
次回（2月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
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申込 入会手続き 入金

入金期限までに振込み
を済ませてください。

3月5日

１ ２ ３ ４

２月14日 23:59 まで
http://www.se-sports.or.jp/stja/

2月21日 2月21日〜28日 

2月22日 2月22日〜 3月5日
2月7日 17:30 まで

☎ 0570-550-846
平日 10:00〜17:30（土日祝除く）

インターネット インターネット インターネット インターネット・電話

電話
電話 電話

世田谷ジュニアアカデミーの

理念・目標

アスレティクスアカデミー
フットボールアカデミー

器械運動アカデミー

Giants Method ベースボールアカデミー Lifesaving Spirit スイミングアカデミー
テニスアカデミー

2018 世田谷ジュニアアカデミー
４月〜2019年３月　総合運動場・大蔵第二運動場

アスレティクスアカデミー
髙野 進

フットボールアカデミー
北澤 豪

器械運動アカデミー

【写真提供：オールスポーツコミュニティ】

高橋 正典
Giants Method

ベースボールアカデミー
河埜 和正

Lifesaving Spirit 
スイミングアカデミー

飯沼 誠司
テニスアカデミー
坂井 利彰

申込受付中

多様なスポーツ活動を通して子どもの体力・基礎的運動能力の向上に取組
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。

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。

体力の向上

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。

心（人格）の育成

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
上をめざします。

基礎運動能力の向上

総 合 監 修

● 詳細は HP（URL http://www.se-sports.or.jp/stja/）をご覧ください
（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（土日祝除く）問合せ先

ア
カ
デ
ミ
ー
開
始

抽選・通知発送

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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絵本作家としてのデビュー作『オオカミがと
ぶひ』（2012年）が、日本絵本賞の大賞に輝
いたミロコマチコ（1981～）。その類いまれ
な色彩感覚と独自の造形表現、豊かな言語
感覚によって生み出される作品は、国内外
の名だたる絵本賞を受賞してきました。
本展では、大型作品を含む絵画や立体、代表
作の絵本原画など、150点以上の作品に最
新作を加えて構成し、画家として、絵本作家
として、日々創作をつづけるミロコマチコ
の、“今”を切り取ります。ダイナミックな、
ライブ感あふれる展示をお楽しみください。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大
学生600（480）円／中学生以下無料
※（　）内は20名以上の団体料金 
※1月26日（金）は65歳以上無料　※障害者割引あり

■ライブペインティング
3月24日（土） 18:00～19:30　1階文学サロン
音楽家haruka nakamuraの率いる楽団の
演奏と、ライブペインティングのセッション
です。（参加ミュージシャンはHP等で告知
します）

ミロコマチコ、haruka nakamura（音楽家）
150名　 2,000円（中学生以下無料）

※チケットは完全前売制です。ローソンチケットに
て販売中。<全国ローソン・ミニストップ／☎0570-
000-777（10:00～20:00）／Ｌコード：36505〉

［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）　
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

※小・中学生もチケットの発券が必要です。別途発
券手数料等がかかります。当館では購入できません
のでご注意ください

■ミロコマチコ サイン会
2月3日（土）、10日（土） 16:00～　1階ロビー
当日10時から、ミュージアムショップで図
録、書籍をお買い求めのお客様に整理券を
お渡しします。
※整理券は商品1点につき1枚、お1人2枚まで
※規定枚数に達し次第配布終了します

海野十三の直筆資料、特撮映画のゴジラシ
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、魅力あふれる世田谷文学館収蔵
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

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー

1/30～2/4 第3回　やなぎの会　絵手紙展　－笑って
笑って福をよぶ－　※1月31日（水）より公開

2/6～11 自由創作会
2/12～18 赫土展　※2月13日（火）は休館

2/20～25 世田谷ステンドグラススタジオ美作品展　
※2月21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）

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/
展覧会

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

《遅れる春の丘より》［長野県北安曇郡白馬村北城］ 1986年

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/

※（　）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）

芦花小学校との連携ワークショップ作品展。
4年生児童が制作した写真作品を展示しま
す。

無料

春の訪れを感じる絵本の読み聞かせと、動
物のシルエットや半透明の色紙を使った「光
のモビール」作りをします。

pipio（武本佳奈絵＋平澤朋子）　
4歳～（3歳以下も保護者同伴で参加可）　
各回当日先着15名　
おはなし：無料　工作：100円

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
※（　）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

1レクチャー「アートとオートクチュー
ルの緊密な関係－アメリカ女性とパリ
ジェンヌ」
1月27日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　

深井晃子（京都服飾文化研究財団理事、名
誉キュレーター）
2ミニレクチャー「30分でよくわかる！ 
パリジェンヌ展のポイント」
1月26日（金）、2月23日（金）、3月30日（金） 
各日とも 15:30～16:00（開場15:15）　

塚田美紀（本展担当学芸員）
3トーク「踊るパリジェンヌ－舞台に
立った女性たち」
2月12日（月・休） 14:00～15:00

（開場13:30）
芳賀直子（舞踊史研究家）　

聞き手：塚田美紀（本展担当学芸員）

4トーク「褐色の肌のパリジェンヌ－エ
キゾティシズムが生んだミューズたち」
2月24日（土） 14:00～15:00（開場13:30）

くぼたのぞみ（翻訳家、詩人）　 
聞き手：塚田美紀（本展担当学芸員）
1～4いずれも   講堂   140名   無料
※手話通訳付　※1･3･4は当日13:00から、2は
当日15:00から、エントランス・ホールにて整理券
を配布します　

◆美術と演劇のワークショップ「えんげ
きのえ」
3月4日（日） 13:00～18:00　創作室 他

柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表）
10歳 以 上　 先 着15名　 10代500

円／20歳以上2,000円　 当館HPの申込
フォームより、または当館へ電話
◆100円ワークショップ「おフランス・
フレグランス」
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、誰で
もその場で参加できる工作
コーナー。魅惑的なレース
やリボンに好みの香りをあ
わせてサシェ（匂い袋）を作
ります。

どなたでも　 1回100円

山田よしひろ（ピアノ）　［曲目］ドビュッシー
／ベルガマスク組曲、ショパン／華麗なる大円
舞曲 変ホ長調 作品18 他　 抽選140名　

無料　 往復ハガキ（欄外記入方法参照、2
名まで連名可）で当館へ　 1月29日（消印有
効）
※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

3月17日（土）、18日（日） 13:00～15:30
※1日のみの参加可
生涯にわたり、魅力的な女性像を描き続け
た画家・宮本三郎。この度の実技講座では、
女性と花をモチーフに描く洋画家を講師に、
プロのモデルを迎え、人物表現の基礎とな
るクロッキーを学びます。

田中曽
そ め

女（人物デッサン“みろ”の会代表）　
一般　 各回申込先着15名　
各日2,500円（両日参加の場合4,000円）
往復ハガキかメール miyamoto.event 

@samuseum.gr.jp（欄外記入方法参照）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（受付時間：開館日の
10:00～17:30まで）。　※詳細はHP参照

宮本三郎の郷里・石川県小松市で創設され
た、デッサンを対象としたコンクールの東
京巡回展。入賞、入選作品あわせて約50点
を展示します。
宮本三郎の作品
は小コーナーで
の展示となりま
す。

託児サービス（事前申込制・有料）
2月10日（土）、3月25日（日） 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）

世 田 谷  美  術  館  分  館

「芦花小学校＋大竹英洋
ワークショップ」作品展

開催中～2月2日（金）
9:00～22:00（2月2日は15:00まで）

粕谷区民センター1階ロビー

●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。

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

ＳＦ・再始動
開催中～4月8日（日）　1階展示室

■ ■ ■ ■  ライブラリー〈ほんとわ〉 ■ ■ ■ ■
pipioといっしょに

おはなしとあそびのじかん
3月31日（土）

おはなし 11:00～、14:00～　（約30分）
工　　作 11:30～、14:30～　（約40分）

1階ライブラリー〈ほんとわ〉

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

ミロコマチコ
いきものたちの音がきこえる

開催中～4月8日（日）　２階展示室

ボストン美術館
パリジェンヌ展  時代を映す女性たち

開催中～4月1日（日）　１・２階展示室

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

向井潤吉の民家を描き重ねる旅は、80歳を
超えてもなお、たゆまず続けられました。
1970年代、1980年代の代表作を中心に、
その円熟味を
増した創造の
世界をご紹介
します。

清川泰次が晩年に制作した絵画と、ステン
レスによる彫刻をご紹介します。平面作品
と立体作品という、
ふたつの表現を通
じて清川が探求し
た、かたち、色、線
の美をお楽しみく
ださい。

第4回 宮本三郎記念デッサン大賞展
「明日の表現を拓く」
開催中～3月18日（日）

向井潤吉1970’s-1980’s　民家集大成
開催中～3月18日（日）

清川泰次　平面と立体
開催中～3月18日（日）

展覧会

http://paris2017-18.jp/展覧会公式ホームページ

ピエール・カルダン《ドレス》1965 年頃　
Joyce Arnold Rusoff Fund 1998.436　

Photograph©Museum of Fine Arts, Boston

関 連 企 画

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

1/23～28 世田谷区障害者施設アート展 第5回　世田谷区芸術アワード"飛翔"美術部門受賞記念発表
青木亨平展／古田和子展1/30～2/4 アトリエ・アウトス展

2/6～11 世田谷区小学校図画工作作品展

2/14～18 第31回世田谷美術館友の会会員作品展

2/20～25 平成29年度私学協会第八支部連合美術展

※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）。お問合せは当館総務課まで

〈実技講座〉人物クロッキー　女性を描く

いずれも展覧会は1月23日（火）～2月4日（日） 
10:00～18:00　区民ギャラリー　 無料

第5回 世田谷区芸術アワード
“飛翔”美術部門受賞記念発表

古田和子展

《ぼくらの居場所は海の向こ
うか森の中、はたまたどこか

彼方。》 2016年

青木亨平展

《Take the line》
イメージ図 2016年

関 連 企 画

プロムナード・コンサート
山田よしひろピアノリサイタル

2月18日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

《Painting No.2993》 1993年

宮本三郎記念賞
　小林恵《かわいい子犬》

《ご飯を待つ4匹》2016年

《グランドガゼルもまってる》2010年

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～4月8日（日）
　　　　  「ミロコマチコ　いきものたちの音がきこえる」
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500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・2階展示室　開催中～4月1日（日）
　　　　  「ボストン美術館　パリジェンヌ展 時代を映す女性たち」
一般1,500→1,400円　65歳以上1,200→1,100円　高校・大学生900→800円　小・中学生500→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　☎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）
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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/

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

 世田谷区制85周年記念事業

井上ひさし渾身のせりふ劇に野村萬斎、広末涼子ら、６人の俳優が挑む

青年ウィルフリードはある夜、ずっと疎遠
だった父イスマイルの死を突然知らされ
る電話をとった。
彼は遺体安置所で変わり果てた姿の父
親と対面し、自分を生んですぐにこの世を去った母ジャンヌの墓に、父の遺体
を一緒に埋葬しようと決意するのだが、母の親族たちから猛反対される。どうや
ら、彼の知らない父と母の関係があるようだ。その封印された父母の過去とは
何なのか？突如起き上がった父の死体とともに、内戦の傷跡がいまだ残る祖国
へ向けて、奇妙な父子の旅がはじまる……。

地域に暮らす人々の中から公募で集まった方たちとともに、数カ月にわたる
ワークショップを通して従来の形にとらわれない演劇をつくり上げる「地域
の物語」。今年度は2015・16年度に引き続き“生と性をめぐるささやかな
冒険”を大きなコンセプトに「セックスをめぐる冒険」部「男と子育てをめぐる
冒険」部「女らしさ男らしさをめぐる冒険」部のテーマでワークショップを行っ

作 ワジディ・ムワワド　翻訳 藤井慎太郎　演出 上村聡史　出 岡本健一　亀田佳明
栗田桃子　小柳友　鈴木勝大　
佐川和正　大谷亮介　中嶋朋子

 6,600円　一般 6,800円
高校生以下・U24  一般料金の
半額　※未就学児入場不可

数多くの演劇賞に輝いた『炎 アンサンディ』に続く、作 W.ムワワド×
演出 上村聡史の次回作！！

セックス・男と子育て・女らしさ男らしさをテーマに、30名の地域住民が演劇を立ち上げる！

岸 リトラル

地域の物語ワークショップ2018 生と性をめぐるささやかな冒険3月18日（日）　シアタートラム

ています。全員でのワークショップと部活動を経てシアタートラムにて発
表会を行います。深い思索と対話の中でどんな物語が生まれてくるのか。
ぜひご覧ください。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

全席自由　入場無料（要事前電話予約）　※詳細は決定次第劇場HPにてお知らせします ワークショップ風景

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）

予選をくぐりぬけた選りすぐりの10
バンドが世田谷区民会館に集結！ 今
なお青春を謳歌するバンドマンたち
の熱き頂上決戦に乞うご期待！！

アキラ所長のタメになる音楽ば
なしを、研究員の“ダイナマイト 
しゃかりきサ～カス”のパワフル
な歌声とともに楽しみます。ラ
ストはいつもの『きずな』を大
合唱！ ご期待ください！

今年で8回目となる定期演奏会で
は、気鋭の指揮者 田中祐子氏と再び
共演、3つの大曲に挑みます。SJO
の進化をぜひお聞きください。

建築家 澤岡清秀と作曲家 池辺晋一郎という、
二つの分野のプロフェッショナルたちが、生の演

奏を交えて、
建築と音楽の
意外な共通点
を語ります。

澤岡清秀（建築家／お話）　池辺晋一郎（作曲家
／お話・ピアノ）　宮谷理香（ピアノ）　小林沙羅 

（ソプラノ）　河野紘子（ピアノ）　 モーツァルト： 
交響曲第41番「ジュピター」より（ピアノ連弾版） 
ムソルグスキー：組曲『展覧会の絵』より「キエ
フの大門」　アルマ・マーラー：歌曲より 他

 3,200円　一般 3,500円　
　※未就学児入場不可

田中祐子（指揮）　
せたがやジュニアオーケストラ（演奏）

W.A.モーツァルト：交響曲第25番 
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番

（ソリスト：大谷真結子（卒団生））
レスピーギ：交響詩「ローマの松」  他

1,000円　 　
※3歳未満入場不可

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　
ダイナマイトしゃかりきサ～カス（3人組ボーカル
エンターテイメントグループ）

 2,800円　一般 3,000円　
　※未就学児入場不可

予選通過の10団体　
審査員 湯川れい子（音楽評論家・作詞家）
鳴瀬喜博（カシオペア3rd）　大木雄高

（音楽プロデューサー）　ゲスト 鈴木聖美
全席自由　前売 800円　当日 1,000

円　 　※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）

3月21日（水・祝） 17: 00　烏山区民会館
3月31日（土） 15:00

世田谷区民会館

2月20日（火）～3月11日（日）
シアタートラム

2月18日（日）～3月11日（日）
世田谷パブリックシアター

2月18日（日） 15:00　世田谷区民会館

●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

宮川彬良の
せたがや音楽研究所 #9
～世の中のことは音楽から学べ！～

せたがやジュニアオーケストラ 
第8回定期演奏会

決勝大会

第6回 せたがや
バンドバトル

〒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

澤岡清秀 池辺晋一郎　

宮川彬良　

ダイナマイト
しゃかりきサ～カス

©東京オペラシティ
文化財団　
撮影：武藤章

せたがや音楽研究所
宮川彬良（アキラ所長）によ
る大マジメかつ奇想天外な
発想の音楽解釈をみんなで
楽しむ、せたおん独自の音
楽バラエティ・コンサート
です。鈴木聖美

お話と音楽で贈る
「建築と音楽」

　Ａ
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。

音 楽 『大方斐紗子　エディット・ピアフに捧ぐ』  2/11（日・祝）

大方斐紗子（歌）　森丘ヒロキ（ピアノ）　佐藤芳明（アコーディオン）　西嶋徹（ベース）
 S席（1・2階席） 5,700円　一般 S席 6,000円／当日 6,500円　

A席（3階席） 一般 5,500円／当日 6,000円　U24 S席 3,000円
ムジカキアラ　☎6431-8186　平日10:00～18:00

世田谷パブリックシアター

14:00

2/11

『ぼんくらと凡愚』　翻訳 津川泉　 キム・サンヨル　 シライケイタ　
阿岐之将一（ワタナベエンターテインメント）　東谷英人　井上倫宏（演劇集団 円）　

沖田愛 他　  『クミの5月』　翻訳 津川泉　 パク・ヒョソン　 鈴木アツト　
今井美佐穂　岡田篤弥　小飯塚貴世江（クリオネ）　清水ひろみ 他　◆シンポジウム

▲ワークショップ　 一般 1,500円　シンポジウム 500円（ドラマリーディング半券提
示で無料）　 日韓演劇交流センター　☎3920-5232

演 劇 韓国現代戯曲ドラマリーディング エクストラエディション3/23（金）～25（日）

シアタートラム

演 劇 カンパニーデラシネラ『分身』『椿姫』3/16（金）～
21（水・祝）

小野寺修二　テキスト 山口茜　
王下貴司　大庭裕介　崎山莉奈　野坂弘 他

 1演目 3,800円　2演目セット券 7,000円　一般 1演目 4,000円　
2演目セット券 7,000円　高校生以下 1,000円（当日要年齢確認）　U24 3,000円　

●早割先行予約（2/1（木）まで）1演目3,500円、2演目セット券6,000円（枚
数制限あり）　世田谷パブリックシアターチケットセンターオンラインにて
ID:derashinera　パスワード:sept2018をご入力いただくか、電話・窓口にてお
伝えください。アーツカード会員、一般の方、どなたでもご購入いただけます
カンパニーデラシネラ　 derashinera@syuzgen.com　☎080-4434-1814

16:30
14:00

17:00
19:30

3/16

＝『分身』

1718192021

＝『椿姫』

 2/3（土）
一般  2/4（日）

発売
開始

演 劇 無名塾『肝っ玉おっ母と子供たち』3/28（水）～4/5（木）

ブレヒト　訳 丸本隆　 隆巴　 仲代達矢　小宮久美子　
長森雅人　松崎謙二　赤羽秀之　中山研　山本雅子　本郷弦　
鎌倉太郎　進藤健太郎　川村進　渡邉翔　井手麻渡　吉田道広　
大塚航二朗　十代修介　高橋星音　田中佑果　髙橋真悠 ほか無名塾

 S席（1階席） 8,600円　A席（2階席） 6,600円　B席（3階席） 4,600円 
一般 S席 9,000円　A席 7,000円　B席 5,000円　学生・U24（学生料金は無名
塾のみの取扱い、S席なし、当日要証明書提示） A席 5,500円　B席 4,000円

無名塾　☎3709-7506　平日10:00～18:00

16:00
14:00

293031

休
演

18:30

3/28 4/1 2 3 4 5

未就学児
入場不可

こまつ座&世田谷パブリックシアター 
シャンハイムーン
舞台は1934年8月から9月にかけての上海。「阿Ｑ正伝」「狂人日記」などで知
られる中国の偉大な文学者･魯迅と、彼を敬いかくまった日本人たちのある1ヶ
月を描きます。国を憂い、家族を思い、文学に対する情熱を燃やし続けた魯迅
が苦しみの中から見つけ出すものとは。
日本という国を心底憎みながら日本人を心から愛した魯迅。これはこの魯迅と
その妻と彼の最期に立ち会った四人の日本人が激動の中国を舞台に繰り広げ
るおかしくも哀しい物語です。

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　Sサイド席（1・2階） 8,400円※1　S席（注釈付） 8,400円※2　補助席 8,400円

一般／S席 8,600円　A席（3階） 6,500円　Sサイド席 8,600円※1　Aサイド席（3階） 6,500円※1

S席（注釈付） 8,600円※2　A席（注釈付） 6,500円※2

補助席 8,600円　高校生以下・U24／各料金の半額
※1 演出の都合上、一部見づらい場面がございます。あら
かじめご了承ください　
※2 落下防止の手すりが視界に入る可能性があるお席で
す。あらかじめご了承ください　
※未就学児入場不可　

15:00
18:30

13:30
演
休

演
休

演
休

＝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
＝貸切

2/18 19 10 11202122 23 2824252627 3/1 2 3 4 5 6 7 8 9

14:00

18:30

13:00

2/20 10 112122 23 2824252627 3/1 2 3 4 5 6 7 8 9

演
休

演
休

演
休

18:00

3月2日（金） 19:00　成城ホール

異分野との
コラボレー
ション

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

©PACO

未就学児入場不可

未就学児
入場不可

未就学児入場不可

14:00
13:00

2425

17:00
16:00

19:00

263/23
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スグラント）　 NPOのスタッフ・役員など　
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）　 1月25日10時より電話
かメール（P2記入方法参照、団体名も明記）
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
ティとしての理解を深めて、ERK（エレクト
リックレーシングカート）の組立及び試乗を
体験します。

［進行］日本EVクラブ　 中学生（世田谷区
在住在学）　 抽選30名　 3,500円（全2
回分）　 往復ハガキ（P2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（入退場自由）。　

無料　 不要、直接会場へ

「人生80年とすれば1%以上」にもなる365
日――。2017年の1年間、何かを「みっける」
ため日常をカメラに撮りためるワークショッ
プに参加した22名の、軌跡と成果を写真・
映像で発表する展覧会です。会場では“子ど
もの成長記録”や“壁”など、参加者それぞれ
のこだわりや視点が交錯します。1年分の写
真を高速スライドショーで発表する「みっけ
る」の手法に、独自の解釈も加えたサポート・
アーティスト4組のディレクションも必見。
知らない誰かの「人生の1%」が、思いもよら
ない“みっけもの”になるかもしれません。

無料　【企画制作】みっける写真道場!! 
【サポート・アーティスト】北川貴好、青山悟、
キュンチョメ、タノタイガ

1トークイベント
　「みっける」って、なんなん？
2月24日（土） 14:00～15:30　生活工房5F
教育学者でありアート・プロジェクトの現場
にも携わる石田喜美さんを迎えて、本展を事
例に、暮らしに潜む表現の可能性を開きます。

北川貴好（美術家／「みっける写真道場!!」
師範）、石田喜美（教育学者） 他　 当日先着
50名　 無料　 不要、直接会場へ
2キュンチョメの
　ダークツーリズムガイド
2月25日（日） 19:00～20:30　生活工房4F
樹海をかき分け、原発横の海に潜り、タイで
は野良犬に追われ、ドイツでは難民と出会い、
様々な場所で作品をつくってきたキュンチョメ 
の2人。インスタ映えとは対極の「観光地」案

内から、日常／非日常の境界を考えます。
キュンチョメ（アートユニット）　 当日

先着30名　 500円　 不要、当日会場へ

「情報」を自分自身で収集しながら、新しい見
方や思考方法をワークショップで体験する
連続講座です。情報を組み合わせ、独創的な
発想や相手に伝わる表現といった「編集力」
の向上を試みます。 

［進行］イシス編集学校　 http://es.isis.
ne.jp　 申込先着40名　 5,000円（全3
回分）　 電話かメール（P2記入方法参照、
年齢も明記）で生活工房へ　
※内容詳細は生活工房HP参照

団体活動におけるコミュニティづくりの大切
さと、メンバーや外部の人材（プロボノ）を惹
きつけ、ともにコミュニティづくりを進めて
いく「強くあたたかい組織をつくる方法」に
ついて学びます。各日ごとでも参加できます
が、両日の参加が効果的です。
【第3回】五井渕利明（NPO法人CRファクト

リー）【第4回】嵯峨生馬（認定NPO法人サービ

「赤と祝い」の関
係について、赤い
水引にかかわる
各地を衣服造形
家の眞田岳彦氏
がめぐった様子
とともに、5地域
の特徴的な水引
の品や氏が新た
に制作した作品
を通して、日本人 
の「祝う心」や「願い」について紹介します。

無料　【企画制作】SANADA Studio inc.

生 活デ ザイン部 門 受 賞 者の吉 川 美 鈴＋ 
川上恭輔による企画展。“はかる”ことか
ら、まちのよさに触れるきっかけをつくり、 
世田谷を再発見するプロジェクト。まちの境
界を“はかる”の視点で見つめなおし、インス
タレーションとして展開します。　

無料　

ギャラリートーク
「世田谷の境界からみる、まちを“はかる”」
2月11日（日・祝） 14:00～15:00　
3F生活工房ギャラリー
受賞者が作品について解説を行います。

［進行］吉川美鈴＋川上恭輔　 当日先着20
名　 無料　 不要、直接会場へ

クニックなどを学ぶことができます。
①12,000円～　②20分2,000円～

　※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
円　 2月7日（必着）

■武術太極拳競技　
4月30日（月・休） 9:00～ 
総合運動場体育館 他

区内在住・在勤・在学者　 個人1,000円
（中学生以下500円）、団体1人1,000円　

区武術太極拳連盟事務局（☎ 3413-
3721）　 2月20日（必着）

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8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10～15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）　 2月13日（必着）

※詳細は当財団HPをご覧ください。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

高校生相当以上　 先着各30名（12月25
日より受付中）　 各1,000円　 ①2月12
日②3月26日（いずれも必着）　

60歳以上　 先着30名（12月25日より受
付中）　 2,500円　 2月23日（必着）　

①ゴルフ教室　②個人レッスン
4人のプロからきめ細やかなワンポイント、テ

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～2019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～2019年3月の原則第1･3･（5）水曜
15:30～16:35
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～2019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（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
氏名をその他の欄に明記（参加は1名1教室）　

2月19日（必着）

▶問合せ先　 総合運動場 ☎3417-4276 3417-1734　 千歳温水プール ☎3789-3911 3789-3912　 
大蔵第二運動場 ☎3416-1212 3416-1777

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。

みんなで鬼退治！

鬼にボールをあてて、鬼退治をしよう！
鬼のかくれんぼ！鬼探しをしよう！

2月1日（木）〜3日（土）　総合運動場、千歳温水プール
節分イベント

1回券でスタンプ2個、1時間券でスタ
ンプ1個　毎週金曜日はさらにスタンプ
１個プレゼント！

小学生以上　

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！

 障害児運動教室

2月11日（日・祝）～3月17日（土）

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■
第5回世田谷区芸術アワード“飛翔”

生活デザイン部門受賞展覧会
世田谷を“はかる”プロジェクト 

2017-2018
2月9日（金）～18日（日） 9:00～20:00　

3F生活工房ギャラリー

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

開催中～2月4日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー

眞田岳彦ディレクション／
衣服・祝いのカタチvol.2

赤をめぐる旅 展
―― 祝いの水引結び

水引制作：眞田岳彦

スポーツ教室·イベント

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30回　世田谷区弓道選手権大会
（都民体育大会選手選考兼）
2月18日（日） 9:00～　総合運動場弓道場

第68回世田谷区民体育大会

世田谷オープンティーボール大会
2月25日（日） 9:00～

世田谷公園野球場　※雨天中止

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！!
【第3回】メンバーを惹きつける方法を学ぶ

3月6日（火） 19:00～21:30
【第4回】プロボノを活用する方法を学ぶ

3月13日（火） 19:00～21:30
いずれも生活工房5F 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31日（水） 14:00～15:30　2F八角堂

中学生次世代車教室2018
①3月11日（日） 11:00～16:00 

②3月25日（日） 13:00～16:00　全2回完結
［会場・共催］①東京都立総合工科高等学校、

②トヨタ東京自動車大学校

撮影：三浦康史

イシス編集学校×生活工房
情報編集力連続講座

3日で編集力を身につける
①2月18日（日） ②2月25日（日） ③3月4日（日） 

全3回完結　各日14:00～16:30 
【会場】①②生活工房5F

③イシス編集学校「本
ほ ん ろ う

楼」（世田谷区赤堤）
嵯峨生馬五井渕利明

 わくわくサッカー教室
2月17日（土）、24日（土）、3月3日（土）、17日（土）

9:30～11:00（全4回）
池尻小学校第2体育館

 千歳温水プール
座禅＆ヨガ体験教室

①2月13日（火） ②3月27日（火） 
18:45～20:15　千歳温水プール健康運動室

 千歳温水プール
ロコモ介護予防体験教室

2月24日～3月24日　毎週土曜 18:00～19:00
（全5回）　千歳温水プール健康運動室

大蔵第二運動場ゴルフ教室・
個人レッスン参加者随時募集中！

STAMP

関 連 企 画

関 連 企 画

■ ■ ■ ■ ■  次　々　回　企　画　展  ■ ■ ■ ■ ■
「みっける365日」展

アーティストと探す「人生の1％」
2月24日（土）～3月18日（日） 11:00～19:00

生活工房3～4F　月曜休み

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

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/

〒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/

申込方法
　　 はホームページで1月25日9:00から申込開始（一部事業
を除く）　※教室等申込システムへの登録が必要となります

その他は必要事項（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）を明記し、各申込先へ　※個人情報は目的以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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