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舟渓（ジョーシー）
の蘆笙祭に参加する正装の娘たち
写真：佐藤雅彦

クライム・エブリ・マウンテン Climb Every Mountain vol.1

ミャオ族の刺繍と暮らし 展
― 山々に踊る、家族のためにつくられた美しき衣装 ―

11.11

土

無料

☎5432-1543

ー

12.10

11:00-19:00

＊月曜休み

日 生活工房３・４Ｆ（三軒茶屋・キャロットタワー内）

http://www.setagaya-ldc.net

【主催】
公益財団法人せたがや文化財団 生活工房

【特別協力】
苗族刺繍博物館

【協力】
大福書林、貴州省日本観光センター／日中平和観光株式会社、アジア太平洋観光社、慶應義塾大学アジア基層文化研究会

世界の山岳地に住む人々の暮らしを紹介する「クライム・エブリ・マウンテン」
シリーズの第1弾として、中国西南部の貴州省に多く暮らしているミャオ族（苗
族）
を取り上げます。
「天に三日の晴れ間なく、地に三里の平野なし」といわれるこの地域では、
山また山が連なり、南からの湿った空気が山にぶつかって毎日のように雲が発
生します。この山々の斜面を切りひらいて棚田をつくり、稲作を中心として暮ら
してきたミャオ族は、美しい民族衣装で知られる人々です。
農作業の合間を縫って糸を紡ぎ、織り、染め、さらに繊細な刺繍を施す――
ミャオの家庭では母から娘へと、その技術が伝え継がれてきました。モチーフ
のひとつひとつにも意味があり、蝶はミャオ族の始祖、龍は雨と風を呼ぶ五穀
豊穣の象徴、唐辛子の花は子だくさん…。家族のためだけに作られた衣装に
は、様々な祈りと願いが込められています。
11月中旬、ミャオ族の村々では、穀物の刈りいれが終わった村から順に正月
を迎えます
（苗年節）。ミャオ族にとっての新たな年が始まるこの時期に、愛知
県常滑市にある苗族刺繍博物館よりお借りした民族衣装約60点と映像資料な
どを展示し、ミャオ族の刺繍と暮らしに迫ります。
関連イベント

（上）卵白で仕上げられた、ピカピカ布の服
（下左）
お祭りのシーンが刺繍で描かれた背負い帯（部分）
（下右）極小の布を少しずつ重ねていく技法（堆繍）
の背負い帯（部分）
写真：西岡潔（『ミャオ族の刺繍とデザイン』／大福書林より）

P4をご覧ください

「ミャオ族の衣装の魅力」
皆さんは「手刺繍」から、何を連想されますか？ 美しさ・華やぎ、
はたまた補強？ それはあくまでも装飾の一部。…かく言う私もそ
うでした。しかし、ミャオ族の衣装に初めて触れた時、それだけで
は言い尽くせない、大きな衝撃と感覚を覚えたものです。衣装の
各所に散りばめられた刺繍達は熱を持ち、雄弁に語り掛けて来る
ようでした。ミャオ族は文字を持ちません。女性達が筆の代わり

会員の皆様へ

に針を使い、民族の神話や教え、歴史や文化を衣装の上に描き
残し伝えて来たと言われています。「布目から邪悪なものが入
る」という伝えから、布面を覆い尽す程の広範囲に、布目を埋
め潰す程の細かさで刺しつくされた衣装からは、民族の誇りと
悠久の歴史、祈りを称えた豊かな温もりを感じる事が出来るの
です。

さ とう

―― ご登録の住所に変更はございませんか？ ――

12月中旬に新しいカードをお送りします。現住所が登録時の住所と異なる方は、11月20日（月）
までに住所変更のお手続きをお願いいたします。
アーツカード事務局（☎5432-1548）
にご連絡くださるか、
「会員マイぺ－ジ」
でも変更いただけます。 ▶詳しくは

せたがやアーツカード

みず よ

苗族刺繍博物館 館長 佐藤 瑞代

検索

次回（11月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

画

展 ■■■■■■■■■■

覧します。
サドをはじめとする異色の文学を出発点と
する澁澤は、広大な書物の渉猟から多くの作
品を生みだし、1960年代以降の日本の芸術
文化に影響を与えました。澁澤独自の文学表
現活動を「澁澤スタイル」
と位置づけ、転機と
なったエッセイ集『夢の宇宙誌』、代表作『高
丘親王航海記』
など300点を超える草稿・原
稿や創作メモ類の自筆資料、愛蔵の美術品
やオブジェ、和洋の蔵書などから、
その表現
活動の背景と博物誌的世界の魅力に迫りま
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

開催中～12月17日
（日） 2階展示室

※
（ ）
内は20名以上の団体料金

王航海記』をもとに制作した圖繪、書写の一
部をご紹介します。
どなたでもご観覧いただけます
無料

■朗読会 澁澤龍彥――この異なる物
語世界を読む

11月24日
（金）13:30～15:40
1階文学サロン
朗読を楽しむ会、福島勝則
（多摩美術大学
名誉教授）
どなたでもご参加いただけま
す
無料

※障害者割

『夢の宇宙誌』
（美術出版社 1964年）
高丘親王航海記 自筆地図

関連企画

■サロン展示
「榎本了壱コーカイ記」

フランス文学者であると同時に、翻訳、評論、
エッセイ、小説と多彩な執筆活動を展開した
澁澤龍彥
（1928-1987）
。没後30年を迎え
る本展では、今なお幅広い読者をもつ綺想
の作家の創作と足跡をあらたな視点から総

澁澤龍彥

2階展示室

開催中～12月17日
（日） 1階文学サロン

※当館催事により展示スペースをご覧いただけない
場合もあります

アートディレクターの榎本了壱氏が『高丘親

開催中～12月17日（日）

展
ドラコニアの地平」

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

世 田 谷 美 術 館 は、改 修 工 事 の た め
来年1月12日（金）まで休館中です。
※レストランおよびカフェも休業

予 告

企

画

展 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ボストン美術館 パリジェンヌ展 時代を映す女性たち
2018年1月13日
（土）
～4月1日
（日）

パリジェンヌをキーワードに、マネやドガ
が描いた女性像の絵画をはじめ、豪奢なド
レスや、写真など、ボストン美術館の多彩な
所蔵品約120点をお楽しみいただけます。
一般1,500（1,300）円／65歳以上1,200
（1,000）円／高校・大学生900（700）円／
小・中学生500
（300）
円

※前売券の発売は1月12日
（金）
まで。下記の前売情
報をご参照ください
※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

※
（ ）
内は前売料金・20名以上の団体料金

※
（ ）
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）

告 知

０才からのジャズコンサート
12月1日
（金） 1階文学サロン
第1回

11:00
（開場10:40、終演11:45）

ＳＦ・再始動

13:30
（開場13:10、終演14:15）

開催中～2018年4月8日
（日） 1階展示室

15:30
（開場15:10、終演16:15）

第2回
第3回

『月 世 界 探 検 記』
で世田谷にロ
ケット 基 地 を 出
現させた日本SF
の 祖・ 海 野 十 三
はじめ、世田谷文
学館には日本SF
の歴史を物語る
コレ ク シ ョン が
あります。本展で
は、海野十三の直
『海野十三全集』
筆資料、特撮映画
（東光出版社 1950年）
ゴジラシリーズの台本、SF作家・豊田有恒
氏旧蔵の日本SF黎明期を担った仲間たちの

ニューヨークで活躍するピアニストによ
る、赤ちゃんから大人まで楽しめる本格
ジャズコンサートです。大人だけでのご
来場も大歓迎です。
クニ三上
（ピアノ） 池田聡
（ベース）
則武諒
（ドラムス）
大人
（中学生以上）
1,700円
こども
（0才〜小学生）
300円

【チケット取り扱い】チケットぴあ

☎ 0570-02-9999
《Pコード 346582》
http://ticket.pia.jp/pia/event.do?
eventCd=1747258
イベントの詳細は世田谷文学館ホームページまで

〒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/

分館は通常通り開館しております。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

書籍、子どもたちに夢を与えた懐かしいジュ
ブナイルSFなど、魅力あふれる収蔵資料の
数々をご紹介します。
一 般200（160）円 ／ 高 校・ 大 学 生150
（120）
円／65歳以上、小・中学生100
（80）
円

■■■■■■■■ コレ クション 展 ■■■■■■■■

Ar t

世田谷美術館
休館のお知らせ

キリトリ

世田谷文学館

●清川泰次記念ギャラリー

■澁澤龍彥セレクト書店

12月9日
（土）
・10日
（日）10:00～17:00
1階ロビー
澁澤龍彥をテーマにした古書市を開催しま
す。世田谷松陰神社前の古書店「ノストス
ブックス」店主のセレクションによるドラコ
ニア・ワールドをお楽しみください。

引あり

自宅応接間の凸面鏡に映る澁澤 1976年

観覧料

●宮本三郎記念美術館

〒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）
http://www.setabun.or.jp/
［休館日］毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合は翌平日）

澁澤龍彥
ドラコニアの地平

割 引
引換券

●向井潤吉アトリエ館

Li t e r a t ur e

世田谷文学館
■■■■■■■■■■ 企

●世田谷文学館コレクション展

展覧会公式ホームページ
http://paris2017-18.jp/

世 田 谷 美 術 館 分 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・
一般200
（160）
円／高校・大学生150
（120）
休日の場合は翌平日）
、展示替期間
※障害
円／65歳以上、小･中学生100（80）
円 ※（ ）内は20名以上の団体料金
者割引あり

向井潤吉アトリエ館

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/

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

展覧会

向井潤吉1960’
s 民家遍歴

清川泰次 季節の情景

開催中～12月3日
（日）

開催中～12月3日
（日）

1950年代から1960年代にかけて、向井潤吉
は失われゆく民家を絵画として残すこと
に対する意思をかため、精力的に日本各地
を巡りました。フランスに再訪して出会っ
た西洋の建物や風景も含め、向井が描いた
様々な作品をご紹介します。

清川泰次が1950年代に制作した絵画作品を
中心に、季節を主題とした油彩画の数々をご
紹介します。色彩豊かな色面といくつもの線
により表現さ
れた、清川泰次
による季節の
情景をご覧く
ださい。

Photographs©Museum of Fine Arts, Boston

《冬山》
1956〜57年

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
10/31〜11/5

第二回

11/14〜19

乙女たちの好奇心

シャルル・フレデリック・ウォルト
ウォルト社のためのデザイン
《ドレス
（5つのパーツからなる）
》
1870 年頃
Gift of Lois Adams Goldstone
2002.696.1, 3-5

ジョン・シンガー・
サージェント
《チャールズ・E.
インチズ夫人
（ルイーズ・
ポメロイ）
》
1887年
Anonymous gift in
memory of Mrs.
Charles Inches'
daughter, Louise
Brimmer Inches Seton
1991.926

通常前売券よりもさらにお得な下記のチケットを販売中！

前売券発売中！

さらに通常前売券よりもお得な下記のチケットも発売中！
早 割 ペ ア 券

2,000円 2枚セット ▶11月30日（木）まで販売

グッズセット券

1,500円 ▶2,000枚限定

※パリのムーラン・ルージュをモティーフにした色鮮やかなA5サイズのノー
トと一般前売券1枚のお得なセット
ノートは会期中500円（税込）
で販売予定です

取り扱い

2

2017年10月25日

 覧会公式ホームページ、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、
展
CNプレイガイド、セブンチケット、楽天チケット 他

東墨会水墨画展

オオイシヒサコの作品展

11/21〜26

《白川郷》
［岐阜県大野郡白川村荻町］
1963年

色鉛筆ファインアートクラブ作品展

11/7〜12

※11月22日
（水）
より公開

※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）

宮本三郎記念美術館
〠158-0083 世田谷区奥沢5-38-13 ☎5483-3836
展覧会

宮本三郎の顔・貌
FACES in Saburo Miyamoto’
s Art
開催中～12月3日
（日）

■ギャラリートーク

11月18日
（土）11:00～
（20分程度）
担当学芸員による作品解説。
参加費無料
（観覧料別途）
、事前申込み不要

子どもとおでかけ美術館2017

描かれた人物の内
面すら映し出す 顔、
観る人に場面をさ
りげ なく物 語る表
情。宮本三郎が描い
た「顔」に注目し、素
描作品も豊富にま
じえて 展 示します。

11月18日
（土）14:00～15:15（受 付 開 始
13:30）
親子で楽しめる当館学芸員による展示解説
と、
「かお」にまつわる絵本の読みきかせ他を
行います。
世田谷おはなしネットワーク
（おはなし広
場、おはなし＊さいた） どなたでも
無料 ※別途、展覧会観覧料が必要です
事前申込み不要

《
（うつむく少女）
》
1945～48年頃

凡例

http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

出演

講師

対象

定員

料金

申込み

締切

問合せ先

世田谷区制85周年記念事業

Music

音楽事業部
午後の
音楽会

〒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
5432-1559
info@setagayamusic-pd.com

塩田美奈子の
おはなしオペラ『蝶々夫人』

ライフハウス予選 開催！
！

with ワークショップクワイア
12月16日
（土）15:00 世田谷区民会館
日本ゴスペル界の第一人者・亀渕友香監修のグループ
レッスンを経て、
「この世田谷から、ゴスペルを通じて歌
う喜びを発信！」をキーワードに、ワークショップの成果
発表を兼ねたスペシャルなコンサートを開催します。

11月8日
（水）14:00 成城ホール
塩田が自身の幼いこどものために、おはなし
しながらオペラの歌を聞かせたいと思った
ことがきっかけでできあがったという「おは
なしオペラ」。初めての方でもわかりやすい、
画期的な一人芝居スタイルのオペラです！

監修 亀渕友香
のはらヒロコ 岩崎ひろき 中山栄嗣
The Voices of Japan（VOJA） Kaho（ピアノ）
Let’s Sing ゴスペル！ワークショップクワイア
Joy to the world Oh Happy Day きずな 他
2,000円

塩田美奈子

※未就学児
入場不可

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

撮影：細野晋司
徐賀世子
演出 森新太郎
溝端淳平 忍成修吾 温水洋一
6,300円 一般 6,500円 高校生以下・U24
一般料金の半額 ※未就学児入場不可

作 ハロルド・ピンター

翻訳

11/26 27 28 29 30 12/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17

韓国演劇界をリードする気鋭の演出家ヤン ジョンウンの
もと日韓キャストの共演で不朽の名作が生まれ変わる

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演
日韓文化交流企画

『ペール・ギュント』

1876年の初演以来、世界各国で上演されているイプセンの『ペール・
ギュント』。本当の自分を追い求め、世界を旅する青年ペールを演
じるのは、数々の舞台で活躍す
る浦井健治。演出は、来年の平昌
冬季オリンピックの開会式、閉会
式の総合演出を担当し、韓国演劇
界をリードするヤン ジョンウン。
ぜひ、お見逃しなく！
撮影：久家靖秀

※未就学児入場不可

売初日は窓口販売なし
問 こまつ座

※開催回のチケットをお持ちの方がご参加いただけます
＝プレビュー公演

第5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

※未就学児入場不可

☎︎3862-5941

http://www.komatsuza.co.jp/

2/18 19 202122 23 2425 26 27 28 3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13:30
15:00
18:30

＝ポストトークあり 出演・野村萬斎 他
※開催回のチケットをお持ちの方がご参加いただけます
＝視覚障害者のための舞台説明会あり（無料・要予約 お申込みは
世田谷パブリックシアター ☎5432-1526 へ）
＝収録のため客席にカメラが入ります。
＝学生団体観劇あり

フリーステージ 2 0 1 8

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.10

『The Wonderful Parade』

作 井上ひさし 演出 栗山民也
野村萬斎
広末涼子 鷲尾真知子 土屋佑壱 山崎一
辻萬長
S席（1・2階）8,400円
一般 S席 8,600円 A席（3階）6,500円 高校生以下：S席 4,300
円 A席 3,250円 ※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで ※各発

休演

＝ポストトークあり 出演・森新太郎／溝端淳平 忍成修吾 温水洋一
※開催回のチケットをお持ちの方がご参加いただけます
＝視覚障害者のための舞台説明会あり（無料・要予約 お申込みは
世田谷パブリックシアター ☎5432-1526 へ）

井上ひさし中期の名作、
『シャンハイムーン』を栗山民也の新演
出で上演します。日本を憎みながらも日本人を愛した中国人作
家・魯迅と、彼を敬い匿った日本人たち
の、1934年のある1ヶ月間をとらえた緻
密なせりふ劇です。野村萬斎ほか、5年ぶ
りの舞台出演となる広末涼子をはじめ、実
力派ぞろいのキャストにも注目です。

休演

ヘンリック・イプセン 上演台本・演出 ヤン ジョンウン
浦井健治 趣里 ユン ダギョン マルシア 他
S席（1・2階）8,600円 一般 S席 8,800円
A席（3階）5,400円
12/6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 212223 24
プレビュー公演
13:00
一般 S席 7,300円 14:00
18:30
A席 4,400円
19:00
高校生以下・U24 ＝ポストトークあり
出演予定・浦井健治 趣里 ユン ダギョン マルシア
各一般料金の半額
原作

2018年2月18日（日）～3月11日（日） 世田谷パブリックシアター

休演

休
演

12月6日
（水）
～24日
（日）
世田谷パブリックシアター

12/9（土）
井上ひさし渾身のせりふ劇に野村萬斎、 発 売
開 始 一般 12/10
（日）
広末涼子ら6人の俳優が挑む
こまつ座＆
『シャンハイムーン』
世田谷パブリックシアター

休演

休
演

最終予選

ライブハウス演奏
★12/9（土）時間未定
▶ CLUB251

〒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
5432-1559
http://setagaya-pt.jp/
☎5432-1526

休演

休
演

Th e a t r e

休演

13:00
14:00
16:00
18:00
19:00

（開始時間は全て13:00）
★10/28（土）▶ GRAPEFRUIT MOON（太子堂2-8-12）
★10/29（日）▶ music bar rpm（北沢2-7-5）
★11/3（金・祝）▶ CLUB251（代沢5-29-15）
★11/4（土）▶下北沢近松（北沢2-14-16）
★11/5（日）▶下北沢ろくでもない夜（北沢2-6-5）

音楽事業部

☎5432-1515

世田谷パブリックシアター＋
世田谷パブリックシアター
＋ 兵庫県立芸術文化センター

舞台は大量のガラクタであふれかえったいわゆるゴミ屋
敷。その管理人を巡って、溝端淳平、忍成修吾、温水洋一
の3人が噛み合わない会話を繰り広げるうちに、日常に潜
む狂気や危機、滑稽さが浮き彫り
になっていきます。演出は今最
も勢いに乗る実力派、森新太郎。
ハロルド・ピンターが描くユー
モアと臨場感に満ちた不条理の
世界を劇場でご覧ください。

第二次予選 ライブハウス演奏

※詳細はせたおんHPをご覧いただくか、お問合せください

チケットの申込み 世田谷パブリックシアターチケットセンター

『管理人』

音源審査をくぐり抜けた
バンドが、ライブハウスで
直接対決！

入場無料、ドリンク代別途

※未就学児入場不可
（託児あり。要事前予約：マザーズ
伊藤美佐
☎︎0120-788 -222）

ガラクタを拾い集める男と、ガラクタを処分した
い男と、ガラクタ同様に拾われてきた男による
狂気とユーモアの“ピンター・ワールド”
、
ここに開幕！
11月26日
（日）
～12月17日
（日）

☎5432-1535（月〜金曜日：10:00〜18:00）
http://www.setagayamusic-pd.com/

第 6 回 せたがやバンドバトル

Let’
s Sing ゴスペル！
2017コンサート

平日の午後のひととき、
おはなしでつづるオペラ・アリアを

塩田美奈子（ソプラノ） 伊藤美佐
（ピアノ）
G.プッチーニ：オペラ『蝶々夫人』より
（台
本：村田さち子／企画・構成：塩田美奈子）
E.グラナドス：『恋愛歌曲集』全7曲
2,800円 一般 3,000円

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷芸術百華2017対象事業

参加団体募集

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』。〈音楽〉
〈ダンス〉の2部門にわかれて、多くの
団体が活動成果を発表します。皆さまからのご応募をお待ちしています。

11/4
（土）
発売
開 始 一般 11/5
（日）

2018年1月13日
（土）
～15日
（月） シアタートラム

※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます
※初参加の団体は、必ず事前説明会にご出席ください

世界14カ国から招聘され、演劇祭や学校文化鑑賞会など、ジャンルを超えた独創的なアイデ
1/1314 15
アあふれる身体表現で、誰もが楽しめる作品を創造し上演を続けるto R mansion。『The
Wonderful Parade』
は子どもから大人まで誰もが楽しめる公演です。ご期待ください。 11:00
to R mansion
3,300円 一般 3,500円 プレビュー公演一般 3,000円
（会員
割引なし） 高校生以下 1,000円 親子ペア 4,000円
（一般1枚＋高校生以下1枚）
U24 1,700円 ※年齢制限の詳細はお問合せください

illust : M
 asahiro
Yamanaka

〈 音 楽 部 門 〉2018年4月30日
（月・祝） 会場：シアタートラム
〈ダンス部門〉2018年5月4日
（金・祝）
、6日
（日） 会場：世田谷パブリックシアター
申込締切 12月1日
（金）
必着

14:00
15:00
19:00
19:30
＝プレビュー公演

※応募方法など詳細は、劇場HPまたは劇場
「フリーステージ」
担当 ☎5432-1526へ

世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515

世田谷パブリックシアターチケットセンター
前売情報
シアタートラム
電話で

☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00

オンラインで（要事前登録・登録料無料） P C http://setagaya-pt.jp/ 携帯 http://setagaya-pt.jp/m/

世田谷パブリックシアター
音楽

2018年

1/21（日）

演劇
ラプソディー

『古武道 新年会 Vol.4 ～初春の狂詩曲～』

11/5
（日）
発売
開 始 一般 11/12
（日）

KOBUDO－古武道－
（古川展生 妹尾 武 藤原道山）他ゲストあり
6,800円 一般 7,000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

東京ELECTROCK STAIRS

『Post Post Memories』

10/31
（火）
発売
開 始 一般 11/3（金・祝）

KENTARO!! 横山彰乃 高橋萌登 他
全席自由席
（整理番号付）
3,300円 一般 3,500円 U24 2,500円 学生 2,500円
（当日要証明書提示）
瀧本麻璃英 ☎︎090-2626-6954

未就学児
入場不可

（定員あり・要予約）
車椅子スペースあり

（要年齢確認証提示）

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

（要事前登録・枚数限定）

（定員あり・要予約）
託児サービスあり

Under24割引あり

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

『シェイクスピアのロミオとジュリエット

11/12（日）
発売
開 始 一般 11/18
（土）

1/19（金）～ 2/4（日） Shakesp eare’
s Ｒ＆Ｊ』

田中麻衣子 脚色 ジョー・カラルコ 翻訳 松岡和子
矢崎広 柳下大 小川ゲン 佐野岳
一般 7,500円
トライストーン・エンタテイメント ☎3422-7520（平日12:00〜17:00）
2018年

2/9（金）～11（日）

『GRINDER-MAN 新作パフォーマンス公演』

構成・演出 タグチヒトシ 振付 伊豆牧子
未定
全席自由席
（整理番号付）
一般 4,800円 当日 5,800円
イッカク
hello@grinder-man.com

未就学児
入場不可

11/10（金）
発売
開 始 一般 11/11（土）

4,500円

未就学児
入場不可

音 楽 事 業 部 主 催

振付・音楽

高校生以下割引あり

2018年

●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

演出

演劇

シアタートラム
舞踊 12/21（木）～24（日）

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。

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

音 楽 11/19（日）14:00
成城ホール

かわさきジャズ2017 連携プログラム
せたがやジャズクラブ ―世田谷のミュージシャンたち―

発売中

「世田谷に縁のある音楽家たちの手で、音楽文化を世界へ発信」をテーマに発足した「せたがや
音楽プロジェクト」。今回は川崎市のジャズウィークに合わせ、世田谷在住のミュージシャン
を中心に、気軽な雰囲気で楽しむジャズをお届けします。
ピアノトリオ
（Pf.石井彰、B.金澤英明、Dr.田中徳崇）
、湯川れい子、G.萩谷清、Cl. & Sax.鈴木直樹、Vo.美歌、
Pf.堺敦生、川崎ゲストバンド・DT Jazz Unit
（Sax.立野修史、B.松木誠、Dr.藤井知義、Pf.和田忠也）
（ひざ上のみ無料）
1,000円 ※未就学児入場可

①イベント名
（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
▲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 ②住所 ③氏名
（ハガキ・FAX・
メールの申込み）
記入方法
●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

2017年10月25日

3

凡例

出演

講師

対象

定員

料金

画

展 ■■■■■■■■■■

「穴アーカイブ」
プロジェクト

世田谷の8ミリフィルムにさぐる
開催中～11月5日
（日）9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー 会期中無休
市井の人々が記録した、昭和の世田谷――。
家庭に眠る8ミリフィルムの収集活動を2年
余り経て、デジタル化した約80点の映像をす
べて紹介します。誰かの記録が、ほかの誰か
の記憶になる――。暮らしとアーカイブの関
わりについて考える展覧会です。
【企画制作】remo［NPO法人 記録と表現とメ
ディアのための組織］
無料

■■■■■■■ 次

回

企

画

問合せ先

11月11日
（土）
〜12月10日
（日）
11:00～19:00 生活工房3～4F 月曜休み
無料

関連企画

1トーク イベント「ミャオの刺 繍と出
1トークイベント
会って」

11月11日
（土）14:00～15:30 生活工房4F
約20年間にわたってミャオの人々と交流を重
ねながら収集を続けてきた佐藤館長に、その
魅力を伺いながら、現地に設立した禾苗刺繍
学校についてもお話いただきます。
佐藤瑞代
（苗族刺繍博物館館長）
申 込 先 着50名
500円
10月25日
10時以降、電話かメール
（P3記入方法参照、
年齢も明記）
で生活工房へ

2出張ツアーカウンター開設！「みんな
で作る貴州ツアー」

12月2日
（土）11:00～16:00 生活工房4Ｆ
貴州省を旅したデザイナーたちによる映像
を交えた報告会のあと、来場者とともに楽し

展
「ミャオ族の刺繍と暮らし」

11月3日
（金・祝）14:00～15:30 生活工房4F
昭和初期の鉄橋工事や昭和35年の東京見物
など、今年度に収集・デジタル化し、展覧会
では未上映の8ミリフィルム映像を初公開し
ます。鑑賞会終了後も、会場内では一部の映
像を自由にご覧いただけます。
無料
不要、直接会場へ

「昭和44年頃の東急玉川線
（玉電）
」

い貴州ツアーを考えます。ミャオ族の技術を
使ったピカピカ布ミニワークショップや、貴州
料理の屋台も登場予定。 ＊詳細HP参照
［トーク］
新居幸治
（Eatable of Many Orders）
、
安藤僚子
（デザインムジカ）
、金森香
（ドリフ
ターズインターナショナル）
［ツアー相談］
貴州省日本観光センター
［協力］
日中平和観光株式会社、アジア太平洋
観光社
入場無料
（ミニワークショップと貴州料理は
有料） 不要、直接会場へ
ド イ シュウ

3ワークショップ
「堆 繍 体験教室」
「堆

12月9日
（土）13:00～16:00 生活工房4Ｆ
小さな布片を重ねていくことにより、
模様を
ドイシュウ
作り出す独特の技法・堆繍。8センチ四方のフ
レーム作品を作って体験します。
佐藤瑞代
（苗族刺繍博物館館長）
高校生以上
抽選20名
2,500円
（材
料費込） 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
11月25日
（必着）

info@setagaya-ldc.net

申込方法

vol.2「こな、ねる、たべる」

組織づくりのためのヒント／コツを学ぼう！!

11月18日
（土）
・25日
（土）各日 10:00～16:30
生活工房４F
20世紀の映像百科事典「エンサイクロペディ
ア・シネマトグラフィカ」の映像群に、生命の
根源的な営みを学ぶワークショップシリーズ
の第2弾。食材を収穫し、粉にして、練って食
べる世界各地の映像を観たあとは、その料理
を実際に作って食べてみましょう！
＊上映会だけのご参加も歓迎です。
［企画進行］
下中菜穂
（造形作家・もんきり研
究家）
、丹羽朋子
（文化人類学者）
［協力］
（公財）
下中記念財団
★ワークショップの参加要領
小学生以上で2日とも参加可能な方
抽
選20名
2,500円
（2日分）
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
11月3日
（必着）
★上映会のみの参加要領
各日それぞれ
当日先着50名
500円
不要、直接会場へ
■上映作品
【11月18日
（土）
】
上映時間 10:00～11:00
「手廻し臼での穀粒挽き」
（北アフリカ アトラ
ス高地／アイト・ハディドゥ族 ／1970年）
、
「ヴァデアのトウモロコシ粥料理
“ママリガ ”
」
（ルーマニア／1969年）
ほか計7本程度
【11月25日
（土）
】
上映時間 10:00～11:00
さら
「マニオクの収 穫と晒 し、平パン焼き」
（ベ
ネズエラ／マキリタレ族／1969年）
「
、ケー
キ づくり
（サ ゴ ヤシ、ココナツとバ ナナ）
」
（ニューギニア／アイボム族／1966年）
ほか
計6本程度

会場:駒沢オリンピック公園中央広場 他

※荒天中止

青空太極拳教室

11月18日
（土）
・25日
（土）11:00～12:00
千歳温水プール 地下1階サンクンガーデン
高校生相当以上
先着20名
300円
当日受付
（10:30から） ※雨天中止
千歳温水プール管理事務所
（〒156-0055
船橋7-9-1 ☎3789-3911）

親子スポーツ観戦デー
ジャパンラグビートップリーグ
リコーブラックラムズ VS NTTドコモ
レッドハリケーンズ
12月2日
（土）11:30キックオフ
秩父宮ラグビー場

区内在住・在学の小・中学生とその家族
抽選50組
（1申込み5名まで） 無料
申込人数及び全員分の氏名
（フリガナ）
、生年
月日、性別明記
11月20日
（必着）

親子スポーツ観戦デー
2017明治安田生命 J3リーグ第34節
FC東京U-23 VS セレッソ大阪U-23
12月3日
（日）13:00キックオフ
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
席はFC東京側ホーム自由

4

2017年10月25日

11月19日
（日）10:00～12:00 生活工房5F
50年ぶりに改訂された絵本『せいめいのれき
し』を監修された真鍋 真さんをお招きし、恐
竜の絵本を中心に、図鑑・伝記・物語など
様々な角度から、その魅力について語ってい
ただきます。
真鍋 真
（国立科学博物館 標本資料セン
ター長）
小学生以上
（小学生は保護者同
伴） 抽選40名
100円
往復ハガキ
（P3記入方法参照、年齢も明記）
で生活工房
へ
10月28日
（必着）

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
平日水曜日 各日 14:00～15:30
2Ｆ八角堂

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

第28回 船橋ふれあいまつり

7:30〜7:55【陸上競技場】

スポーツフェスタ in 千歳温水プール
11月3日
（金・祝）

地元商店会、群馬県川場村 他

世田谷区民吹奏楽団、駒澤大学吹奏楽部

●ウルトラマンギンガ ミニショー

●区内大学応援団による応援合戦

11:40〜12:10【中央広場ステージ】

大会当日、東日本大震災
の復興支援金のための募
金箱を設置いたします。

スポーツ教室・イベント

世田谷おはなしネットワーク講演会

真鍋 真さんと 絵本で学ぶ最新恐竜学

3417-2813  

●吹奏楽団によるオープニング演奏

12:10～12:50【中央広場ステージ】

大会への参加申込は終了しました

※天候等により開催が不明な場合
は当日 5:30 から次の番号でご案内
します ☎ 0180-991-157（当日
のみ自動音声によるご案内）

人材育成・活動資金の視点から、運営上の課
題解決方法を学び、団体活動におけるコミュ
ニティづくりの大切さについて考えます。
第1回：NPO法人CRファクトリー、第２回：
株式会社PubliCo
NPOのスタッフ・役員
（中堅者向け） 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） 10月25日10時以降、電
話かメール
（P3記入方法参照）
で生活工房へ

①イベント名 ②氏名
（フリガナ）③住所 ④電話番
はホームページから申込み、 がないものは、それぞれ記載の申込み先です。記入内容は①イベント名
号 ⑤生年月日 ⑥学年 ⑦性別 です。 ※個人情報については、目的以外に使用することはありません

7:00〜14:30【中央広場】

11月12日 日 入場無料

【第1回】
12月2日
（土）14:00～17:00
【第2回】
12月19日
（火）19:00～21:30
いずれも生活工房5F

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
（入退場自由）
。
無料
不要、直接会場へ

「ケーキづくり」
©
（公財）
下中記念財団

●模擬店・物産展

世田谷246ハーフ
マラソンイベント情報

http://www.setagaya-ldc.net/

NPO・市民活動のための
ステップ・アップ講座

映像のフィールドワーク・ラボ

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  

第12回

世田谷芸術百華2017対象事業

〒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
クライム・エブリ・マウンテンvol.1

関連企画

展 ■■■■■■■

「ミャオ族の刺繍と暮らし」
展

世田谷区制85周年記念事業

8ミリフィルム鑑賞会vol.3

クライム・エブリ・マウンテンvol.1

詳細はP1をご覧ください。

締切

De s i gn

生活工 房
■■■■■■■■■■ 企

申込み

どなたでも楽しめるイベントを多数実施！
【主なイベント】
★ユニバーサルスポーツ体験会
★エコ工作教室・エコバッグ工房
★体組成測定会 ★水中トレジャーハンティング
★幼児用プールぱちゃぱちゃ水遊び など
幼児～高齢者
無料
（一部施設利用料金あ
（一部事前申込みあり）
り） 当日受付
千歳温
水プール管理事務所
（〒156-0055 船橋7-9-1
☎3789-3911
3789-3912） ※対象・定員等
の詳細は当財団ホームページをご覧いただくか千歳温

駒澤大学、日本体育大学、日本大学
（順不同）

区内在住・在学の小学生親子ペア
（子ども1
名、大人1名） 抽選50組100名
※子ども1名につき1通
無料
11月20日
（必着）

ハイキング
「群馬県・榛名山
（掃部ヶ岳）
」
11月25日
（土）6:50
区役所第三庁舎前集合

［コースレベル］
：一般向き
（★★☆）
［記号の説明］⇒・・バス →・・徒歩
［コース］
世田谷区役所⇒
（関越自動車道）
⇒榛
名湖畔登山口→硯岩→掃部ヶ岳山頂→杖ノ神
峠→湖畔の宿記念公園⇒道の駅
「こもち」
⇒
（関
越自動車道）
⇒世田谷区役所
（歩程約2時間30
分） 18歳以上
抽選40名
5,000円
11月8日
（必着）
※昼食
（弁当）
・水筒・雨具・ストック持参、登
山靴着用
（物品の貸し出しはありません）

トップアスリートに学ぼう！
バスケットボールクリニック
11月18日
（土）18:00～20:00
大蔵第二運動場体育館

渡邉拓馬氏
（元日本代表）
他 アルバルク東
京スタッフ
小学3～6年生
抽選40名
1,000円
11月3日
（必着）

水プール管理事務所までお問合せください

わくわくサッカー教室

11月25日
（土）
、12月2日
（土）
、10日
（日）
、
17日
（日）9:30～11:00
（全4回）
池尻小学校第2体育館
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円
11月10日
（必着）

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ご確認ください

第67回区民体育大会
■ショートテニス競技

11月19日
（日）9:00～ 総合運動場体育館
［種目］①小学生の部
（小学3年～6年生）②親
子の部 Ⓐ低学年
（小学1年～3年生）
Ⓑ高学年
（小学4年～6年生）③一般の部
（中学生以上）
④シルバーの部
（60歳以上） ※いずれもダブ
ルス
（男女区分無し）
500円／人
（小・中学生200円 ／人）
メールで区ショートテニス連盟・高橋
s-t-setagaya@jcom.home.ne.jp
11月11日
（必着）

■アマチュアボクシング競技

12月17日
（日）12:30～
駒澤大学 玉川校舎 ボクシング部道場

所定の申込書で区アマチュア
2,000円
ボクシング連盟・宮崎
（〒252-0314 相模原市
岡田
（☎090-7804南 区 南 台5-6-2-303）
1243） 11月18日
（必着）

共催大会
■創立61周年記念フォークダンス大会

11月23日
（木・祝）
10:00～ 総合運動場体育館
300円 ／ 人
当日直接会場へ
区
フォークダンス協会・竹ノ内
（☎3703-2747）

■AR選手権大会

11月5日・12日・19日
（いずれも日曜）
9:00～ 総合運動場エアーライフル場
500円
当日受付
区ライフル射撃連
盟・高田
（☎3487-0832） ※19:00〜21:00
http://setagayarifle.web.fc2.com/
「スポーツ・レクリエーション推進賞」の募集
あなたの身近な地域で、スポーツ・レクリ
エーションの指導等において陰の力となっ
て活動している方を推薦してください。
て活動し
ている方を推薦してください。
［推薦基準］10年以上にわたりスポーツ・レ
クリエーションの振興に尽力し、身近な地
区・地域で陰の力となって活動している方
［推薦方法］
所定の推薦書をスポーツ振興財
団へ郵送または持参
（推薦書は、スポーツ振
興財団、スポーツ推進課、総合支所地域振
興課、出張所、図書館等もしくは当財団HP
からダウンロード） 11月22日
（必着）

再生紙を使用しています

