
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。

世田谷ジュニアアカデミー2017
2017年4月～2018年3月 総合運動場・大蔵第二運動場

次回（2月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

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
● 公益財団法人 日本サッカー協会
　フットサル・ビーチサッカー委員長
● 一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟
　会長
● JICAオフィシャルサポーター
● スポーツマスターズシンボルメンバー
● 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

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
● ライフセービング世界大会元日本代表監督
● 一般社団法人アスリートセーブジャパン
　代表理事
● 一般財団法人日本AED財団 理事
● 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
● 館山サーフクラブ代表

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（1970～1986年）
●1974年 ゴールデングラブ賞受賞
●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
● 慶應義塾大学 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
● 1993～1997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 曜 日 時　間 定　員 参加費
 小学1～3年生

水曜

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

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

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

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

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

インターネット

アスレティクスアカデミー
 総合監修　髙野　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
● 400ｍ日本記録保持者
● 1992年 バルセロナオリンピック400m入賞

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
●  1971年 全日本選手権個人総合第7位
　鉄棒第2位
●  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
●  1980～1990年  公益財団法人 日本体操協会
　ナショナル強化コーチ

カテゴリー 曜 日 時　間 定　員 参加費

 幼児（年少～年長）
木曜

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

申込受付中

 　　　　　　　 

 申込方法  申込締切  問合せ先

　　　　　　　　  （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（土日祝除く）

QRコード

2月15日（水） 23:59 まで

2月8日（水） 17:30 まで

インターネット

電　話

（公財）世田谷区スポーツ振興財団
　　　　　　　　　　　　　　　　※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

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）

平日10:00〜17:30（土日祝除く）　　0570-550-846

 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/
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めざします。

写真提供：オールスポーツコミュニティ

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

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/
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宮本三郎記念美術館は空調設備等の改
修工事のため、3月末まで休館いたしま
す。4月上旬から始まる第1期展より再
開の予定です。

2017年秋の企画展「澁澤龍彥展」（仮称）のプ
レイベントです。会期中に本連続講座の後期
を開催予定）
■ 2月18日（土）「澁澤龍彥の想像の画廊」　
酒井忠康（世田谷美術館館長）　
2月4日（必着）

■ 2月25日（土）「澁澤龍彥と70年代の
高校生」
中沢けい（作家）　 2月11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　
※文学館仮事務所へお送りください

今年、没後30年を迎えるフランス文学者・作
家・批評家の澁澤龍彥（しぶさわ・たつひこ 
1928-1987）。澁澤自ら「ドラコニア」と名
づけたその文学世界の全貌を、各界の論者
が多彩な切り口で語ります。（世田谷文学館 

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー 
1/31〜2/5 Calme展

2/7〜12 シャドーボックスを楽しむ会　
※8日より公開

2/14〜19 「ハーブ版画・クラフト・ハーブメイツ」展※15日より公開
2/21〜26 趣好会28周年記念展
※�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）

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

世田谷美術館の開館30周年を記念する本展
では、所蔵作品を、美術と生活をめぐる視点
からご紹介します。　
※本展覧会は、宝くじの助成により実施します

◆100円ワークショップ「名作列伝」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随
時受付）　創作室
●プログラム（1/28）「自分の絵でカンバッ
チをつくろう」、らでん風ストラップ「キラキ
ラらでんアクセサリー」、オーブン粘土のミ
ニ皿に絵付け「豆皿絵付」
どなたでも　 1回100円

戦後日本の出版界でひときわ異彩を放った
家庭雑誌『暮しの手帖』。1948年の創刊から
1978年まで、30年にもわたって編集長を
つとめながら、装幀家、イラストレーター、コ
ピーライター、ジャーナリストなど、多彩な活
躍をしたのが花森安治（1911-1978）です。
本展では花森が戦後日本の社会に問いかけた

「美しい暮し」を、彼のデザインや編集術から
探ります。

◆講演会「父・花森安治のこと」
3月11日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂
土井藍

あお�い�

生（花森安治�長女）、聞き手：当館

［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

学芸員　 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します　
※手話通訳付
◆講演会「花森安治の『暮しの手帖』」
3月18日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂
小
�こ�ぐれ

榑雅章（『暮しの手帖』元編集部員）
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します　※手話通訳付

◆100円ワークショップ
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その場で楽しめる簡単な
工作。 どなたでも　 1回100円

1986年に開館
した世田谷美術
館。約1万6千点
の所蔵品から、
この年に制作さ
れ た 作 品 を 集
め、当時の社会
と美術の動向を
考察します。小コーナーでは、「食と器」をテー
マに北大路魯山人の作品を紹介します。
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

アール（曲線）を描く吹き抜けの天井や大理石
の大階段など、複雑で有機的な姿をみせる当
館のエントランス空間と対話し、また「美術
館」という場の意味や歴史からインスピレー
ションを得ながら、アーティストたちが冒険
心あふれる作品を生み出す実験的なパフォー

●「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉」展
　［場所］かごしま近代文学館（鹿児島県）　［会期］開催中〜2月19日（日）

当館講義室の5月分の利用申込みを2月1日
（水）10:00から受付開始します。
世田谷区内に在住、在勤、在学する方を

主なメンバーとし、文学に関する活動を行
うグループ（5名以上、要事前登録）
無料　 当館へ電話�☎5374-9111

マンスシリーズです。今回はダンサー・振付
家の鈴木ユキオが「見えないもの」をテーマに
新作を発表します。
鈴木ユキオ（演出・出演）、赤木はるか（出

演）　 各日約80名　 予約3,000円／当日
3,500円（中学生以下無料）　 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　※未就学児入場不可

江夏真理奈　［曲目］ドビュッシー／版画�
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20日（消印有効）　※未就学児入場
不可　※詳細はHP参照（1月下旬公開）

今年で6回目を迎えた、「写真」と「ことば」によるワーク
ショップ。写真家・大竹英洋さんとともに、4年生約150
名が、3日間のプログラムを通して身近な自然を見つめな
おしました。

●1日日：  考える日。自然についての話と撮影方法を聞
いて、想像を膨らませました。

●2日目：  行う日。公園での撮影会。写真家になった気
分で身近な自然を発見しました。

●3日目：  振り返る日。撮影した写真にタイトルをつけ、
お気に入りの一枚の完成。みんなで鑑賞しな
がら講評しました。

芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ活動報告

実施日：�2016年11月21日（月）・22日（火）・24日（木）
講　師：�大竹英洋（写真家）　
場　所：都立蘆花恒春園、区立芦花小学校
助　成：�平成28年度�文化庁�地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

当館企画協力の展覧会情報

講義室 利用申込受付

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/

向井潤吉が描いた山と民家
開催中～3月20日（月・祝）

展覧会

世 田 谷  美  術  館  分  館

《岳麓好日》
［長野県北安曇郡

白馬村塩島］
1969年

1963年、清川泰次は2度目の渡米を果た
し、徐々に限られた色と線のみで画面を構
成するようになりました。在米中の作品を
はじめ、白を基調としたスタイルへと変化
していく清川の歩みをご紹介します。

新収蔵作品を中心にⅢ
清川泰次　シンプルな世界へ
開催中～3月20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

《Painting�No.NY2366》
1966年

●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　●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。

※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担当まで

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〜1/29 第23回�世田谷区特別支援学級連合展覧会　※25日〜公開

1/31〜2/5 絵画教室アントレ作品展　※1日〜公開 こどものアトリエはだかんぼの森の展覧会　2017　
（メリータイム）

2/7〜12
イタール成城�PLAIN�ART

easobi-ten�2017　※8日〜公開
第2回�上野毛絵画教室アトリエ展

2/14〜19 赫土展
第5回�S・Oクラブ和紙造形作品展　※15日〜公開
「桂」Kei�植物画展

2/21〜26 リープ展　 第35回 かしのき会児童美術展

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■
ぜんぶ1986年

――世田谷美術館の開館とともに
 開催中～4月9日（日）　2階展示室

プロムナード・コンサート
江夏真理奈ピアノ・リサイタル

3月12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.15

鈴木ユキオ「イン・ビジブル　in・vísible」
3月9日（木）、10日（金） 各日20:00開演

エントランス・ホール

開館30周年記念
コレクションの5つの物語
開催中～1月29日（日）　1階展示室

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

日本の山々がみせる四季の彩りは、向井潤吉
が好んだモチーフの一つです。若葉の緑、紅
葉、そして雪景色。向井の絵筆によって表現
された、豊かな自然の色彩をお楽しみくだ
さい。

自宅応接室の凸面鏡に映る澁澤　1976年

連続講座
「夢と綺想の球体―澁澤龍彥」

各回14:00～15:30　世田谷美術館講堂

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/
関 連 企 画

中吊り広告「暮しの手帖�1世紀99号」、デザイン：花森安治、
1969年2月1日刊行用、世田谷美術館蔵

横尾忠則《五大元素》1986年

花森安治《『暮しの手帖』2世紀21号表紙原画》
1972年　世田谷美術館蔵

関 連 企 画

休館中

花森安治の仕事
――デザインする手、編集長の眼

2月11日（土・祝）～ 4月9日（日）　1階展示室

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

     世田谷美術館は、改修工事のため平成29年7月3日（月）～平成30年1月12日（金）まで
     休館します。分館は通常通り開館します。

割　引
引換券

　　　　��世田谷美術館　1階展示室　2月11日（土・祝）〜4月9日（日）
　　　　��「花森安治の仕事――デザインする手、編集長の眼」展
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

　　　　��世田谷美術館　1階展示室　開催中〜1月29日（日）
　　　　��「開館30周年記念 コレクションの5つの物語」展
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

〒157-0075 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（工事中の仮事務所：〒154-0002 世田谷区下馬4-27-14）　☎5374-9111　
※休館中も代表番号に変更はございません　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館

世田谷文学館は全館改修工事のため、4月21日（金）（予定）まで休館しております。
休館中は館外での出張展示やワークショップ、講座等を行います。
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世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515
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会員先行発売・割引対象（前売のみ）

ロシア国立サンクトペテルブルグ マールイ・ドラマ劇場

『たくらみと恋』

作 フリードリヒ・フォン・シラー　
上演台本・演出 レフ・ドージン　

サンクトペテルブルグ マールイ・
ドラマ劇場 劇団員

 S席（1・2階席） 6,300円　一般 S席 6,500円　A席（3階席） 4,000円　
高校生以下・U24 一般料金の半額　※未就学児入場不可　　　

音  楽  事  業  部  主  催 
音 楽 古楽器バンド「タブラトゥーラ」1/29（日） 15:00

成城ホール

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

発売中音 楽 異分野とのコラボレーション
お話と演奏で贈る「医学と音楽」

2/18（土） 15:00
成城ホール

前売チケットは販売予定枚数を終了しました。
尚、当日券については2/15（水）以降にお問合せください。
池辺晋一郎（お話／作曲家）　上杉春雄（お話／ピアノ）　檀ふみ（お話／女優）　幸田浩子（ソプラノ）

 3,200円　一般 3,500円　

チケットは完売しました。（当日券はございません）
タブラトゥーラ［つのだたかし （リュート/ウード/ラウタ）　田崎瑞博 （フィドル）　江崎浩司 

（リコーダー/ショーム）　近藤郁夫 （パーカッション/ハンマーダルシマー）　山﨑まさし （ビウエラ）］
 2,800円　一般 3,000円

　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。

●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

2014年秋に上演され、複数の演劇賞を受賞す
るなど絶賛を博した『炎 アンサンディ』が、満を
持して再演を果たします。今回の再演では、演
出の上村聡史はもちろん、麻実れい、岡本健一
をはじめとするキャストも、初演の顔ぶれが再
結集。さらなる作品の深化にご期待ください。

2月10日（金）～26日（日）　シアタートラム
2月18日（土）～19日（日）
世田谷パブリックシアター

ロシア語上演（日本語字幕あり）

原作 江戸川乱歩　作 演出 倉持裕　 黒木華　片桐はいり　
水田航生　川口覚　粕谷吉洋　千葉雅子　寺十吾　梶原善　

 6,500円　一般 6,800円　高校生以下・U24 3,400円
トラムシート／一般 6,300円　※未就学児入場不可

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、前売のみ取扱

Under24割引あり
（要事前登録・枚数限定、前売のみ取扱）

高校生以下割引あり
（要年齢確認証提示）

ドイツ版『ロミオとジュリエット』と言
われる名戯曲を、ロシアを代表するカ
ンパニーによる珠玉の演出と、魅力あ
ふれる俳優陣で堪能いただける本作。
ドージン演出の作品が日本でみられる
のは実に28年ぶり、是非お見逃しなく！

作 ワジディ・ムワワド　翻訳 藤井慎太郎　
演出 上村聡史　 麻実れい　栗田桃子　小柳友　
中村彰男　那須佐代子　中嶋しゅう　岡本健一

 6,500円　一般 6,800円　高校生以下・U24 3,400円　
※未就学児入場不可

構成 演出 フランク・シャルティエ　
ドラマトゥルグ  演出補佐 ガブリエラ・カリーソ　

フンモク・チョン　シモン・ヴェルスネル　マリア・カラリナ・ヴィエイラ 他
 4,700円　一般 5,000円　ペア 9,000円（前売のみ取扱い）　

高校生以下・U24 2,500円　※未就学児入場不可

撮影：細野晋司

世田谷パブリックシアター

25

18:00
15:00

19:30

263/24 山田うん　
荒悠平　飯森沙百合　伊藤知奈美　川合ロン　木原浩太　城俊彦 他

 3,900円　一般 4,200円／当日 4,500円   学生 3,200円／当日 3,500円　
Co.山田うん　☎080-9640-5361

ダンス Co.山田うん「季節のない街」3/24（金）～26（日）

演 劇 オペラシアターこんにゃく座
オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』2/3（金）～5（日）

原 宮澤賢治　台本 北村想「想稿・銀河鉄道の夜」より　作曲 音楽監督 萩京子　
大石哲史　 梅村博美　佐藤敏之　富山直人　髙野うるお　島田大翼　

北野雄一郎　沢井栄次 他　
 A席 5,700円　B席 4,700円　A席おとな 6,000円／おとなペア 11,000円　

B席おとな 5,000円／おとなペア 9,000円　C席おとな 3,500円 他　※未就学児は保護者の膝
上無料　 オペラシアターこんにゃく座　☎044-930-1720

5

13:00
11:00

15:30
18:00
19:00

42/3

演 劇 演劇実験室◎天井棧敷～万有引力
創立50周年記念公演『身毒丸』3/16（木）～19（日）

寺山修司　 J・Aシーザー　 髙田恵篤　伊野尾理枝　小林桂太 他
演奏 シーザーと悪魔の家　
  A席 5,300円　一般 A席 5,500円　B席 3,500円　高校生以下 A席 4,500円

リアルヘブン　☎5809-4023 （12:00～21:00）
未就学児
入場不可

1917

15:00
14:00

19:00

183/16

グラシアス小林　 振付協力 吾妻徳穂　ホアキン・ルイス
吾妻徳穂　ホアキン・ルイス　グラシアス小林　  7,300円　一般 7,500 円／

当日 8,000 円　 グラシアス小林フラメンコ舞踊団　☎3234-6242　

ダンス 『Swan Lake～闇のロッドバルト～』3/4（土）～5（日）

3/4 5

19:00
13:00

演 劇 印象派NÉO vol.3『不思議の国の白雪姫』3/9（木）～12（日）

夏木マリ　 井手茂太 （イデビアン ・ クルー）　小㞍健太　長谷川達也
 （DAZZLE）　牧宗孝 （東京ゲゲゲイ）　 Mari Natsuki Terroir　マメ山田　
野澤健　夏木マリ　  6,300円　一般 S席 6,500円　A席 5,500円　U24・学生 3,000円

サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337（平日10:00～18:00）

1210

19:30
14:00

113/9
未就学児入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

撮影：広川泰士

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

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

〒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

『お勢登場』

『炎 アンサンディ』

江戸川乱歩の短編小説をモチーフに
創りだす倉持裕の新作『お勢登場』。

「現 代 能 楽 集 Ⅶ 『花 子について』」
（2014年）では三島由紀夫の作品を
下敷きに創作した倉持が、再びシア
タートラムの空間で日本の文豪の世
界に挑みます。個性あふれる実力派
出演陣にもご期待ください。

ベルギー発のダンスカンパニー「ピー
ピング・トム」が3年ぶりに待望の来
日。今回上演する『ファーザー』は、町
はずれにひっそりと佇む老人ホームが
舞台。世界のダンスシーンを牽引する
彼らの、妄想と現実が交差するスリリ
ングなステージが展開されます。

日本・ベルギー友好150周年関連事業
ピーピング・トム『ファーザー』

〒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/

▲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）

3月4日（土）～19日（日）　シアタートラム

撮影：Oleg Degtiarov

世田谷パブリックシアター
は2017年に開場20周年
を迎えます！ 

開場20周年
記念公演 

開場20周年記念公演とし 
て、芸術監督野村萬斎出演 
による『MANSAIボレロ』、 
区民出演者を公募して名 
作狂言『唐人相撲』を上演し 
ます。
詳細は追ってホームページ
にてお知らせします。2月27日（月）～3月1日（水）

世田谷パブリックシアター

速  報！

『MANSAIボレロ』撮影：政川慎治

世田谷区で長く活動す
る区民音楽団体とプロ
の音楽家たちの共演
でベートーヴェンの第
九をお贈りします。

佐藤宏充（指揮）　大隅智佳子（ソプラノ）　
山下牧子（メゾソプラノ）　城宏憲（テノール）　
久保和範（バリトン）　世田谷フィルハーモニー管弦楽団
世田谷区民合唱団　

シューベルト：劇音楽「ロザムンデ」序曲
ベートーヴェン：交響曲第9番二短調「合唱付き」　

 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

平均年齢40歳以上！個性派バンドたちがグランプリを目指し、
今年も世田谷で熱いバトルを繰り広げる！

The Right's、J・コレクションズ、
333、No Brand!、Fourskitz、
400 BROTHERS、BLACKBOARD、
MUTEKI、LUCKY BLACKs!!、
RED HOT! URAYASU、
T V JUDY SHOW PROGRAMS
※順不同
審査員 湯川れい子（音楽評論家、作詞家） 他　
ゲスト演奏 上田正樹（R&B・ソウルシンガー）　

全席自由 前売 800円　当日 1,000円　
　※未就学児は保護者の膝上無料

せたがやバンドバトル
 決勝大会

童謡を愛するアキラ所長独自の視点で、「春の小川」「こいのぼり」
「海」などを愉快に楽しく大分析します！

宮川彬良のせたがや音楽研究所 
童謡スペシャル！

せたがや名曲コンサート
ベートーヴェン「第九」 

宮川彬良（作曲家、舞台音楽家）　平原まこと（マルチサックス
プレイヤー）　ベイビー・ブー（ヴォーカル・グループ）

 2,500円　
一般 3,000円　

　※未就学児入場不可

2月5日（日） 15:00　世田谷区民会館 3月4日（土） 17:00　玉川区民会館2月26日（日） 14:00　昭和女子大学人見記念講堂

第5回

『ステージでうたおう！』
合唱団 参加者募集！ 

1/31締切！
せたおん 検索



　 　

2017年1月25日4

［共催］世田谷海外研修者の会
1,000円（スナック&ドリンク付）　 電話

で世田谷海外研修者の会・田中（☎3422-
4406）へ　 2月10日

団体活動をより発展させ、多
くの人々から支援を得るのに
不可欠な組織づくりのステッ
プについて実践的に学びます。

長浜洋二（株式会社PubliCo
代表取締役CEO）　 NPOの
スタッフ・役員  各回申込先着30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、団体名と希望回も明記）で生活工房へ

世田谷の交通と地球環境・
エネルギーの問題を知り、
次世代自動PHVやパーソ
ナルモビリティ（EV）の理
解を深めて、ERK（エレクトリックレーシング
カート）の組立体験や試乗をします。

［進行］日本EVクラブ   中学1～3年生（世田谷
区在住在学）　 抽選30名　 3,500円（全
3回分）   往復ハガキ（P3記入方法参照、学
校名・学年も明記）で生活工房へ　 2月28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

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尚
可。謝礼あり　

［従事内容］障害児運動教室をスムーズに
かつ安全に運営できるよう、指導員と協力
しての児童・生徒の指導　

［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　

［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］10名程度　
［選考方法］個別面接（3月上旬予定）　

2月27日（午後5時必着）までに、所定の
履歴書（顔写真貼付）を郵送か持参で当財
団へ　※教室の様子を見学希望の方は当
財団までお問合せください

長崎・伊王島に伝わる「小人のうた」、ブラジ
ルで歌い継がれた「移民節」——。“うたう旅
人”松田美緒氏は、そんな日本の知られざる
伝承曲を、ＣＤブック『クレオール・ニッポン』
にまとめ、2014年に発表しました。これまで
松田氏が旅先で遭遇した記録をもとに、気鋭
の人類学者2人と“うたの記憶”を語ります。

松田美緒（音楽家）、石倉敏明（芸術人類学
者）、川瀬慈（映像人類学者）　 申込先着50
名　 1,000円　 電話かメール（P3記入方
法参照）で生活工房へ

生活工房は毎晩夜10
時まで開館していま
す。夜なら参加できる
…、そんな皆様にお越
しいただくため、夜を
楽しむ講座を企画しました。食材と人との関
わりを学びながら、テーマにちなんだ食事と
お酒を堪能します。
第一夜　夜と塩
2月24日（金） 19:30〜21:30　生活工房4F
食べられる唯一の鉱物・岩塩や、海の恵みの
塩。私たちの食の根幹をなす塩の役割や人の
味覚について探り、塩の旨みの活きた料理を
いただきます。

高梨浩樹（たばこと塩の博物館主任学芸員）
第二夜　夜と肉
2月28日（火） 19:30〜21:30　生活工房4F
人の暮らしと豚との関わりや民俗誌を紐

ひも

解き
ながら、豚の様々な部位を使った料理をいた
だきます。

比嘉理麻（沖縄国際大学講師）

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。

会員割引対象

夏休み、NHK放送
技術研究所を舞台
に開催したアニメー
ションワークショッ
プ。子どもたちが主
役のコマ撮りアニメーションを制作し、放送
スタジオで番組収録も行いました。本展では、
完成作品の上映展示を行い、現場のドキドキ
ワクワクをお伝えします。

［共催］NHK放送技術研究所 無料

みんなでぐるぐるアニメーション 
in NHK技研
2月11日（土・祝）・12日（日）  各日13:00〜
17:00　各1日完結   NHK放送技術研究所
キャラクターを考えて1枚1枚絵を描き、みん
なのキャラがぐるぐるつながって変身してい
く超大作アニメーションをつくります。絵が
動いて映像となり、放送されるしくみを体験
しましょう。

小栁貴衛（東京工芸大学助教）　 小学3
年生～中学生　 各日抽選25名　 500円 

往復ハガキ（P3記入方法参照、希望日と学
校名・学年も明記）で生活工房へ　 1月30
日（必着）

「インタースコア」とは、いろいろな分野をつ
なぎ、新しい見方（スコア）や関係を創りだす
共創時代のキーワードです。情報を「編集」す
ることに着目して、新しい思考方法、自らの
経験を表現する方法までを学びます。

［進行］イシス編集学校　 高校生以上の方　
申込先着40名　 5,000円（全3回分）
電話かメール（P3記入方法参照、年齢も明

記）で生活工房へ

夏休みに開催した14歳女子対象のデザイン
ワークショップの報告展。ファッションデザイ
ナーの飛田正浩氏（spoken�words�project）
のアドバイスのもと、12名の14歳女子が思春
期の心模様を洋服生地にデザインしました。
作品をまとって行った撮影会や制作の様子も
まじえて、完成作品を紹介します。� 無料

アーティスト集団
「始末をかく」によ
る、「生活」をテーマ
にした展覧会を演
劇的な手法も織り
まぜながら展開します。本企画では、生活し
ながらも文化活動や社会へのコミットを失わ
ない人を「生活長者」と呼び、世田谷区内で生
活長者が多い場所を提示する「生活長者展」
などをまじえて、私たちの「生活」のありよう
を探ります。� 無料

1トーク&幻燈会「みちを遊ぶ、未知を
楽しむ――生活の近くを育む生活長者」
2月5日（日） 17:00〜20:00　生活工房5F

延藤安弘（建築家／NPO法人まちの縁側
育くみ隊代表理事）×鈴木一郎太（株式会社 
大と小とレフ取締役）×岸井大輔（劇作家／

「始末をかく」主宰）
2トーク「生活長者のススメ――内から
始める社会性のタネ」
2月6日（月） 19:00〜21:00　生活工房5F

アサダワタル（日常編集家）×鈴木一郎太
（同上）×岸井大輔（同上）
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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13日（必着）

コースレベル★★☆（一般向き）
⇒‥バス　→‥徒歩

［コース］世田谷区役所⇒道の駅ちくら潮風王
国→高塚山 大聖院→山頂・奥の院→高塚山 
大聖院⇒民宿さじべえ⇒道の駅「富楽里とみ
やま」⇒世田谷区役所（歩程約2時間）

18歳以上　 抽選40名　 6,000円
2月7日（必着）　※軽登山靴着用・水筒・

雨具持参　※物品の貸し出しはありません

500円　 区弓道連盟・藤田（〒158-
0087 玉堤1-3-13-303 ☎ 3705-5275）
※詳細は区弓道連盟 （http://setagayakyf.
web.fc2.com/）をご覧ください

2月9日（必着）

①小学生の部②ふれあいの部（様々な方た
ちの混成可）　 各チーム10～15名（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
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15日（必着）

円　 障害の内容も明記し、当財団へ　 2
月7日（必着）　

①第4期レディースバレーボール教室
2月24日〜3月31日
毎週金曜 9:00〜12:00（全6回）

18歳以上の女性   先着40名   4,800円
②第3期バスケットボール教室
2月21日〜3月28日　毎週火曜（全6回）

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

ABともに4,800円（体験参加800円／1
回）　 ①②ともに電話かFAX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

①フットサルクリニック　3月4日（土）
18:00〜20:00　総合運動場体育館

フットボールコミュニケーションアカデミー
コーチ　 小学4～6年生　 抽選40名

1,000円　 2月20日（必着）
② ラ グビ ー 教 室　2月25日（土） A9:30〜
10:45 B10:50〜12:05　世田谷区リコー総
合グラウンド

リコーブラックラムズコーチ・選手　 A

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）
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）
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）
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、事業開催中、付添人の会場待機が可
能な方   ①～⑤すべて 抽選各若干名（当
選後、事前面談を行います）  4,000円（全
18回）  障害の内容、保護者氏名も明記
し、当財団へ（参加は１名１教室）  2月20日

（必着）  ※詳細は当財団HPをご覧ください

軽度の知的障害のある小・中学生で付添者
の同伴が可能な方　 抽選25名　 1,000

  障害児運動教室
4月〜2018年3月

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

  めざせトップアスリート

  わくわくサッカー教室
2月18日（土）、25日（土）、3月12日（日）、18日（土）
9:30〜11:00（全4回）  池尻小学校第2体育館

世田谷オープンティーボール大会
2月26日（日） 9:00〜　世田谷公園野球場

障害児運動教室補助指導員募集

3月4日（土） 13:00〜17:15
3月5日（日） 13:00〜16:45
総合運動場会議室兼軽運動室※詳細は当財団HPをご覧ください。

スポレクネットクラブマネージャー養成講習会

スポーツ教室

  ハイキング「千葉県・高塚山」
〜千葉県南房総の料理も一緒に楽しもう〜（昼食付）
2月26日（日） 7:20　区役所第三庁舎前集合

イベント

どなたでもご参加いただけます。　 無料　 当
日直接会場へお越しください。 総合運動場体育館
管理事務所（〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎3417-4276）

みんなで鬼退治！ 鬼のストラックアウトに
ボールをあてて、
鬼退治をしよう！2月3日（金） 15:00〜16:30　総合運動場噴水前広場

節分イベント

第29回  世田谷区弓道選手権大会
（男子の部・女子の部）

2月19日（日） 9:30　総合運動場弓道場

大　会
※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
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始末をかく エキシビション
「生活はふるさとのように

上演されている」展
 ［第1期］2月4日（土）〜24日（金）

 ［第2期］2月25日（土）〜3月9日（木）
［第3期］3月10日（金）〜26日（日）

9:00〜20:00　※開催時間は変更になる場合あり
3F生活工房ギャラリー 他

関連イベント

子どもワークショップ報告展
世田谷ロケハンアニメーション

in NHK技研
2月6日（月）〜17日（金） 9:30〜18:00

（最終日は15:00まで）
NHK放送技術研究所・技研ギャラリー
（世田谷区砧1-10-11）　土日祝休館

関連ワークショップ

うたの記憶と出会うとき
――クレオール・ニッポンの旅先から

2月12日（日） 15:00〜17:00　生活工房4F

国際交流 in せたがや2017
2月18日（土） 13:00〜16:00　生活工房4F

【第3回 ロジックモデル（課題解決の設計図）を
立ててみよう！！】 3月7日（火）　

【第4回 広報戦略（マーケティング）を考えて
みよう！！】3月21日（火） 

各日19:00〜21:30  生活工房5F

NPO・市民活動のためのステップ・アップ講座
組織づくりのための

ヒント／コツを学ぼう！！

①3月12日（日） 11:00〜16:00
②3月19日（日） 11:00〜16:00
③3月26日（日） 10:00〜17:00　※3回完結

［会場・共催］①②東京都立総合工科高等学
校、③トヨタ東京自動車大学校

中学生次世代車教室2017

開催中〜1月29日（日）
9:00〜20:00　 3Ｆ生活工房ギャラリー

子どもワークショップ報告展
14歳のワンピース

1、2いずれも　 当日先着50名
500円　 不要、直接会場へ

［第1・2回］2月12日（日）・25日（土）
各日14:00〜16:30　生活工房5F

［第3回］3月5日（日） 14:00〜16:30
イシス編集学校（世田谷区赤堤2-15-3）

インタースコア・ワークショップ
わかるとかわる「情報編集力」

連続講座 Vol.2

食べられるセミナー　夜と生活工房

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26日（木）・31日（火）、以降の日程はHP参照
各日14:00〜15:30（入退場自由）　2F八角堂

講師：長浜洋二

両日ともに、［料理］Hoo.（風景 食 設計室）
20歳以上   各日申込先着20名
4,000円　 1月25日10時以降、電話

かメール（P3記入方法参照、年齢と希望日
も明記）で生活工房へ

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

〒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/
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