
次回（9月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

4年目となる今年は、これまでの
「楽しく歌おう！ベーシックコース」
（3クラス）に、「歌う力をみがく！アドバ
ンスコース」を新設し、4クラスとなります。
また、本場アメリカの敏腕ゴスペルディレク
ター、ゴスペルグループ“グローリー・ゴスペル・
シンガーズ ”のフィリス・マッコイ・ジョベルト氏を
監修に迎え、直接指導を受けられる特別ワークショッ
プも開催！ ゴスペルを楽しく学びながら、仲間と一緒
に本番のステージに向けて充実のワークショップを体
験してみませんか？

 ©武藤奈緒美

8.25 9.25土 火

ワークショップ参加者募集！
ゴスペル！2018

Let's Sing

応募期間

ゴスペル音楽に興味があり、積極的に挑戦してみ
たい方。全5回のワークショップおよびリハーサル
と公演の各日すべてに参加できる方 他

対 象

参 加 費 9,000円
（別途ゴスペルローブレンタル費4,000円）

成 果 発 表
公 演 12月15日（土）　世田谷区民会館

フィ
リス
・マッコイ・ジョベルト

詳細は「せたおん」ホームページまたは参加者募集チラシをご覧ください
http://www.setagayamusic-pd.com/event/721.html せたおん 検索

世田谷パブリックシアター
チケットセンター前売情報

TICKET P3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   5432-1501  http://www.setagaya-bunka.jp/　
公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団   〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1　   3417-2811  http://www.se-sports.or.jp/ 

発行
・
編集

次回（9月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
“世田谷芸術百華”とは9月から2月の期間中に、劇場や美術館（分館）・文学館などの文化施設のみならず、まちかど
や商店街、公園などの身近な場所で、多彩な文化・芸術の催しが華の咲き誇るように展開されるフェスティバルです。
プログラムは、せたがや文化財団各施設、区役所、出張所、図書館などで配布しています。

まもなく開幕　世田谷芸術百華

2018.8.25

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（チケットセンター/前売情報）　　　生活工房　　　世田谷区スポーツ振興財団P2 P2 P3 P3 P4 P4
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P3公演詳細は　　 へ
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一般1,000円 他　※詳細はHP参照

本展では、草屋
根の民家を描き
続けたことで知
られる向井潤吉
の画業を主軸と
しつつ、彼が感
慨をこめて綴っ
たエッセイに登
場する、様々な人々の作品や諸資料もあわせ
てご紹介し、画家の足跡を辿ります。

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　※本展覧会は、宝くじの助成により実施します

講演会「日本の民家の特徴」
9月22日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂

藤森照信（建築家・建築史家・江戸東京博物
館館長）　 先着140名　 無料
※当日12:00からエントランス・ホールにて整理券を
配布　※手話通訳付

講演会「向井潤吉、その歩みと言葉」
（世田谷美術館友の会共催事業）
9月23日（日・祝） 14:00～15:30（開場13:30） 
講堂

橋本善八（当館学芸部長）　 先着140名　
無料　※当日12:00からエントランス・ホールに

て整理券を配布　※手話通訳付
◆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誰でもその場で楽しめる
簡単な工作。

どなたでも　 1回100円

日本の音楽シーンに革新をもたらしたアー
トディレクター、信藤三雄の全貌に迫る展
覧会。松任谷由実、ピチカート・ファイヴ、
Mr.Children、MISIAなど、数多くのミュー
ジシャンのCDジャケットを制作し、ミュー
ジックビデオや企業CMのディレクション、書
道家としての一面も持つ信藤三雄のクリエイ

世田谷にゆかりの深い小説家・北杜夫氏旧蔵
資料のうち、平成29年度に新たに寄贈いただ
いた資料を中心に紹介します。北杜夫氏の芥川
賞受賞作『夜と霧の隅で』原稿や、父・齋藤茂吉
の歌集稿本や書画などの自筆資料ほか、茂吉愛
蔵の正岡子規、幸田露伴、芥川龍之介らの短冊
や書軸などを展示します。
ムットーニコーナーでは、今春から新しい3
作品《アトラスの回想》、《蜘蛛の糸》、《題のな
い歌》が加わりました。文学作品をもとにした

「ボックス・シアター」で繰り広げられる物語
世界をお楽しみください。

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）

細川光洋（静岡県立大学教授）　 どなたでも　

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　

東京という街のすがた、そこを行き交う人々が
つくりだす景色。当館の写真コレクションによ
り、1930年代以降の東京を、時の経過ととも
に展望します。

濱田窯の系譜――
濱田晋作　濱田友緒展　

子どもとおでかけ美術館
まち ひと くらし のおはなし会
プログラム①8月31日（金）、9月9日（日）、②9
月27日（木）、10月8日（月・祝） 15:00～15:40
出①おはなし広場、②おはなし星の子　 当日
先着10組程度　 要展覧会チケット　

出河原伴子、河原抄子　［曲目］湯浅譲二　箏
ことうた

歌　
芭蕉五句 ―箏と十七絃による― 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　 10月15日

（消印有効）  ※未就学児入場不可  ※詳細はHP参照

宮沢賢治の名作を引用しながら生まれた、新た
な言葉と音楽のパフォーマンス。夜の美術館の
エントランスで上演します。
出古川日出男、管啓次郎、小島ケイタニーラブ、
柴田元幸　 各日約90名　 一般3,000円／
大学生1,500円／立ち見2,000円（高校生以下
無料）　※予約分は完売、当日券は若干あり。詳細は
HP参照　※未就学児入場不可

ティビティを、レコード、CD、ポスター、写真、
映像、書など1,000点以上の展示作品で紹介
します。どうぞお見逃しなく。

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 　※障害者割引あり　
※9月17日（月・祝）は企画展・コレクション展ともに
60歳以上観覧無料

向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー［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（8月27日～9月7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

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
9/11～16 今日も元気に　ユズリハ（12日10:00より公開）

9/17～23 第二回　春陽会門下 書道作品展（19日14:00
より公開）　※9/18（火）は休館

9/24～30 ねこじゃらし展　※9/25（火）は休館

※ 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）

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

〠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　民家と街道

開催中～8月26日（日）
展覧会

向井潤吉　民家の旅 
風土のかたちを求めて

9月8日（土）～
2019年3月17日（日）

展覧会
清川泰次　色と色のハーモニー

開催中～8月26日（日）

展覧会
清川泰次

昭和の学生旅行
9月8日（土）～

2019年3月17日（日）

世 田 谷  美  術  館  分  館

11月4日（日） 14:00～15:45（開場13:30）
「頭山」などの作品で国際的に活躍するアニメー
ション作家で「おやおや、おやさい」「べるがな
る」など絵本作家としても知られる山村浩二 

氏に、自身の作品制作の経緯を伺いながら、
絵本とアニメーション創作の面白さを語って
頂きます。　 山村浩二（東京藝術大学教授、
奥沢在住）　 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

9月22日（土） 13:30～17:00（開場13:00）
ロッシーニ作曲のオペラ「チェネレントラ」を
解説付きでご紹介。　 どなたでも　 申込
先着50名　 500円　 下記参照

《歌い手》1964年

〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　 5483-3836　
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

宮本三郎記念美術館

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.41

「絵本とアニメーション創作の喜びとこれから」

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.38

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

8/21～26 第68回はたらく消防の写生会展
’18陶陶展～彩りの土の舞～
グループ・ジグザグ作品展　Vol.19 

8/28～9/2 第10回雅遊会作品展 theCCC作品展　No13　※29日～公開

9/4～9
桜丘写友会写真展

江戸表具を愛する会展-和の空間鈴木写真工房WS　“MonochromeSession2018”

9/11～16 なごみの会心わ画展　※12日～公開 世田谷美術大学21期生作品展
写真クラブ「すばる」 青人会展

9/17～23
休館日　9月18日（火）

植物画教室作品展 第5回セタビ25期展
世田美・美術大学第2回29期展 世田美27期アート展

9/24～30
休館日　9月25日（火）

誠之フォトクラブ写真展
パレット99絵画展日本伝統工芸「組子」アート展

成城・砧・色彩　※26日～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）。お問合せは当館総務担当まで

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～9月17日（月・祝）
　　　　  「ビーマイベイビー　信藤三雄レトロスペクティブ」
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階展示室　9月8日（土）～11月4日（日）
　　　　  民家の画家　向井潤吉 人物交流記 展
一般1,000→900円　65歳以上、高校・大学生800→700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

抽選150名　 1,000円（会員は800円）　
往復ハガキ（欄外記入方法参照）で世田谷文

学館友の会へ　 9月11日（必着）

木の実や小枝など自然素材を用いて、誰でもオ
ブジェを制作できるプログラムです。想像力を
膨らませて自由に立体作品を作ろう！

須藤正男　 どなたでも　 各回抽選20組　
無料　 往復ハガキ（欄外記入方法参照、学

年・年齢・ご希望の時間帯①か②も明記）で当
館どこでも文学館担当へ　 9月15日（必着）

第39回の世田谷区民絵画展は、これまでの洋画、日本画といった技法別の枠をなくし、テーマ毎に作
品を募集いたします。

［募集テーマ］①人物、②生きもの、③風景、④静物、⑤心象、⑥年中行事・生活、⑦その他
［受付日時］10月13日（土）、14日（日） 10:00～16:00　世田谷美術館 講堂　
［展覧会］2019年1月4日（金）～13日（日）　※詳しくは当館HPまたは、世田谷美術館および分館、せたがや
文化財団施設、区役所、支所、出張所、図書館、区民センターなどで配布の要項をご覧ください

第39回 世田谷区民絵画展 作品募集

［受付日］平成30年10月6日（土）、7日（日） 10:00～16:00　［受付場所］世田谷美術館、清川泰次記念ギャラリー
［抽選会］平成30年10月28日（日）受付 10:00～、抽選会開始 10:30～　世田谷美術館 講堂　
※詳細は受付時にご案内します

区民ギャラリー利用申込受付 2019年4月～9月分の区民ギャラリー前期　利用申込受付
（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

関 連 企 画

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

ピチカート・ファイヴ「スウィート・ピチカート・ファイヴ」
（TRIAD／1992年）

荒木経惟〈東京物語〉より
 1988年

●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、夏休み期間、次の観覧料は無料です。

ビーマイベイビー
信藤三雄レトロスペクティブ

開催中～9月17日（月・祝）　２階展示室

没後40年　濱田庄司展
大阪市立東洋陶磁美術館 

堀尾幹雄コレクションを中心に

開催中～8月26日（日）　１階展示室

民家の画家
向井潤吉 人物交流記

9月8日（土）～11月4日（日）　１階展示室

ミュージアムコレクション 

東京スケイプ Into the City
開催中～10月21日（日）　2階展示室

新収蔵・北杜夫
コレクションを中心に

開催中～9月17日（月・祝）

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

コーナー展示

企　画　展 

企　画　展 

プロムナード・コンサート
箏
こ と

と十
じゅう

七
し ち

絃
げ ん

による河原伴子 河原抄子
ジョイント コンサート

11月11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.16

朗読劇『銀河鉄道の夜』
9月29日（土）、30日（日） 各日20:00開演

エントランス・ホール

関 連 企 画

《田麦俣にて》
［山形県東田川郡朝日村田麦俣］

 1963年

どこでも文学館　ワークショップ
ネイチャーコラージュ～自然素材に親しもう～

平成30年度　文化庁
地域の美術館・歴史博物館を中核としたクラスター形成事業

9月29日（土） ①11:00～ ②13:30～
奥沢区民センター第一会議室

世田谷文学館・友の会　共催講演
文学と音楽との対話

━白秋・啄木の詩と音楽
9月22日（土） 14:00～16:00
世田谷文学館　文学サロン

展覧会
宮本三郎 親密な空間
開催中～8月26日（日）

展覧会
宮本三郎　装飾性の展開

9月8日（土）～
2019年3月17日（日）

齋藤茂吉
《グラジオラス》

ムットーニ
《アトラスの回想》2015年

《西日の片瀬江ノ島よりの江ノ島》1938年

《遅れる春の丘より》［長野県北安曇郡
白馬村北城］ 1986年　世田谷美術館蔵

世田谷文学館

世田谷美術館

iterature

rt

〒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/

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　 3415-6011　ハローダイヤル 5777-8600　 https://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）

L

A

▲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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 出場バンド募集！

応募締切 9月20日（木）
資格
・�メンバーに世田谷区在住もしくは在学や在勤者が
いること
・全員がアマチュアであること
・メンバーの平均年齢が35歳以上であること�他
大会概要
◦第一次予選　音源審査
◦第二次予選　ライブハウス演奏
　（11/11、11/17、11/18、11/24、11/25）
◦最 終 予 選 　ライブハウス演奏（12/2）
◦決 勝 大 会　2019年2/17（日）　世田谷区民会館
　※審査員および観客による審査
審査員：湯川れい子（音楽評論家）　
井上鑑（作編曲家・キーボード奏者）　　　　
鳴瀬喜博（ベーシスト・カシオペア3rd）

※詳細は順次、HP・チラシ等でお知らせします

歌の寿命は意外と長い。子どもの頃に歌ったり聞い
たりした音楽が、心の故郷やよりどころになっては
いませんか？ アキラ所長が感じるノスタルジーにつ
いて、歌声とともに楽しみましょう！ 

古典派音楽からプログレッシブ・ロックま
で演奏する、日本でも異色の実力派弦楽
四重奏団。その目覚ましい活動は、多くの
ファンからいつも注目されています。そん
な彼らが、フル・フラット形式の成城ホー
ルだからこそ味わえる、目を見張るような熱演を繰り広げます！

世田谷からゴスペルを通じて歌
う喜びを発信！ ワークショップで
歌声を磨いたクワイアと、ゴスペ
ルアーティストのステージをお楽
しみください。

指揮者・阿部未来さんとともに、
新たなメンバーで今年の秋を彩
ります。スペシャルシートや楽器
体験コーナーに参加して、オーケ
ストラの魅力を体感してみよう！ 宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　保坂展人（世田谷

区長）　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）　ことのみ児童合唱団　
世田谷ジュニア合唱団　ひばり児童合唱団　せたがや音楽研究所合唱団

 2,800円　一般 3,000円　小・中学生 1,000円（シリーズ10
回記念特別料金、当日要証明書提示）　 　※未就学児入場不可

〈モルゴーア・クァルテット〉荒井英治（第1ヴァイオリン）　戸澤哲夫
（第2ヴァイオリン）　小野富士（ヴィオラ）　藤森亮一（チェロ）
モーツァルト：弦楽四重奏曲変ロ長調K.458「狩」

池辺晋一郎：ストラータⅫ（2017）　ラヴェル：弦楽四重奏曲ヘ長調　
荒井英治編曲／ジェネシス：ザ・シネマショウ　アフターグロウ

 3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

監修フィリス・マッコイ・ジョベルト
のはらヒロコ　吉田華奈　腰知典　岩崎ひろき　

Let’s�Sing�ゴスペル！ワークショップクワイア�他
My�life�is�in�your�hands　Oh�happy�day�他
前売 1,500円　当日 2,000円　 　※未就学児入場不可

阿部未来（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
ドヴォルザーク：「スラブ舞曲」より作品46-1、72-2　

モーツァルト：3つのドイツ舞曲K.605「そりすべり」�他
500円　 　※未就学児入場可（0～2歳児のみひざ上無料）

せたがやジュニアオーケストラ
オータムコンサート

9月30日（日） 14:00　世田谷区民会館

　12月15日（土） 15:00　　世田谷区民会館

9月15日（土） 17:00　世田谷区民会館

10月8日（月・祝） 15:00　成城ホール

©中西多恵子

〜これが俺のノスタルジー〜せたがや音楽研究所
宮 川 彬 良 の

#10

恒 例となった、大 人 気
のバンドバトルを今年
も開催！ 熱く激しい戦
いが繰り広げられます。
出場するアマチュアバ
ンドを大募集！

宮川彬良　©PACO

Let’s Sing ゴスペル！
2018コンサート
with ワークショップクワイア

©武藤奈緒美

モルゴーア・クァルテット 　10/11（木）発売
開始

せたがやバンドバトル

 室内楽シリーズ

第7回

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）
FAX 5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/usic

『The Silver Tassie 銀杯』

『MANSAI◉
解体新書 その弐拾八』 『風をおこした男―田

で ん

漢
かん

伝』

作ショーン・オケイシー　翻訳・訳詞フジノサツコ　演出森新太郎
中山優馬　矢田悠祐　横田栄司　浦浜アリサ　安田聖愛　

土屋佑壱　山本亨　青山勝　長野里美　三田和代�他　
S席（1階席・2階席） 7,600円　一般 S席 7,800円　A席（3階席） 4,800円　高校生以下・U24 S席 3,900

円　A席 2,400円　※各発売日初日は窓口販売なし　※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで　※未就学児入場不可

構成・演出小野寺修二　脚本平田俊子　音楽阿部海太郎
小林聡美　貫地谷しほり　小田直哉（大駱駝艦）　

崎山莉奈　藤田桃子　古川玄一郎（打楽器奏者）／
佐野登（能楽師�宝生流シテ方）

5,800円　一般 6,000円　高校生以下 3,000円
U24 3,000円　プレビュー公演 5,000円（各種割引なし）　※未就学児入場不可

 9/8（土）
一般 9/9（日）

発売
開始

 8/25（土）
一般 8/26（日）

発売
開始

11月9日（金）〜25日（日）　世田谷パブリックシアター

10月10日（水） 19:00　世田谷パブリックシアター
10月6日（土） 14:00・7日（日） 14:00　世田谷パブリックシアター

10月19日（金）〜21日（日）　世田谷パブリックシアター

10月5日（金）〜17日（水）　シアタートラム

将来を嘱望されたフットボール選手の人生が戦争により一変する──
犠牲を容認する社会を鋭く描く反戦悲喜劇！歌あり、笑いあり、
涙ありの人間ドラマを森新太郎が立ち上げる！

メディアアーティスト落合陽一とデザイ
ナー佐藤オオキ、世界から注目を集める
両氏を迎え、進行役の野村萬斎とトーク
＆パフォーマンスを繰り広げます。

中国演劇界の国宝と称されている演出家・田
でん

沁
しん

鑫
きん

が中国国歌
の作詞者としても知られる田漢の激動の半生を躍動感たっぷ
りに描きます。

境界を崩せ！欧州を代表するサーカスカンパニーの、
難民問題をテーマにした心に響くスペクタクル！

企画・出演野村萬斎　
落合陽一　佐藤オオキ　 3,800円　

一般 4,000円　高校生以下・U24 2,000円　
※各発売日初日は窓口販売なし　
※先行のみ１申込みにつき４枚まで　※未就学児入場不可

構成・演出ティルダ・ビョルフォス
サーカス・シルクール　

大人 3,000円　
子ども（ 4 歳～高校生） 1,500円　
一般 大人 4,000円　子ども 2,000円　U24 2,000円　
※3歳以下は保護者のひざ上のみ無料　※未就学児の入場は保護者の同伴が必
要です　※高校生以下は当日要証明書提示

作・演出田
でん

沁
しん

鑫
きん

　 金
きん

世
せい

佳
か

�他
S席（1階席） 4,800円

一般 S席 5,000円　A席（2階席） 
4,000円　B席（3階席） 3,000円　
高校生以下・U24 S席 2,500円　A席 2,000円　B席 1,500円
※未就学児入場不可　※中国語上演・日本語字幕　

マイムをベースにセリフを取り入れた独自の手法で、身体
性に富んだ演劇作品を創作している小野寺修二が「竹取物
語」の再生に挑みます。

現代能楽集Ⅸ 『竹取』

サーカス・シルクール 『LIMITS/リミッツ』

20

19:00
14:00

2110/19

15:00
19:30

10/5 10111213141516176 7 98

＝プレビュー公演 ＝ポストトークあり   

撮影：江森康之

日中平和友好条約締結40周年記念公演 日本・スウェーデン外交関係樹立150周年
世田谷アートタウン2018関連企画

11/9

13:00
14:00
18:30

1514 1617181920212223242510111213

＝ポストトークあり（出演：森新太郎　中山優馬 他）   
＝視覚障害者のための説明会あり（無料・要予約）   

©Mattias Edwall

撮影：久家靖秀

劇場ですごす夏休み最後の一日 「みんなよりちょっと先輩の話 聞いてみない？」 日程 9月2日（日）�13:00～17:30　出入り自由　
場所世田谷パブリックシアター稽古場　参加費 無料
対象（学校に行くのがめんどうくさい）中学生　
募集人数特になし。集まった人でやります。　
申込世田谷パブリックシアターHP。
当日急に来ても大丈夫です。
受付場所 世田谷パブリックシアター2階事務所
東急線「三軒茶屋駅」前の高層ビル「キャロットタワー」
の2階のTSUTAYAがある棟から、ガラスばりの渡り廊下をまっすぐ進ん
で隣の棟に渡り、突き当って左手の扉の先です。
お問合せ 世田谷パブリックシアター学芸　 03-5432-1526

「学校に行くのがめんどうくさい中学生のみなさんへ 9月2日劇場に来ませんか？」
夏休みの終わりが見えてくるころ、 いつまでも休みだったらいいのにと勝手に妄想してみて
は、それもなんだかさみしいなと思ったり、でもなんかめんどくさかったり、心配になったり。
学校のこと、友だちのこと、好きな人のこと、心や身体の変化、 ユーウツな夜。9月2日、こん

な気持ちを今まさに抱えているかもしれないあなたと、劇場で一日過ごしてみたいと思っています。ちょっと前に
中学生だった先輩たちの話を聞いたり、話したり。話を聞いて思ったことをカルタの札にして、遊んでみたり。夏
休み最後の1日、劇場で誰かと一緒に過ごしてみませんか。みんなが想像するような「演劇」はやりません。いつ来
て帰るも、やるもみるも自由。そんなゆるい感じの時間です。気軽に足を運んでください。待っています。     　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさみん、てるぽ、みどりちゃん（劇場の大人たち）より　　　

中学生の
 あなたへ

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515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　 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-イレブンでも受取が可能です。手数料108円／1枚　●先行・割引はチケットセンターまたはオンラインチケット（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。

 電話で ５４３２-１５１５ 10:00～19:00（年末年始除く）  オンラインで （要事前登録・登録料無料） https://setagaya-pt.jp/P C 携帯

TICKET

https://setagaya-pt.jp/m/

音  楽 午後の音楽会
カルボナーレ！ 変幻自在のクラリネット

10/25（木） 15:00
シアタートラム

イタリアから驚異の超絶技巧クラリネットの登場！ 共演ピアニスト黒田亜樹と
カルボナーレならではの思いっきり楽しめる華麗で多彩なコンサートです。

アレッサンドロ・カルボナーレ（クラリネット）　黒田亜樹（ピアノ）
プーランク：クラリネットとピアノのためのソナタ　ガーシュウィン：ガーシュウィン！！

アントニオ・パスクッリ：蜂　フランク・ザッパ／A.チェンナ編：FZ フォー・アレックス 他
 2,800円　一般 3,000円

音 楽 事 業 部 主 催

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 〒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　 https://setagaya-pt.jp/heatre

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

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：ご希望日の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：ご希望日の前日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
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

せたがやアーツカード会員先行発売・割引対象（前売のみ）
●登録料・年会費無料  ●対象は世田谷区在住で15歳以上の方  ●オンラインでご予約・ご購入可能

高校生以下割引あり
 （要年齢確認証提示）



世田谷アートフリマ vol.30
9月22日（土）・23日（日・祝） 11:00～17:00　生活工房3～5F

キャロットタワーの3・4・5階を会場に2日間で延べ160組の
アーティストが集まる世田谷アートフリマ。3階では大人から子
どもまで当日参加可能なワークショップを開催。4・5階の各アー
ティスト・ブースでは手づくりの雑貨やアクセサリー、和小物
などが購入できるほか、カフェや軽食のコーナーもあります。
30回目を迎える今回は、アートフリマでお馴染みの「せたがやじ
ん」復刻グッズの出品や、握手会も開催。お気に入りのアイテム
を見つけに、キャロットタワーへぜひ遊びにきてください！
※出展者募集は終了しています

入場無料　 世田谷アートフリマプロジェクト：中根（世田谷233） 5430-8539（火・
水曜以外）　［詳細］ http://artfleama.net/

2018年8月25日4

3 Workshop:身体 《実践》
10月13日（土）・14日（日） 11:00～17:00　
※2日間完結　生活工房4F＆三軒茶屋周辺
街にじっくりと佇み、五感を駆使して気づいた
こと・感じたこと・想像したことなどを書き
出して、自分の内面と公共空間の深い繋がりを
発見します。

山崎広太（振付家／ダンサー）　 高校生以
上で両日参加できる方　 抽選15名　

2,000円（2日分） 

鳥の巣には、新しいいのちを大切に育むため
の工夫がつまっています。本展では、絵本作
家で鳥の巣研究家でもある鈴木まもるさんの
絵本より、原画25点と実物の巣17点を展示
し、その魅力と不思議に迫ります。

無料

世界に800種近くあるといわれているウル
シ科の木のうち、いわゆる「漆」として使われ
る樹液が採取できるのは数種のみ。そのすべ
てが日本から中国西南部、ベトナム、ラオス、
タイ、ミャンマー、そしてブータンまで続く
照葉樹林帯の山間部に植生しています。
バター茶を飲むのに使うチベットやブータ
ンの漆碗、黒地に赤と黄の色漆を施す涼山イ
族（中国）の漆器、ミャンマーの托

た く

鉢
は つ

用漆器や
漆塗りの絵解き経
典などなど…。アジ
ア各地の漆ととも
にある生活を、デザ
インリサーチャー・
井上耕一氏が収集
したバリエーショ
ン豊かな漆製品約
100点と、現地の写
真、映像などで紹介
します。　 無料

■関連イベント
1 スライドトーク
　「国境に分断された山地民を訪ねて」
9月8日（土） 14:00～15:30　生活工房4F

世界各地の人々の暮
らしをデザインの視
点から調査してきた
井上氏に、漆に限ら
ずアジアの山地で出
会ったものや人々に
ついて、スライドを
見ながら語っていた
だきます。

井上耕一（デザイ
ンリサーチャー）　

申込先着50名　
500円（ミャンマー烏龍茶付き）
電話かメール（P2記入方法参照）で生活工房

へ
2 卵と漆のワークショップ
9月15日（土） 13:30～16:30　生活工房4F
漆器の塗料としてだけではなく、金

きん

継
つ

ぎなど接
着剤としても使用されてきた漆。卵の殻を漆で
接着させる卵殻漆器の技法で、和紙のカードに
模様を描きましょう。

うるしさん（漆作家ユニット）　 高校生以
上　 抽選20名　 1,000円　 往復ハガキ
またはメール（P2記入方法参照、年齢も明記）
で生活工房へ　 9月3日（必着）
3 上映会「日本の漆、ミャンマーの漆」
10月6日（土） ①13:00～14:15　②15:00～
16:15　生活工房5Ｆ
人間国宝の漆芸家・磯井正美が、蒟

きん

醬
ま

技法の
ルーツとされるミャンマーを訪ねる『磯井正美
のわざ―蒟醬の美―』を含む2作品を上映。

【上映作品】
『丹波の漆かき～今に伝わる漆かきの技術』
（2013年／28分／企画・構成：NPO法人丹
波漆／製作・著作：福知山市文化遺産活用
実行委員会）、『磯井正美のわざ―蒟醬の美―』

（1992年／40分／企画：公益財団法人ポーラ
伝統文化振興財団／製作：日経映像）　

各回当日先着50名　 不要、直接会場へ

9月15日（必着）までに、メール〔P2記入方
法参照、年齢（学生は学校名・学年）・応
募理由・2は希望日も明記〕で生活工房へ 

2と3の
申込方法

2 Workshop:音 《気づき》
9月29日（土）・30日（日） 11:00～17:00　
※各日完結　生活工房4F＆三軒茶屋周辺
街に出て音を集めながら、日常生活で聴き逃し
ている多様な音を再発見します。参加者が採取
した音はアレンジしてドキュメンタリー作品
の中で公開します。

永田壮一郎（音楽家／作曲家）　 高校生以
上で録音機能付端末（携帯電話やタブレット
等）を当日ご持参いただける方　 抽選各日
15名　 1,000円　 下方参照

研究者やアーティストとともに五感をフル活用し、生活の中で起こって
いることと丁寧に向き合う方法を学び・体験することで、見落とされた
無数の日常の出来事を味わい直すワークショップ・シリーズです。　
※1トークイベント（9／9開催）は残席僅少です　
※ドキュメンタリー作品として公開する前提で、企画の全行程にカメラが入ります

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  3417-2811  3417-2813  http://www.se-sports.or.jp/

 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 3789-3912　 
大蔵第二運動場 3416-1212 3416-1777　太太子堂中学校温水プール開放事務室  3413-9311　玉玉川中学校温水プール開放事務室  3701-5667　 

烏烏山中学校温水プール開放事務室  3300-6703　梅梅丘中学校温水プール開放事務室  3322-6617

申 込 8月25日9:00スタート
下記必要事項を明記の上、各申込先へ
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

その他
ハガキ・FAX

当財団ホームページから申込み（要登録）
※ �ハガキ・FAX申込みも可（別途手数料216円）マーク

■きれいに泳ぐ水泳教室（全4回）
10月9日～30日　毎週火曜
10:00～12:00　太子堂中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 4,800円　 太

■青空太極拳教室　※雨天中止
9月22日（土）・29日（土） 10:30～12:00　
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　 先着各20名　 300
円　 当日　
■初心者・初級者ソフトテニス（全6回）
10月7日～11月18日　毎週日曜（10月21日を
除く） 9:00～11:00　総合運動場テニスコート

小学3年生以上　 先着40名　
3,600円（中学生以下1,800円）

■①ゴルフ教室／②個人レッスン
4人のプロによるきめ細やかなレッスン

①12,000円～②20分2,000円～　
■元気なシルバーいきいきトレーニング
①大蔵コース（軽運動・マシーントレーニング）
10月10日～2019年2月20日　※除外日あり
毎週水曜 9:30～11:30（全18回）
総合運動場第1武道場　体育室
②千歳コース（軽運動・マシーントレーニング）
10月11日～2019年2月28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

60歳以上で医師に運動を止められていない
健康な方　 抽選①30名②25名　

20,000円　 ① ②

3ヶ月間週1回運動できる教室です　 先着順
①総合運動場　 9,000円～

辻昇一氏（元日本代表） 他　 小学1～6年
生　 抽選50名　 1,500円

体組成測定や握力測定、転倒予防体操など
60歳以上の方とそのご家族　 無料　
当日　

■はじめようスイミング
①烏山コース（全11回）　
10月2日～12月11日　毎週火曜　
10:00～12:00　烏山中学校温水プール
②梅丘コース（全11回）　
10月3日～12月12日　毎週水曜　
10:00～12:00　梅丘中学校温水プール

18歳以上　 先着50名　 9,900円　
①烏 ②梅

■レベルアップスイミング（全9回）
10月4日～11月29日　毎週木曜　
10:00～12:00　烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 8,100円　
烏

ピラティス、体幹トレーニング、太極拳など
②千歳温水プール　 6,400円～
キッズ、親子教室、ヨガ、ダンスなど
③大蔵第二運動場　 6,400円～
婦人体操、健康体操など
④総合運動場温水プール　 5,600円～
はじめようスイミング、スイムレッスンなど　

■総合運動場温水プール（9月3日～）
■千歳温水プール（9月19日～）

■ボウリング競技　9月9日（日） 9:00～　
オークラランド　 500円（中学生以下200
円）　 往復ハガキ　 9月3日（必着）　 区
ボウリング連盟・野中（〒157-0072 祖師谷
4-25-3-101 3482-2194）　 
■ラグビー競技　10月7日（日）～2019年2
月24日（日） 13:00～　二子玉川緑地運動場球
技場　 5,000円　 電話　 9月1日　 区
ラグビー協会･塩野 （ 3484-1561）
■なぎなた競技　10月14日（日） 8:30～　
代田小学校　 1種目500円　 ハガキかFAX

9月20日（必着）　 区なぎなた連盟・武田
（〒157-0071 千歳台2-20-14  5490 
-0640）　
■ソフトバレーボール競技
11月4日（日） 9:00～　大蔵第二運動場体育館

［種目］HP参照　 3,000円／チーム（小学生

1,500円）　※当日受付にて徴収　 ハガキ　
10月5日（必着）　 区バレーボール連盟・

棚網（〒156-0054 桜丘3-27-16 3427-
1241）
■少林寺拳法競技　11月11日（日） 9:00～　
総合運動場体育館　 社会人1,000円、高校・
大学生700円、中学生以下500円　 郵送（所
定の申込書を添付）　 9月26日（必着）　 区
少林寺拳法・安藤（〒156-0057 上北沢4-34-9 

3302-6724）

■選抜テニス選手権大会　予選12月1日
（土）、8日（土）、16日（日）　総合運動場テニス
コート　［種目］男女単・複　 区内在住又は
在勤者（学生不可）　 単4,000円、複6,000
円　※本戦（1月12日、13日、19日予定）参加
時要同額　 区テニス協会（〒156-0054 
桜丘1-17-18 5451-0691）　 9月14日

（必着）
■ソフトテニス世田谷選手権大会
①10月31日（水）②11月4日（日）③11月11日

（日）④11月25日（日）⑤12月16日（日）⑥12
月26日（水） 9:00～（①は13:00～）　総合運動
場テニスコート　［種目］HP参照　 区連盟登
録者および区内在住・在勤・在学者　 一般
1,500円／人、高校生900円／人、中学生600
円／人、小学生700円／人　 郵送（所定の申
込書で、区連盟登録者は郵便振込、未登録者は
現金書留）　 ①②③10月4日④10月25日⑤
⑥11月16日（すべて必着）　 区ソフトテニス
連盟・山根（〒154-0004 太子堂5-17-15 
3410-7886）

イベント

スポーツ教室

トップアスリートに学ぼう！
ハンドボールクリニック
10月14日（日） 10:00～12:00

日本体育大学 東京・世田谷キャンパスグラウンド

敬老の日イベント　「健康測定会」
9月17日（月・祝） 10:00～12:00

（最終受付11:30）　千歳温水プール集会室

各種スポーツ教室

アクアフィットネス教室を再開します

コース型フィットネス教室10月～12月

大 会（共催事業など）

その他 第68回区民体育大会

※詳細はHPまたは、各問合せ先へ

第54回 区民スポーツまつり
※詳細は、本紙9月25日号掲載予定　※右記のイベントは事前申込が必要です

総合運動場　大蔵第二運動場10月21日（日）

■チャレンジテニス 夫婦大会 10:00～14:00 
抽選32組　 往復ハガキで①種目②住所③夫婦氏

名④電話番号⑤年齢⑥経験年数を明記し、区テニス
協会（〒156-0054 桜丘1-17-18 5451-0691）へ

9月21日（必着）　※テニスシューズ要着用

■ フリーマーケット出店者募集（約４～５㎡）
　大蔵第二運動場芝生広場

抽選30店舗　 1,000円　 代表者氏名、主な出店物
も明記し、スポーツ振興財団へ　 9月10日（必着）　
※連名・複数申込不可、手持ち出店のみ可

その他 共催大会

本企画の詳細、講師お二人の
メッセージ動画が、右記QR
コードからご覧になれます。

問合せ先

クライム・エブリ・マウンテンvol.2
「漆がつなぐ、アジアの山々」展
9月1日（土）～10月21日（日） 9:00～20:00

会期中無休　3F生活工房ギャラリー

次　回　企　画　展 

鈴木まもる・絵本原画と
鳥の巣コレクション展

鳥の巣がおしえてくれること
開催中～8月26日（日） 9:00～20:00
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

企　画　展 日常を見限らない　―音と身体のワークショップ―

独特の模様が描かれた
涼山イ族（中国）の漆盆

漆の高杯を持ったパオ一族の
女性（ミャンマー）

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

せたがやじん

再生紙を使用しています

esign 〒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esign 〒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

Mail info@setagaya-ldc.net　 HP http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房D
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