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定期演奏会

せたがやジュニアオーケストラ
1年間の練習の成果をお届けします

結成8年目を迎える今回の定期演奏会では、せたがやジュニアオーケストラ
（SJO）
卒団生・大谷真結子さん
がソリストとして登場します！ 指揮には、新進気鋭にしてその活躍が秀抜な田中祐子さんを再びお招きし、
プロのオーケストラに負けない、充実のプログラムをお送りします。

3/31

SAT

土

15:00 世田谷区民会館
出

・田中祐子
（指揮）
・大谷真結子
（ヴァイオリン／SJO卒団生）
・せたがやジュニアオーケストラ
曲目

・モーツァルト：交響曲第25番ト短調 K.183
・ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調Op.26
・レスピーギ：交響詩
『ローマの松』

他

詳細は3面へ

第2ヴァイオリンパート
荒井ふみ（高2）
『SJOの演奏をぜひお聴きください』
ヴァイオリン協奏曲のソリスト・大谷さんは、SJOの元コン
サートミストレスです。卒団後も私たちの練習に顔を出し、
2ndヴァイオリンのトップとして経験のない私に、合図等を
教えてくださいました。大谷さんを迎えてこの大曲を演奏で
きることを誇りに思います。
今回演奏する曲目は、それぞれ時代も楽器編成も異なり苦
労しましたが、全員で一生懸命練習しました。ぜひ聴きにい
らしてください。

ファゴットパート
小島光（高2）
『貴重な体験ができたSJOでの集大成です』
私は、中学2年生の時に入団しました。SJOでは、プロの先
生方からの楽器指導だけでなく、学校・学年も違う人と友だ
ちになれ、自分の視野が広がりました。オーケストラは、学
校の部活では珍しいため貴重な体験になります。一般の方
はもちろんですが、入団を考えている方はぜひ一度演奏会
にいらしてください。そしてSJOがどのようなオーケストラか
感じていただきたいです。

次 回（ 3月 25日 号 ）は「区のおしらせ」に折り込まれます
インターネット

小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

画

●世田谷美術館ミュージアム コレクション

展 ■■■■■■■■■■

一般800（640）円／65歳以上、高校・大
学生600
（480）
円／中学生以下無料

■■■■■■■■ コレ クション 展 ■■■■■■■■

※障害者割引あり

開催中～4月8日
（日） 1階展示室

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。
《ネギ畑のミルクとシマ》
2016年

展 ■■■■■■■■■■

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
展覧会公式ホームページ http://paris2017-18.jp/

※工作は材料が無くなり次第終了

関 連 企 画

■古書トムズボックス

3月3日
（土）
、4日
（日）11:00～17:00
1階ロビー
絵本編集者の土井章史さんが、これまで買
い集めてきた本を特別に販売する、2日間限
定のポップアップストアです。
託児サービス
（事前申込制・有料）
3月25日
（日）13:00～16:00
イ ベ ン ト 託 児®マ ザ ー ズ ☎0120788-222（平 日10:00～12:00、13:00～
17:00）

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
※
（ ）
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）

◆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

回

企

自然と人間の深い
つながりや、生命
の尊厳をテーマ
に描き続けた日本
画 家・ 髙 山 辰 雄
（1912-2007）の
70余年の画業を、
過去最大規模の約
120点を集めて回
顧します。
一般1,200円
他

画

展 ■■■■■■

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
関連企画

◆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

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・休日の場合は翌平日）
、展
一 般200（160）円 ／ 高 校・大
示替期間
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

向井潤吉アトリエ館
展覧会

向井潤吉1970’
s-1980’
s 民家集大成
開催中～3月18日
（日）

髙山辰雄
《少女》
1979年

講義と実技と鑑賞で、総合的にアート
を学びます。
日程：5月から12月の原則、火・木曜
日
（45日間）
18歳以上の世田谷区
在住、在勤、在学者または当館友の会会
員
抽選60名 受講料70,000円
（教
材費含む） ※詳細はHP参照
［募集期間］
3月1日
（木）
～31日
（土）

区民ギャラリーA

2/27～3/4

3/6～11
3/13～18

3/20～25

区民ギャラリーB

こどものアトリエはだかんぼの森
森の展覧会2018 たのしいおくりもの
野田俊和水彩画展

外環道東名ジャンクション
（仮称）
換気塔色彩デザインコンクール
川崎忠克水彩画展
世田美・美術大学29期展
写真の地層展 Vol.19

桜美会展
岡本福祉作業ホーム作品展

第4回翠月会展

丸山徹作品展-風の音階- ※15日〜公開

第2回28期の会展
星野文昭・暁子絵詩展

都展 第40回世田谷支部展

カシャっこサークル写真展

誠之フォトクラブ写真展

石山篤・石山修兄弟展

※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

割 引
引換券
2

観覧料

世田谷文学館

2階展示室

「ミロコマチコ

開催中～4月8日（日）

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

2018年2月25日

池澤夏樹
（作家） ※参考図書『池澤夏樹、文学
抽選150名
1,500円
（友の会会員は新年度会員証提示
で無料）
往復ハガキ
（欄外記入方法参照）
で当館
「友の会」
へ
3月31日
（必着）
全集を編む』

料金改定の予定 世田谷区の区民利用施設使用料の見直しにより、平成30年10月ご利用分からの料金が
のお知らせ
改定される予定です。詳細は、世田谷美術館ホームページの新着情報をご覧ください。

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

世田谷美術館 区民ギャラリー
期 間

4月14日
（土）14:00～16:00 1階文学サロン

平成30年10月〜平成31年3月分の区民ギャラリー後期
利用申込受付
（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）
［受付日］平成30年4月7日
（土）
、8日
（日）10:00～16:00
［受付場所］世田谷美術館地下１階創作室、清川泰次記念ギャラリー
［抽選会］平成30年4月22日
（日）
世田谷美術館講堂にて。詳細は受付時にご案内します。

〠154-0016 世田谷区弦巻2-5-1 ☎5450-9581

世田谷美術館
美術大学
30期生 募集

※障害者

世田谷文学館友の会総会記念講演

「文学で知る古代日本人の性格」

区民ギャラリー利用申込受付

4月14日
（土）
～6月17日
（日） １階展示室

割引あり ※リピータ－割引
（会期中）
：本展有料チ

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

〒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）

人間・髙山辰雄展
――森羅万象への道

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

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〉

※いずれかのみの参加も可

『オレときいろ』
（絵本原画）
2014年

■■■■■■ 次

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
Photograph©Museum of Fine Arts, Boston

pipioといっしょに
おはなしとあそびのじかん
春がきたよ でておいで！

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。

Ar t

世田谷美術館

※
（ ）内は20名以上の団体料金

●清川泰次記念ギャラリー

■■■■ ライブラリー
〈ほ ん と わ〉■ ■ ■ ■

ＳＦ・再始動

※
（ ）
内は20名以上の団体料金

開催中～4月8日
（日） ２階展示室

画

●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）
［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/

ミロコマチコ
いきものたちの音がきこえる

■■■■■■■■■■ 企

●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

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。
《春塘》
［埼玉県川越市郊外］
1984年

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

清川泰次 平面と立体

開催中～3月18日
（日）

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。
《Painting No.497》
1997年

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
2/27〜3/4

第 四 十 三 回「雁 鴻 会 書 展」野 島 恵 子 書 作
展 ※2/28〜公開

3/6〜11

プラタナスの会

3/13〜18

水彩二人展

早春賦

※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
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/
展覧会

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）

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51点を展示
します。宮本三郎の作品
（油彩3点、素描5点）
は小コーナーでの展示となります。

〈実技講座〉
140字で綴る美術鑑賞文
4月21日
（土）14:00～16:00
作品鑑賞にまつわる著作を数多く発表され
ている布施英利さんを講師に迎え、宮本三郎
の作品を間近に観ながら、絵画の構図・色
彩・人物造形をテーマに、それぞれ140字程
度の短い文を書く実技講座です。
布施英利
（美術批評家・解剖学者）
一般
申込先着20名
（2月25日より受

割 引
引換券

観覧料

世田谷美術館

1・2階展示室

付）

1,500円

下記参照

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催

人ひろば vol.39
植物の癒しの力

～わたしとフィトセラピー
（植物療法）

4月8日
（日）14:00～15:30
（開場13:30）
自由が丘で「フィトセラピスト
（植物療法の
専門家）
」を養成する学校を開設している
池田明子さんに、古来より人間が様々なかた
ちで利用してきた植物の持つ力についてう
かがいます。セルフケア体験付き。
池田明子
（ソフィアフィトセラピーカレッジ
校長） 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
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）
。 ※1イベントにつき1
通、2名まで ※詳細はHP参照

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

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

凡例

出演

講師

対象

定員

料金

申込み

締切

Music

音楽事業部

問合せ先

〒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

宮川彬良の

異分野とのコラボレーション

お話と音楽で贈る「建築と音楽」

池辺晋一郎

©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

ダイナマイト

しゃかりきサ～カス
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

田中祐子（指揮）
大谷真結子（ヴァイオリン／SJO卒団生）
せたがやジュニアオーケストラ 音楽監督 池辺晋一郎
池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲
（2011年委嘱作
品） モーツァルト：交響曲第25番ト短調K.183
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調Op.26
レスピーギ：交響詩『ローマの松 』

※曲目は予告なく変更する場合がございます

1,000円

5月12日
（土）
～6月3日
（日）
シアタートラム

KAAT神奈川芸術劇場と世田谷パブリッ
クシアターの初の共同制作作品として、
アイルランドの鬼才エンダ・ウォルシュ
による戯 曲『バリーターク』を、演 出・
白井晃×草彅剛×松尾諭×小林勝也とい
う驚きの顔合わせで上演することが決定
しました。どうぞご期待ください。

〒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

こまつ座&世田谷パブリックシアター

シャンハイムーン
2月18日
（日）
～3月11日
（日） 世田谷パブリックシアター
1934年8月から9月にかけての上海を舞台に、魯迅とその
妻広平をかくまった日本人との交流を描いたおかしくも悲
しい物語です。

演出 白井晃

草彅剛 松尾諭 小林勝也
6,800円 3月3日
（土）10:00発売
（先着順、オンラインにて受付）

※電話・窓口販売なし ※お1人様1公演かぎり2枚まで

一般 7,000円 高校生以下、U24 一般料金の半額 一般発売 3月4日
（日）10:00〜（初日特別電話☎5432-1570・オンラインにて受付）

※窓口販売なし ※高校生以下は一般発売日より電話予約のみ取り扱い。年齢を
確認できるものを要提示 ※未就学児入場不可
5/12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6/1 2 3

13:00
14:00
18:00
19:00
☎5432-1526へ）

http://www.kaat.jp/

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
2/25 26 27 28 3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
見づらい場面がございま
13:30
休
休
す。あらかじめご了承くだ 18:30
演
演
さい
＝視覚障害者のための舞台説明会あり
※2 落下防止の手すりが
（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）
視界に入る可能性がある
＝収録のため客席にカメラが入ります。
お席です。あらかじめご了
＝学生団体観劇あり
承ください
＝貸切
※未就学児入場不可

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

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
『地域の物語』は、地域に暮らす人々が、様々な人やものごとと向き合い、舞台
をつくりあげるプロジェクトです。今年度は「生と性をめぐるささやかな冒険」
をテーマに、
〈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〉と3部活を設定し、約30名で進行しています。全
17回のワークショップで考えてきたことを、最終日に演劇の形で発表します。

※3歳未満入場不可

音楽事業部

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

KAAT神奈川芸術劇場
×世田谷パブリックシアター 共同制作

＝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

☎5432-1515

世田谷区民会館

昨年4月に新メンバーが加わり、一段とパワーアップし
た「せたがやジュニアオーケストラ（SJO）」。10月に行
われたオータムコンサートでは、半年間の練習の成果
を発表しました。日曜を中心に、暑い夏休みや学校行
事の合間にも練
習 を 重 ね、今 回
はその集大成を
お聴きいただき
ます。

※未就学児入場不可

Th e a t r e

世田谷パブリックシアター

バリーターク

©PACO

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。

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

神奈川公演あり。詳細は

3月31日
（土）15:00

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
ルな歌声とともにとき明かしま
す。ラストはいつもの『きずな』
を大合唱！ ご期待ください！
宮川彬良

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
小林沙羅
3,200円 一般 3,500 宮谷理香
河野紘子
©Akira Muto ©Hitoshi
※未就学児入場不可
円
Iwakiri

作 エンダ・ウォルシュ

第8回定期演奏会

～世の中のことは音楽から学べ！～
3月21日
（水・祝）17: 00
烏山区民会館

澤岡清秀

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

せたがやジュニアオーケストラ

せたがや音楽研究所#9

3月2日
（金）19:00
成城ホール
建 築 家 澤 岡 清 秀は 音 楽を 考
え ながら図面を引き、作曲家
池辺晋一郎は建築的な構造を
考えながら五線譜に臨むとい
う。そんな 建 築と音 楽の密 接
な関係を、無類の音楽好きで
もある澤 岡と池 辺という、両
分野のプロフェッショナルが
生の演奏を交えて語ります。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷区制85周年記念事業

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！
！

岸 リトラル

2月20日
（火）
～3月11日
（日） シアタートラム
死んだはずの父がよみがえり、息子と二人で葬
られるべき場所を探して故郷をさまようという
摩訶不思議なストー
リー。空想と現実の
世界を行き来しなが
ら、封印された家族
の歴史を解き明かし
ていきます。ぜひお
見逃しなく！
作 ワジディ・ムワワド
演出 上村聡史

翻訳 藤井慎太郎

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
2/25 26 27 28 3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13:00
14:00
18:00
18:30

休
演

休
演

3月18日
（日）11:00／15:00
シアタートラム

劇場に是非、足をお運びください。いらしてくださったみなさんと
一緒に、考える場をつくりたいと思っています。

全席自由 入場無料（ 2月27日（火）12:00〜事前電話予約受付）
※詳細は決定次第劇場HPにてお知らせします
※11:00と15:00は同じ内容です。いずれの回も撮影が入る可能性があります

ワークショップ風景

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 Ａ
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

3/28 29 3031 4/1 2 3 4 5
休演

ブレヒト 訳 丸本隆
隆巴
仲代達矢 小宮久美子
未就学児入場不可
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

高校生以下割引あり

（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

3/16（金）～
21（水・祝）

演劇

演 劇 3/28（水）～4/5（木） 無名塾『肝っ玉おっ母と子供たち』

14:00
16:00
18:30

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

●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

カンパニーデラシネラ『椿姫』
『 分身』

小野寺修二 テキスト 山口茜
未就学児入場不可
王下貴司 大庭裕介 斉藤悠 崎山莉奈 野坂弘 他
1演目 3,800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
カンパニーデラシネラ
derashinera@syuzgen.com ☎080- 4434-1814
＝『椿姫』

3/16 17 18 19 20 21

14:00
16:30
17:00
19:30
＝『分身』

シアタートラム
演 劇 3/23（金）～26（月） 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 24 25 26

13:00
14:00
16:00
17:00
19:00

『ぼんくらと凡愚』 翻訳 津川泉
キム・サンヨル
シライケイタ
東谷英人 阿岐之将一 他
『クミの五月』 翻訳 津川泉
パク・ヒョソン
鈴木アツト
村山かおり 岡田篤弥 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

未就学児
入場不可

2018年2月25日

3

凡例

出演

講師

対象

定員

料金

画

締切

問合せ先

会員割引対象

De s i gn

生活工 房
■■■■■■■■■■ 企

申込み

展 ■■■■■■■■■■

「みっける365日」
展

アーティストと探す
「人生の1％」
開催中〜3月18日
（日）11:00～19:00
生活工房3～4F 月曜休み

〒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/

区の美術館で学芸員を勤めていた小金沢智
さんをお招きして開催するアート放談。ロー
カルな視点を交えながら現在のアートにつ
いて語ります。
青山悟
（美術家）
、小金沢智
（太田市美術
館・図書館学芸員）
当日先着30名
500円
不要、直接会場へ

■■■■■■■ 次

回

企

画

展 ■■■■■■■

会場へ ※マットや段ボール箱に座って大画面で
鑑賞します

■上映作品

「毛織の頭巾付き外套
“ブルヌス”
の洗濯」＊写
真
（アイト・ハディドゥ族／北アフリカ アトラ
ス高地／1970年／9分）
「
、ムラサキホコリカ
ビの一種 変形体相」
（1972年／14分）
ほか
計7本程度

市民活動支援コーナーの日々展
2018
3月23日
（金）
〜4月15日
（日）9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー 会期中無休
「人生80年とすれば1%以上」にもなる365
日――。2017年の1年間開催した長期ワー
クショップ「みっける365日」に参加した22
人が、365日で撮りためた写真を高速スライ
ドショーにして一挙展示します。会社員、主
婦、江戸東京野菜コンシェルジュなど、バラ
エティ豊かな参加者らのこだわりや視点が、
サポート・アーティスト4組のディレクショ
ンのもと会場で交錯します。知らないだれか
の「人生の1％」を通して、私たちの365日を
「みっける」
展覧会です。
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
関 連 企 画

1北川貴好プレゼンツ
占い師とめぐる全体講評会

3月3日
（土）19:00～20:30 生活工房4F
本企画で知り合った占い師が、独自の視点で
作品を講評、そのコメントをもとにアーティ
ストが即興でドローイング。美術家と占い師
が協働して挑む、パフォーマンス要素の強い
ユニークな公開講評会です。
北川貴好
（美術家）
、大塚ひさよ
（占い師）
、
森田幸江
（みっける探偵）
当日先着30名
500円
不要、直接会場へ

2青山悟×小金沢智トークイベント
世田谷／目黒から語るアートの現在

3月4日
（日）14:00～15:30 生活工房4F
目黒区在住の青山悟さんが、隣接する世田谷

登録団体の個性豊かな活動を紹介する展覧
会です。
無料 ［主催］
市民活動支援コーナー

vol.3
「みみをすます」

3月24日・31日
（土）11:00～16:30 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3弾。上映する映像はほとんどが無声。
そこにない音を想像し、じっと耳を澄まして
みましょう。ワークショップでは映像の人々
や生物の動きを真似てみたり、音をつけたり、
舞台装置を作ったりして、記録映像の中の営
みを全身で想像・創造する実験をします。
＊上映会
（1日目）
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、NPO法人アート
フル・アクション

★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
2,000円
（2日分） 往復ハガキ
かメール
（P2記入方法参照、年齢も明記）
で生
活工房へ
3月10日
（必着）

★上映会のみの参加要領

3月24日
（土）
上映時間 11:00～12:00
当日先着50名
500円
不要、直接

©
（公財）
下中記念財団

NPO・市民活動のためのステップ・アップ講座

【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
詳細HP参照。
【第3回】
五井淵利明
（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）
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

朗読講座

豊かなことばの世界
1水曜講座
（午前・午後）
〈名作を読む〉

申込
方法

はホームページで

4月～6月

1 総合運動場
8,100円～

2月26日 9:00
申込み開始 先着順

総合運動場温水プール
スタンプカードフェア

スタンプ10個集めて施設利用券をもらおう！

3月1日
（木）
～31日
（土）

1回券でスタンプ2個、1時間券でスタンプ1
個、毎週火曜・金曜はさらにスタンプ１個プ
レゼント！
小学生以上

スポーツ教室·イベント
avex Method
世田谷ダンスカレッジ

4月3日～2019年3月26日 毎週火曜
（通年）
千歳温水プール
新ダンス教室！リズムにのって楽しく踊ろう！
幼児～高校生
先着各20名
月謝制
（年会費あり）
定員に達し次第締め切り

はじめようスイミング
①烏山コース 4月3日～5月29日 毎週火曜

10:00～12:00
（全9回） 烏山中学校温水プール
②梅丘コース 4月4日～5月30日 毎週水曜
10:00～12:00
（全9回） 梅丘中学校温水プール
①②18歳以上
①②先着50名
①②8,100円
定員に達し次第締め切り
① ②

4

2018年2月25日

出展者募集！

【開催日】
4月21日
（土）
・22日
（日）11:00～17:00
【開催場所】
生活工房3～5F
オリジナルのクラフトやアート作品を制作し
ている個人やグループを募集します。
※詳細アートフリマ公式HP参照

http://artfleama.net/にて
3月19日
（必着）
世田谷アートフリマ
プロジェクト：中根
（世田谷233） ☎54308539
（12:00～20:00／火・水曜は不在）
setagaya@artfleama.net

4月5、12、26日、5月10日
作品：芥川龍之介著
『杜子春』
秋山隆
（NHK日本語センター）

※教室等申込システムへの
登録が必要となります

ヨガ、ピラティス、体幹トレーニング、ベリーダンスなど

先着順

キッズ、親子教室、ヨガ、ダンス、スイミング教室など

3 大蔵第二運動場

婦人体操、健康体操、ゴルファー’sトレーニング

先着順

7,700～11,000円

4総合運動場温水プール

はじめようスイミング、スイムレッスン、
レベルアップスイミング、ベーシック＆セーフティースイミングなど

5,600円〜

3417-2813

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

3月13日（火）10:30～12:00 千歳温水プール集会室
東京農業大学教授による講義で、健康寿命の
延伸につながる食生活について学べます。
65歳以上
先着30名
無料
定員
に達し次第締め切り

レベルアップスイミング

4月5日～5月31日 ※除外日あり 毎週木曜
10:00～12:00
（全8回） 烏山中学校温水プール
18歳以上
先着30名
定員に達し次第締め切り

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

avexダンスプログラム無料体験会開催！
3月25日
（日） 総合運動場体育館 会議室兼軽運動室

1 bambeat!

（1～3歳 ※自立歩行可能なお子様）
10:00～10:45

2 bambeat!

（0～1歳 ※自立歩行前のお子様）
11:00～11:45

3 TRF EZ DO DANCERCIZE

先着①②15組
③20組
無料
定員に達し次第
締め切り

（高校生相当以上）
12:00～13:00

運動と食に関する講座

7,200円

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
※詳細は当財団HPをご覧ください

■

世田谷アートフリマ vol.29

2木曜講座
（午後）
〈はじめての朗読〉

2 千歳温水プール
7,200円～

事前申込みが必要で、３カ月間週１回定期的に運動できる
教室です。
※定員はプログラムにより異なります。定員に達し次第締
め切り ※一部託児サービスがあります ※システム登録
のうえHPからお申込みください

３月4日
（日）13:30～16:00 生活工房5F
朗読を通して、ことばと向き合ってきた講座
受講生たちが、その成果をお披露目します。
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを、ぜひ聞き
にいらしてください。
［共催］
（一財）
NHK放送研修センター
当日先着50名
無料
不要、直接会
場へ

総合運動場 ☎3417-4276
3417-1734
総合運動場温水プール ☎3417-0017
3417-0013
千歳温水プール ☎3789-3911
大蔵第二運動場 ☎3416-1212
3416-1777
烏山中学校温水プール ☎
3300-6703
梅丘中学校温水プール ☎
3322-6617

2月26日 9:00から 一斉申込

コース型フィットネス教室

29年度受講生による発表会

4月4、11、18、25日
作品：大岡信著
『言葉の力』
岩井正
（NHK日本語センター）

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
▶問合せ先
3789-3912

4月6、13、27日、5月11日
作品：井上ひさし著
『四千万歩の男』
金野正人
（NHK日本語センター）
いずれも生活工房5F
午前クラス：各回10:30～12:30
午後クラス：各回13:30～15:30
申込先着15名
（継続受講の方で定員に達
する場合があります）
4回分
18,500円、一般20,500円
（一財）
NHK放送研修センター
☎3415-7121
（受付時間9:00～18:00）
http://www.nhk-cti.jp/
関 連 企 画

組織づくりのための
ヒント／コツを学ぼう！!

映像のフィールドワーク・ラボ

3金曜講座
（午後）
〈はじめての朗読〉

第1期デイタイムテニススクール

A月曜コース 4月2日～5月14日
B金曜コース 4月6日～5月18日
※ABともに除外日あり、クラス分けあり
18歳以上
先着各8～16名
7,500／11,000円
（クラスにより異なりま
す） 定員に達し次第締め切り

■ゴルフ教室・個人レッスン
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、
テクニックなどを学ぶことができます。
①12,000円～②20分2,000円～

親子スポーツ観戦デー
サッカー 2018明治安田生命
J2リーグ第8節
～東京ヴェルディ VS FC岐阜〜

4月7日（土）15:00 キックオフ 味の素スタジアム
区内在住・在学の小･中学生とその家族
小・中・高校生、65歳以上の方は無料
（そ
の他の方は特別価格にてご招待）
東京
ヴェルディ株式会社
（☎3512-1969）
https://f.msgs.jp/webapp/form/20146_
wudb_29/index.do
3月26日
（必着）

元気なシルバーいきいきトレーニング
①大蔵コース 4月11日～8月22日
※除外日あり 毎週水曜 9:30～11:30
（全18
回） 総合運動場体育館第一武道場
（畳）
・ト
レーニングルーム
②千歳コース 4月12日～8月23日
※除外日あり 毎週木曜 13:00～15:00（全
18回） 千歳温水プール・体育室
①②ともに
60歳以上の方で医師に運動
を止められていない方
抽選①30名②25
名
20,000円
3月12日
（必着）

障害児
（者）
水泳教室
①イルカ水泳教室 4月23日～6月25日

※除外日あり 毎週月曜 18:30～20:00（全

7回） 千歳温水プール

②くじら水泳教室 4月23日～6月25日
※除外日あり 毎週月曜 18:00～19:30
（全7
回） 総合運動場温水プール
軽度な知的・身体障害のある①は小学生
②は中学生以上の方で、トイレを使用する際
に介助を必要とせず、教室開催中に付添人の
会場待機が可能な方
抽選①20名②10名
①1,700円②4,000円
障害の内容をそ
の他の欄に明記
3月12日
（必着） ※詳細
は当財団HPをご覧ください

大 会
※詳細は各問合せ先へご確認ください

アーチェリー春季世田谷選手権
3月18日
（日）9:00～ 世田谷公園洋弓場

1,000円
世田谷公園洋弓場に掲示の
申込書に記載
3月11日
（必着） 区アー
チェリー協会・松村
（☎090-3247-4645）

第65回 春季区民ゲートボール大会
4月12日
（木）9:00～
総合運動場陸上競技場
※予備日:4月13日
（金）

1チーム2,000円
区ゲートボール
協会・村石
（〒154-0017 世田谷1-23-3 ☎
3439-1108） 3月22日
（必着）

再生紙を使用しています

