,150円がかかります。経験豊かなトップアスリートが指導します

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

2016年1月25日
Vol. 177

毎月25日発行
106030

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

 

月



 

 

 

  

  

2016年1月25日2

2月28日（日） 14:00～15:30（開場13:30）   講堂
小林敬生（版画家）　 先着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　※手話通訳付き  ［共催］世田谷美術館友の会

田中翔平、中田雄一朗　［曲目］チャイコフ
スキー／くるみ割り人形 他　 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　 2月22日（消印有
効）　※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

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

■小林敬生 講演会「自作と淳作先生を語る」

西 洋 服 飾 史 研 究 家・ 石 山 彰 氏（1918〜
2011）のコレクションを中心に、16世紀か
ら20世紀初頭にかけての服飾史研究書や
ファッション・ブックとファッション・プレー
ト、および明治時代の錦絵をご紹介します。

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　※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

■講演会「モダン・ファッションの起点　
ポショワールのファッション・ブック」
2月13日（土） 14:00～15:00（開場13:30）　
講堂

能澤慧子（本展監修者、東京家政大学教授）　

「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。スペイ
ン・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紹介。

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

■100円ワークショップ
「叩

たた

け!メタルオーナメント」
1月30日（土） 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

2月6日（土） 14:00～（30分程度）　　
当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

■講演会「画家たちと戦争」
1月31日（日） 14:00～15:30（開場13:30）

椹木野衣（美術批評家、多摩美術大学教授）
申込先着50名　 500円（展覧会観覧料

含む）　 下記参照

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）

クラフト・エヴィング商會による新たな試
み、「金曜日の本」。その第1弾となる書籍（中
編小説）とレコード（朗読）を、世田谷文学館
より開館20周年企画として刊行します（詳
細は本紙次号にて）。その出版を記念し、「金
曜日の本」にこめた思いや、創作の裏側につ
いて、作者に語っていただきます。　

クラフト・エヴィング商會（吉田篤弘・ 
吉田浩美）　 抽選150名　 無料　

往復ハガキ（P3記入方法参照、連名可）で
当館「金曜日の本」係へ　 2月21日（必着）

2,000円　 2月27日（必着）

託児サービス（事前申込制・有料）
2月20日（土）13:00～16:00

イベント託児®マザーズ ☎0120-788-
222（平日10:00～12:00、13:00～17:00）

漫画ノートまで、浦沢直樹のペン先の熱量に
触れることができる膨大な手稿を公開する。

「描いて描いて描きまくる」浦沢直樹の創作
の全貌を、是非目撃していただきたい。

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

［前売券］ローソンチケット（全国ローソン・
ミニストップ）で前売券を発売中　Ｌコード：
31111［土日祝日（日時指定）券］／32222［平
日券］　 ローソンチケット（☎0570-000-
777／当館では取り扱っておりません）
※当日券は常時会場にて販売しております

■トーク「Boseと美津留の浦沢解剖学」
2月28日（日） 15:00～16:30　文学サロン

Bose（スチャダラパー／ミュージシャン）、
倉本美津留（放送作家）、浦沢直樹　 抽選
150名　 1,000円　 2月14日（必着）
■浦沢直樹バンド ライブ
3月12日（土） 18:30～20:00　文学サロン

浦沢直樹バンド　 抽選200名　

鬼才・浦沢直樹。『パイナップルARMY』
『YAWARA!』『MASTERキートン』『Happy!』
『MONSTER』『20世 紀 少 年』『PLUTO』
『BILLY BAT』——発表してきた作品すべ
てを「代表作」と呼べる、稀代のヒットメー
カーである。本展では、単行本一冊丸ごと分
の 原 稿 展 示をはじ
め、ストーリーの構
想メモ、ネーム、秘
蔵 の イラストや ス
ケッチ、少年時代の

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

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）

1/26～31 第11回 砧ネット美術展
2/2～7 カルム展　※3日10:00から公開

2/9～14 世田谷ステンドグラススタジオ美　作品展
※10日（水）10:00から公開

2/16～21 薔薇の香りに包まれて　パートⅢ
2/23～28 山中未有　彫刻展　※24日10:00から公開

※ 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）

［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

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、2月5日（金）まで休館します。

展覧会関連企画

■1月・2月のギャラリートーク
1月30日（土） 14:00～（30分程度）　

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
開催中～3月21日（月・休）

関 連 企 画

urasawaten@gmail.com（P3記入方
法参照、年齢も明記、連名可）で件名タイトル
にイベント名を記載して当館へ　

関 連 企 画

先着140名　 無料　
※当日13:00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」
3月13日（日） 13:00～18:00　
当館地下創作室、企画展示室など　

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」参加申込

フォームより、または電話
■創作ワークショップ「ヴィクトリア
ン・スタイルでつくるコサージュ」
4月3日（日） 14:00～17:00　当館地下創作室

浅岡三惠・山岸愛（アトリエ染花）　 20名
（抽選）　 16歳以上　 4,000円（材料費
込み）　 当館HP「プログラム＆イベント」参
加申込フォームより　申込期間：2月13日（土）
～29日（月）
■100円ワークショップ

「ヴィクトリアン・チャーム」
会期中の毎土曜日（3月26日は除く）
13:00～15:00（随時受付）　2階講義室
ゴージャス＆クラシック！ 花やビーズを盛った
装飾的なヴィクトリアン・スタイルのアクセサ
リーを作ろう。

どなたでも　 1回100円
■「プリンセス☆クリノリン☆スタイル」
会期中の毎土曜日（3月26日は除く）
13:00～15:00（12:45～受付）　2階講義室
19世紀後半に大流行したクリノリン・スタイル

（フレームを入れてスカートを膨らませたスタ
イル)が体験できます（大人サイズ・子どもサイ
ズ有り）！ 気分はお姫様。

どなたでも　 無料（要展覧会チケット）　
当日先着50名

清川泰次の生活デザイン
開催中
～3月21日（月・休）

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

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　西日本紀行
2月6日（土）
～3月21日（月・休）

展覧会

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

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

戦後70年と作家たちⅡ
開催中～4月3日（日）　1階展示室

浦沢直樹展
描いて描いて描きまくる

開催中～3月31日（木）　2階展示室

世 田 谷  美  術  館  分  館

《古壁の秋》
［奈良県奈良市高畑町福井］
1971年

《南苑攻撃図》下絵
1941年頃

ハンカチーフ  清川泰次デザイン 
撮影：S&T PHOTO

《花（菊）》1890～1900年頃　バレンシア現代美術館蔵
© IVAM, Institut Valencià d’Art Modern

《クリノリンの幸不幸》1858年頃 

●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  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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

開催中～1月31日（日）　1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

1/26～31 A LOT OF FUN !! 世田谷和紙造形大学　小野貞司展
MIKAKO個展　「めぐり逢い」

2/2～7 アトリエ　たびびと　なかま展 セタビ25期
創展

2/9～14 赫土展 easobi-ten 2015 －アトリエ　ミュレット－

2/16～21 スケッチと写真の二人展
岡本福祉作業ホーム　作品展 第34回 かしのき会児童美術展

2/23～28 リープ展 第４回 S・Oクラブ　和紙造形作品展
雅水会作品展

©浦沢直樹・スタジオナッツ／ 
『パイナップルARMY』工藤かずや／ 
『PLUTO』長崎尚志＋ 
手塚プロダクション／ 

『MASTERキートン』勝鹿北星・ 
長崎尚志／『MASTERキートン  
Reマスター』長崎尚志／ 

『BILLY BAT』長崎尚志 
／協力：小学館、講談社

「金曜日の本」出版記念トーク

3月19日（土） 16:00～17:30　文学サロン

ファッション史の愉しみ
―石山彰ブック・コレクションより―
2月13日（土）～4月10日（日）　1階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 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」

開催中～3月27日（日）　2階展示室

©今日マチ子

プロムナード・コンサート
田中翔平・中田雄一朗 

ピアノデュオコンサート（仮）
3月13日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

小泉淳作 《於 箱根 芦の湖
スカイライン》1973年

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中～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～3月31日（木）   
　　　　  浦沢直樹展　描いて描いて描きまくる
観覧料　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
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未就学児
入場不可

音楽部門受賞の打楽器奏者・會田瑞樹が企画。世田谷在住の作曲家
末吉保雄に焦点をあてる。その作品の魅力を存分にご堪能ください。

會田瑞樹（打楽器）　末吉保雄（作曲・ピアノ）　他
末吉保雄：スネアドラム・ソロのための五つの性格的エチュード（會田瑞樹受賞

記念作品）、コレスポンダンスⅦ、Ⅷ　他
全席自由 （前売）一般 3,000円　学生（要学生証提示） 1,000円（当日は各＋500円）

音 楽 世田谷区芸術アワード“飛翔”音楽部門受賞公演 會田瑞樹presents 
末吉保雄作品個展 -内に秘めたる声を求めて-

3/24（木） 19:00
成城ホール

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

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～』

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　我妻恵美子　高桑晶子　鉾久奈緒美　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） 3,000円
大駱駝艦   ☎0422-21-4984

アルベール・ユッソン　 サム＆ベッラ・スピーワック　
翻訳 丹野郁弓　 仲代達矢　松崎謙二　赤羽秀之　他　無名塾

 S席（1階） 7,600円　A席（2階） 6,200円　B席（3階） 4,800円　
一般 S席 8,000円   A席 6,500円   B席 5,000円   U24（A・B席） 4,000円   他

無名塾　☎3709-7506（平日10:00～18:00）

ダンス

演 劇

大駱駝艦・天賦典式
『クレイジーキャメル』

無名塾40周年記念公演
『おれたちは天使じゃない』

2/4（木）～7（日）

3/5（土）～13（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

3/5 6 7 8 9 1011

19:00
14:00 休

演

2/4 5 6 7

19:30
15:00

2/18192021

14:00
13:00

18:30 Ａ
Ａ

B

B

発売中

発売中

▲12日・13日 14:00

3/181920

17:00
19:30

13:00 未就学児
入場不可

井手茂太   斉藤美音子   菅尾なぎさ   中尾留美子   依田朋子   他
 A席（1・2階） 3,800円　一般 Ａ席 4,000円　Ｂ席（3階） 3,500円　

ペア割（Ａ席2枚） 7,000円　高校生以下（要年齢確認証提示） 2,800円
days　☎3464-5026

太宰久夫　 玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科生　他
全席自由　  3,400円　一般 3,500円　U24・学生（要学生証提示） 2,500円   他

※Ａ B 共通：シアターオペラ『アルレッキーノ』 他　Ａ：演劇・バレエ　B：コンテンポラリージャズ
玉川大学芸術学部パフォーミングアーツ学科 演劇研究室　☎042-739-8092

ダンス

演 劇
ダンス

イデビアン・クルー新作公演
『ハウリング』

玉川大学
『Theatre Arts Creation in SePT 2016』

3/18 （金）～20（日）

2/18（木）～21（日）

発売中

発売中

3/5 6 7 8 9 1011

19:30
14:00

ポストトークあり

休
演

3/252627

19:00
15:00

▲12日・13日 14:00

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

土田英生   水沼健   奥村泰彦   尾方宣久   金替康博   他
 3,800円　一般 4,000円　U24 2,000円　他

★早期観劇割引  3,400円　一般 3,500円　
サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337

鈴木ユキオ　 安次嶺菜緒　堀井妙子　赤木はるか　他
全席自由・整理番号付  3,300円　一般 3,500円　U24 3,000円　他
鈴木ユキオプロジェクト　☎090-5314-9281

演 劇
MONO 第43回公演

『裸に勾
まが

玉
たま

』3/5（土）～13（日）

ダンス
鈴木ユキオプロジェクト

『WARP MANIA vol.1』3/25（金）～27（日）
 販売中

一般  1/25（月）
発　売
開始日

発売中

第4回 世田谷区芸術アワード“飛翔”舞台芸術部門受賞記念公演

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）

　　　　　　　　　　　   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。
（公財）せたがや文化財団が発行する「せたがやアーツカード」への
申込みで、世田谷パブリックシアターチケットセンター（電話・
窓口）およびオンラインチケットにて予約・購入が可能です。

　 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

※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　☎5432-1515

 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・窓口で ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00

世田谷区で長く活動する区民団体とプロの
音楽家たちとの共演により、2つのレクイエ
ムをお贈りします。

アキラ所長（宮川彬良）が『音楽の三要
素』を独自の視点で読み解きながら、
愉快に楽しく大分析！

平均年齢40歳以上！個性派バンドたちが地元・世田谷
を熱いパフォーマンスで盛り上げる！

せたがや名曲コンサート

モーツァルト「レクイエム」
宮川彬良のせたがや音楽研究所＃5
～「メロディーくん、ハーモニーちゃん、リズムもあるでよ♪」 音楽の三要素を大分析！～

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

   ※未就学児入場不可

日韓を牽引するダンサー、白井剛
とキム・ソンヨンが創り上げる、
荒木経惟（アラーキー）の写真をモ
チーフとした舞台。妖しく、生々し
い魅力を持つ写真と、ダンサーの
力強い身体表現が融合し、未知な
る衝撃をもたらします。
実に3年におよぶ共同作業の末生
み出された、国境・ジャンルを超
えた才能のコラボレーションをお
楽しみください。

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）
ベイビー・ブー（ヴォーカルグループ）　
あごーズ（コーラスグループ）

  2,500円　一般 3,000円　
   ※未就学児入場不可

KANKE、SAZA BAND、The LITTLE CHUCKY、
J・コレクションズ、シュガープラス、じょーじ＆こーじ、
TATI、246、ビビットルーズ、
marika plant、敗者復活の2バンド

［審査員］湯川れい子（音楽評論家）  他
［ゲスト演奏］木根尚登（TMネットワーク）

全席自由　前売 800円　当日 1,000円

1月31日（日） 14:00
昭和女子大学人見記念講堂

2月20日（土） 17:00
世田谷区民会館

2月21日（日） 15:00　世田谷区民会館

原 色 衝 動
2月26日（金）・27日（土）　世田谷パブリックシアター

撮影：荒木経惟

宮川彬良 INSPi

あごーズベイビー・ブー

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 7,000円（前売のみ）

高校生以下 1,500円　U24 2,000円

ダメながらも愛すべき人間たちの関係を緊密にリアル
に描き、多くの演劇ファンの心を掴んできた赤堀雅秋。
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』で岸田國士戯曲賞
を受賞するなど、近年さらに目覚ましい活躍を見せ、
熱い注目を集める赤堀の新作が登場します。キャスト
には、いずれも強烈な個性を放つ、日本の演劇・映像
界に欠かせない豪華俳優陣が集結しました。
客席数約200のシアタートラムで、ひりひりするよう
な緊迫感あふれる人間ドラマを体感してください。

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
トラムシート 5,800円
※当日券は開演45分前よりシアタートラムロビーにて販売

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

2月5日（金）～21日（日）　シアタートラム

同じ夢

2月11日（木・祝） 14:00　世田谷パブリックシアター

本格的な落語を劇場で！テレビでもお馴染みの林家正蔵
と、古今亭のとびきりの成長株・菊之丞が、二人会で技を
ぶつけあいます。

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

林家正蔵 古今亭菊之丞

若い才能の発掘と育成のためのシリーズ第8弾。エネルギッシュな若手劇団が、シェイクスピア
の名作を題材に独自の世界を創りあげます。

演出 村井雄
 2,800円　一般 3,000円　高校生以下・U24 1,500円

※オールスタンディング（座席なし）・整理番号付

2月25日（木）～28日（日）　シアタートラム

シアタートラム  ネクスト・ジェネレーション vol.8
開幕ペナントレース『ROMEO and TOILET』

写真：加藤アラタ

発売中発売中
第4回

せたがやバンドバトル
     決勝大会

19:30
15:00

272/26

15:00
14:00

18:00
20:00

2728262/25

ポストトークあり
出演：村井雄×ゲスト
（ゲストは当日発表）

まもなく
開　催

田園都市線
世田谷通り

キャロット
タワー

キャロット
タワー

三軒茶屋駅

三軒茶屋駅

世田谷線

地下連絡通路

至 渋谷

▲

マクドナルド

世田谷パブリックシアター（3F）
世田谷
パブリックシアター
チケットセンター（5F）

シアタートラム（1F）

●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

発売中

発売中

発売中

発売中
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切さと、実際にコミュティづくりを進めてい
く方法について学びます。

［共催］世田谷海外研修者の会
1呉哲煥（NPO法人CRファクトリー代表

理事）2五井渕利明（NPO法人CRファクト
リー事業部長）　 各回申込先着60名
各回1,000円（1団体から複数参加の場合、

2人目から半額）　 電話かメール（P3記入方
法参照）で生活工房へ

世田谷の新しい交通
を考える乗り物とし
て『電気三輪車E3』
を組み立てながら、
自動車と地球環境エ
ネルギー問題について体験学習をします。

［進行］日本EVクラブ　 小学6年生〜中学3
年生（世田谷区在住在学）　 抽選30名
3,500円　 往復ハガキ（P3記入方法参

照）で生活工房へ　 2月29日（必着）

ストル）　 申込先着60名　 500円　 電
話かメール（P3記入方法参照）で生活工房へ

24時間・365日の時計とカレンダーのなか
で生きているように見える私たち。忙しさと
自由が混在する現代の時間と、それぞれの
地に生きる命が積み重ねてきた時間をめぐ
りながら、これからの私たちの時間を考える
展覧会です。� 無料

［共同企画制作］セセンシトカ

ワークショップ「日時計をつくろう」
3月20日（日・祝） 10:00〜12:30
生活工房5F 他
地面に棒を立て、
その影で時を計る
日時計が、時計の
はじまり。講師に
よる日時計の仕組
みの説明や実験のあと、紙で手のひらサイ
ズの日時計を作ります。夜より昼が長くなっ
ていく節目の春分の日に、太陽と時間につ
いて感じ・考えるワークショップです。
小野行雄（日時計作家）　 小学校高学年

〜大人　 抽選20名　 1,000円　 往復
ハガキかメール（P3記入方法参照）で生活工
房へ　 3月7日（必着）

2013年からNHK技研と共催で開催してい
る子どもアニメーションワークショップの上

世田谷通りと国道246に挟まれた、通称・三
角地帯。本展は、考現学を提唱した今和次郎
の手法にならい、三角地帯の店舗やそこを
訪れる人を観察、採集します。戦後の風景に
想いを馳せながら、その失われつつある風
景を記録し、地域の文化として切り取る展
覧会です。� 無料

1都築響一のフィールド・ノート
　――記録し、記憶すること 
2月6日（土） 15:00〜16:30　生活工房5F 
独自の視点で文化や風俗を切り取ってきた
編集者の都築響一氏に、都市化や近代化と
ともに失われつつある風景を記録・記憶す
ることの意味についてお話し頂きます。
都築響一（編集者）　 申込先着60名
500円　 電話かメール（P3記入方法参

照）で生活工房へ
2セタガヤ・ローカルの歩き方
2月28日（日） 15:00〜16:30　生活工房5F
世田谷で育ったエッセイストのしまおまほ
氏と編集者の草彅洋平氏に、地元の人な
らではの“世田谷の歩き方”（グルメ、カル
チャー、プレイスポットなど）を紹介して頂
き、知られざるローカル=セタガヤの魅力を
再発見します。
しまおまほ（エッセイスト）、草彅洋平（東京ピ

で日本ティーボール協会世田谷区連盟事務
局・佐藤（〒157-0071� 千歳台3-21-14� ☎
3482-7732� 3482-3090）へ　 2月16日
（必着）

区内在住・在勤の方で構成された団体　
8,000円（別途登録料7,000円）　 2月21

日（日）のみ受付。11:00〜15:00の間に所定
の申込用紙を区バスケットボール協会：駒大
高校（上用賀1-17-12）体育館教官室別室へ
持参　 区バスケットボール協会・藤田（☎
090-2726-9489）

［コースレベル］★★　（健脚向き）
［記号の説明］⇒‥バス　→‥徒歩
［コース］世田谷区役所⇒三軒茶屋IC⇒鋸南富
山IC⇒富山中学校前駐車場→福満寺→南峰
→北峰→富山中学校前駐車場⇒民宿さじべえ
（昼食）⇒道の駅富楽里とみやま⇒鋸南富山
IC⇒三軒茶屋IC⇒世田谷区役所（歩程約3時
間30分）
18歳以上　 抽選40名　 6,000円　
2月3日（必着）　※水筒・雨具持参、軽登

山靴必須　※物品の貸し出しはありません

リコーブラックラムズコーチ・選手
A小学3〜4年生�B小学5〜6年生　 抽

選ABともに30名　 1,000円　 2月12日
（必着）

500円　 ハガキかFAX（上記申込方法
参照）で区弓道連盟・藤田（〒158-0087�玉堤
1-3-13-303�☎ 3705-5275）、もしくは区
弓道連盟 ［http://setagayakyf.web.fc2.
com/］の行事案内から申込書をダウンロード
し、 kyudo.4160@gmail.comへ添付また
はFAXで送信　 2月11日（必着）

①小学生の部②ふれあいの部（親子、高齢
者、障害のある方など、様々な方たちの混成
可）　 各チーム10名以上15名以内（個人
での参加可）　 1チーム1,000円（個人参加
100円）　 所定の申込用紙を郵送かFAX

①ひまわり運動教室（尾山台地域体育館）
②ハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月16日〜2017年3月の
原則第1･3･（5）土曜 14:00〜15:30
③みつばち運動教室（砧中学校格技室）
4月20日〜2017年3月の
原則第1･3･（5）水曜 15:30〜16:45
④中学生運動教室（尾山台地域体育館）
⑤コアラ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月23日〜2017年3月の
原則第2･4土曜14:00〜15:30
軽度の知的障害のある①③⑤は小学生、②

④は中学生。トイレを使用する際に介助が不
要で、教室開催中、付添人の会場待機が可能
な方　①〜⑤すべて 抽選各若干名（事前に
面談を行います）　 4,000円（全18回）
障害の内容、保護者氏名も明記し、スポー

ツ振興財団へ（参加は1名1教室）　 2月22日
（必着）　※詳細は当財団HPをご覧ください

ラグビー教室
3月5日（土） A9:30 〜 10:45 B10:50 〜
12:05　二子玉川緑地運動場球技場

映展示を行います。
アイデア&ユーモ
アたっぷりの作品
をお楽しみくださ
い。 無料

［会場］NHK放送技
術研究所1F�技研ギャラリー（世田谷区砧
1-10-11）��バス停「NHK技術研究所」下車すぐ

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

在日外国人との文化交流会を開催。アトラク
ションやお茶・和服着付けなどを体験しな
がら互いの理解を深めます。各国大使館の
展示ブースもあります。

［共催］世田谷海外研修者の会
1,000円（飲み物・菓子込み）　 電話で世

田谷海外研修者の会・田中（☎3422-4406）
へ　 2月10日

団体活動におけるコミュニティづくりの大

スポーツ教室 イベント

NHK技研×生活工房
夏のアニメーションワークショップ報告展
2月12日（金）〜26日（金） 平日9:30〜18:00

土日祝休（最終日は12:00まで）

関連イベント

関連イベント

  障害児運動教室

 めざせトップアスリート

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
1月27日（水）、29日（金）、31日（日）、

2月1日（月）、5日（金）、7日（日）
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

  ハイキング「富山」（昼食付）
〜千葉県南房総の料理も一緒に楽しもう〜
2月28日（日） 6:50　区役所第三庁舎前集合

第28回 世田谷区弓道選手権大会
（男子の部・女子の部）

2月21日（日） 9:30　総合運動場弓道場

第49回 春季バスケットボール大会
3月13（日）〜4月29日（金・祝） 9:00

大蔵第二運動場体育館 他

世田谷オープンティーボール大会
2月28日（日） 9:00　世田谷公園野球場

※雨天中止

1月30日（土）〜2月28日（日） 9:00〜20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

三軒茶屋　三角地帯　考現学

イラスト：生平桜子

［従事内容］障害児童教室をスムーズかつ安全に運営できるよう他指導員と協力し、児童・生徒
の指導を行う。　［対象］18歳以上（高校生を除く）の健康な方。スポーツや障害児指導の経験が
ある方はなお可。�謝礼あり（1時間当たり1,500円）　［従事場所］尾山台地域体育館、八幡山小地
域体育館、砧中学校格技室　［従事日］障害児運動教室の開催日程で、従事可能な日（シフト制）

［従事時間］教室開催時間（障害児運動教室参照）およびその前後30分程度
［募集人数］5名程度　［選考方法］個別面接（3月上旬予定）　［申込］2月22日（必着）までに、市販
の履歴書（顔写真貼付）を郵送か持参でスポーツ振興財団へ
※教室の様子を見学希望の方はスポーツ振興財団までお問合せください

障害児運動教室補助指導員募集

1回券でスタンプ2個、1時間券でスタンプ1個　
総合運動場温水プールは毎週金曜スタンプ2倍デー、
千歳温水プールは毎週木曜スタンプ2倍デー
小学生以上　 総合運動場温水プール管理事務所�☎3417-0017� 3417-0013

　　　　　　　　千歳温水プール管理事務所　　　�☎3789-3911� 3789-3912

1月17日（日）～2月14日（日）
総合運動場温水プール、千歳温水プールスタンプラリー
　スタンプ10個集めて
　施設利用券をもらおう！ ただいま好評開催中！

市民活動・NPO活動を支える
コミュニティづくりセミナー

〜仲間・サポーターを増やすには〜
1【自分たちのコミュニティの魅力を高める!】
3月8日（火） 2【自分たちのコミュニティの

推進力を高める！】　3月15日（火）
各日18:30〜21:00　生活工房5F

国際交流 in せたがや2016
2月20日（土） 13:00〜16:00　生活工房4F

中学生次世代車教室2016
電動三輪車E3をつくろう!

①3月13日（日） 11:00〜16:00 ②3月20日
（日・祝） 13:00〜16:00 ③3月27日（日） 
10:00〜17:00　※3回完結　［会場・共催］
東京都立総合工科高等学校、トヨタ東京自
動車大学校

「生活工房」 アルバイト募集

［勤務内容］ 受付業務・事務補助
［募集人数］ 若干名
［契約期間］ 平成28年4月より1年間
（更新の場合あり）
［勤務条件］ 昼間8:45〜14:15／13:30〜
19:00、夜間18:30〜22:15のいずれかで
（希望を明記のこと）、月10〜15日勤務（土
日・祝日の勤務あり）、時給910円（片道
2km以上の場合、交通費別途支給）

［応募方法］ 2月9日（必着）までに履歴書（市
販のものに写真貼付）を生活工房へ郵送ま
たは持参

「時間をめぐる、
めぐる時間の展覧会」
3月5日（土）〜21日（月・休）

真昼（11:30頃）〜暗くなる（18:30頃）まで
3F生活工房ギャラリー＆生活工房4F

会期中無休

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※詳細は各問い合わせ先へご確認ください

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ � 次　 回　 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

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
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