
古典を現代によみがえらせる
人気シリーズの最新作！

フィジカルシアターの旗手・小野寺修二と
実力派ぞろいの出演者が、

日本最古の物語文学『竹取物語』
の再生に挑む！

歌あり、笑いあり、涙ありの
賑やかな“反戦悲喜劇”の幕が開く！
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光 は 静 か に 呼 吸 し て い た

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　
※未就学児入場不可

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）   

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

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：久家靖秀

撮影：細野晋司

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 P6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

“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。世田谷区、せたがや文化
財団、区内の文化関係団体などが連携し、区民が気軽に文化・芸術にふれる機会の充実や、文化・芸術活動の輪を広げています。

お散歩しよう　アートで彩る　せたがや 次回（10月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

2018.9.25
毎月25日発行

vol.209

せたがや 文化・スポーツ
せたがや 文化・スポーツ

Event Guide
Arts & Sports
in Setagaya

世田谷文学館　　　 世田谷美術館　　　 生活工房　　　 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）　　   世田谷区スポーツ振興財団P2 P3 P4 P5 P8P6

11.9 金 11.25 日

日本演劇界を代表する

演出家・森新太郎の挑戦的舞台を、

個性豊かなキャストが彩る！

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
出演 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
　
麻田キョウヤ　岩渕敏司　今村洋一　
チョウヨンホ　駒井健介　天野勝仁　
鈴木崇乃　吉田久美　野田久美子　
石毛美帆　永石千尋　秋山みり

山本亨　青山勝　長野里美　三田和代
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小・中学生は土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。
●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   

徳冨蘆花（明治元－昭和2・1868－1927）生
誕150年を記して徳冨蘆花と、蘆花・愛子夫
妻を敬愛し交流を深めた文学者を中心に、烏
山にゆかりのある作家たちをとりあげます。 
賀川豊彦、竹久夢二、中西悟堂らの、自然の中
で自己を凝視し、思索と文筆によって信念を
世に問うた烏山ゆかりの作家たちを、自然豊
かなこの地ならではの繋がりやエピソードと
ともにご紹介します。

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）

無料

大人から子どもまで、ゆったりとくつろげるス
ペースに生まれ変わった〈ほんとわ〉では、企画
性のある本棚も見逃せません。各分野で活躍す
る6人に、それぞれ3冊の本をお選びいただき
ました。実際に手に取ってご覧いただけます。

・朝吹真理子（作家）／　　じっくり読みたい本
・海老 洋（日本画家）／　 僕が影響をうけた本
・ 角野栄子（児童文学作家）／
　　　　　　   ちいさな女の子に贈りたい絵本
・ 祖父江 慎（アートディレクター）／
　　　　　　　　　　　ピノッキオの挿絵から
・ほしよりこ（漫画家）／
　　　　　　　　   わたしを支えた思い出の本
・ 森岡督行（森岡書店店主）／
　　　　　　   僕のすすめる“こども”の写真集

世田谷文学館で開催中の筒井
康隆展と関連して「時をかけ
る少女」を朗読します。声のプ
ロフェッショナルである講師
の指導のもと、本格的な朗読
を体験して、文学に親しもう。

本と輪この３冊　volume 3
選者とテーマ

筒井康隆／撮影：綱中健太 著作の数々 『虚航船団』直筆原稿
文房具とイタチの宇宙戦争を描いた超虚構長篇小説

1994年開催「筒井康隆断筆祭」を記念した手ぬぐい
／デザイン：和田誠

筒井康隆『時をかける少女』 
2006年　角川文庫

2階展示室

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／小・中学生300（240）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり　※10月12日（金）は企画展・コレクション展ともに65歳以上無料

徳冨蘆花と烏山ゆかりの
文学者たち

10月6日（土）～2019年3月31日（日）予定
1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

『時をかける少女』『七瀬ふたたび』『虚人たち』『虚航船団』『旅のラゴス』『残像に口紅を』『文学部唯野
教授』『モナドの領域』…、エンターテインメントと純文学の垣根を自由に越境、常に読者を驚かせ、
魅了し続ける作家・筒井康隆。
筒井さんは1960年、江戸川乱歩が編集する雑誌「宝石」に掲載された「お助け」で作家デビューし、
星新一・小松左京ともに「SF御三家」と呼ばれ人気を博します。その後はSFの枠に止まらない実験
小説を次々と発表し、唯一無二の筒井康隆ワールドを築き上げてきました。
2018年秋、世田谷文学館では、今なお旺盛な創作活動を続ける、現代文学最高峰・筒井康隆の世
界を紹介する初の展覧会を開催します。すべてにおいて規格外のこの作家の魅力を、初公開の原稿
ほか多彩な資料と、独創的な展示空間でお伝えします。

どこでも文学館ワークショップ
もっと朗読を楽しもう～プロの読み方を
聞いてやってみよう～　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

10月14日（日） 14:00～16:30
青少年交流センター池之上青少年会館　1階音楽室

ライブラリー　ほんとわ
本と輪この3冊　volume 3

月曜休館（祝日の場合は開館、翌火曜休館） 
1階ライブラリー

トーク＆オークションイベント「わたしの筒井康隆」　第1回
11月3日（土・祝） 18:00～20:00　文学サロン
3部からなる特別イベントを開催します。第1部は、菊地成孔さんをゲストにお迎えし、所蔵の筒井作品・グッ
ズについてのエピソードや思い出を語っていただくトーク。第2部は、筒井康隆さん愛蔵のSF書籍を販売する
オークション。第3部は、筒井さんの朗読会です。

筒井康隆（作家）、菊地成孔（音楽家・文筆家）　 どなたでも　 抽選150名　 1,000円　
往復ハガキ（欄外記入方法参照、2名まで連名可）で当館筒井展担当へ　 10月20日（必着）

講 緒方賢一、水田わさび（声優）　 中・高校生　
抽選20名　 無料　 往復ハガキ（欄外記

入方法参照）で当館どこでも文学館担当へ　
9月28日（必着）

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　10月6日（土）～12月9日（日）
　　　　  筒井康隆 展
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

観覧料

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

▲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　

※締切日以降でも定員に余裕がある場合は電話（先着）受付可。
　 5374-9111までお問合せください

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

世田谷文学館iteratureL 〒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/

企 画 展

会員割引対象

関 連 企 画

展示替えのため、右記の期間は展示室を休室します　▼　企画展・コレクション展：10月5日（金）まで



下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

2018年9月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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
9月27日（木）、10月8日（月・祝） 15:00～15:40
出おはなし星の子　 当日先着10組程度　

要展覧会チケット　※詳細はHP参照

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（P2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

国際的に活躍するイタリア人振付家・演出家
がムナーリに捧げる新作。
原案・構成・振付ルカ・ヴェジェッティ　
出鈴木ユキオ、竹内英明　美術吉田萠　
音楽「Nothing」パオロ・アラッラ　 各日70名　
（予約／当日）一般3,000円／3,500円 他　

※展覧会チケット付き　 当館HPの申込フォー
ムより、または当館へ電話　※受付開始10月10日

（水）10:00より　※未就学児入場不可

講演会「向井潤吉の模写修業――油彩画に学ぶ―」
10月20日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　講堂

薩摩雅登（東京藝術大学美術館教授）　
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「創作こけしストラップ」
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　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

開催中 ―11月4日（日） 1階展示室

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）　 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
開催中～9/30 ねこじゃらし展　※9/25（火）は休館
10/2～7 乙女たちの好奇心 vol.15
10/8～14 小林　京子展　※10月9日（火）は休館
10/16～21 母と娘の作品展

10/23～28 オオイシヒサコの作品展
（24日10:00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）

〠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　民家の旅

風土のかたちを求めて
開催中～2019年3月17日（日）

展覧会
清川泰次

昭和の学生旅行
開催中～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、「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）　 往復ハガキかメール
miyamoto.event@samuseum.gr.jp（P2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

11月18日（日） 14:00～15:00
親子で楽しめる作品鑑賞のコツと、開催中の展
覧会をヒントに選んだ絵本の読みきかせなど
を行います。ぜひお子様と一緒に美術館へのお
出かけをお楽しみください。
出［世田谷おはなしネットワーク］　おはなし＊
さいた、三羽の小鳥　 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

《假眠》1974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」

子どもとおでかけ美術館
いろと かたちの おはなし会

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

9/24～30
休館日　25日（火）

誠之フォトクラブ写真展
第19回パレット99絵画展日本伝統工芸「組子｣アート

成城・砧・色彩　※26日～公開

10/2～7
アートクラブ11　作品展

Les liens d'amitie 絆展
小野祐子個展

10/8～14
休館日　9日（火） 現代中国芸術東京展

坂本ひろの・おとなのための美術教室作品展
第8回世田谷美術館美術大学23期作品展
沙羅の会　陶展

10/16～21 第29回世田谷児童作品展
第十二回雅流会作品展
卒寿・棟方志功賞受賞記念
鬼塚満壽彦木口木版画展 -森羅万象の生命その息遣いを彫る-

※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

［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）

《白川郷》
［岐阜県大野郡白川村萩町］

1963年

桑原甲子雄《渋谷駅》（〈東京戦後〉より）
1965年　ゼラチン・シルバー・プリント

展覧会
宮本三郎　装飾性の展開

開催中～2019年3月17日（日）

（日光にて）
1939（昭和14）年

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

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。

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

関 連 企 画

コーナー展示

民 家 の 画 家

向 井 潤 吉 

人 物 交 流 記

■ギャラリートーク
10月13日（土） 11:00～

（20分程度）
担当学芸員による解説　

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

関 連 企 画

《六月の田園》［岩手県岩手郡滝沢村］
　1971（昭和46）年　世田谷美術館蔵

《雨》［新潟県北魚沼郡川口村］
　1945（昭和20）年　個人蔵

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

「ブルーノ・ムナーリ――役に立たない
機械をつくった男」展記念パフォーマンス

「風が吹くかぎりずっと――
ブルーノ・ムナーリのために」

11月30日（金）・12月1日（土） 各日18:00開演
エントランス・ホール

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中～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

世田谷美術館rtA 〒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）

企 画 展

会員割引対象



チベットやブータンのバター茶を飲むための
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 は つ

鉢用漆器や漆塗
りの絵解き経典（写真）…。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
上映会「日本の漆、ミャンマーの漆」
10月6日（土）［第1回］ 13:00〜14:15　

［第2回］ 15:00〜16:15　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』（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
／2013年）、『磯井正美のわざ―蒟醬の美―』

（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／1992年）　 各回当日先
着50名　 無料　 不要、直接会場へ

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
の普遍的な営みを探る上映会。ゲストに10
数年の歳月をかけて一人でビルを建てている 
岡啓輔さんをお招きし、世界各地の人々や動物
が、その場にある材料で自分の住

す み か

処をつくる映
像を観ていきます。

［共催］公益財団法人下中記念財団　
［企画進行］ECフィルム活用チーム　
【上映作品】『切妻屋根の長方形の小屋の建築』
（北東ニューギニア・レロン川上流域／ヴァン
トート族／1956-57年）、『テントづくりと組み
立て』（モロッコ・アトラス山脈中部／ベニ・
ムギルト族／1964年）、『ビーバー小屋の建築』

（アメリカビーバー／1978年）ほか計8本程度
岡啓輔（蟻

ア リ

鱒
マ ス

鳶
トンビ

ル／一級建築士）　 申込先
着50名　 1,000円　 9月25日10時以降、
電話かメール（欄外記入方法参照）で生活工房
へ

1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉 
11月7、14、21、28日
作品：田中澄江著『花の百名山』

岩井正（NHK日本語センター）
2木曜講座（午後）〈はじめての朗読〉 
11月8、15、22、29日
作品：太宰治著『津軽』

秋山隆（NHK日本語センター）
3金曜講座（午後）〈はじめての朗読〉 
11月2、9、16、30日
作品：恩田陸著『蜜蜂と遠雷』

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
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通し
て体感します。NHK日本語センターアナウン
サーが講師となり、声の出し方、読み方などを
丁寧に指導します。

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/

三茶de大道芸（P7掲載）開催両日、市民活動支
援コーナー登録団体の活動を、各団体が企画し
た体験コーナーやパネル展示等を通じて紹介
する喫茶スペースを設けます。

入場無料

小学校図書館で子ども
たちに多くの本を手渡
ししながら、その魅力
やおもしろさを伝えて
きた青木淳子さんを講
師に迎えます。毎年数
多く刊行される児童書
の中から、子どもにす
すめたい本の探し方や
伝え方について、長年
の経験をふまえてお話
しいただきます。

青木淳子（元 学校司書）　
抽選20名　 100円　 往復ハガキ（欄外

記入方法参照）で生活工房へ　
11月2日（必着）

『キラキラ読書クラブ
改訂新版（青木淳子他共著）』

玉川大学出版部

『切妻屋根の長方形の小屋の建築』©（公財）下中記念財団

表紙が漆塗りの、ミャンマーの絵解き経典

10月27日（土）―12月9日（日）
9:00～20:00　会期中無休　3F生活工房ギャラリー　 無料

日本から1万kmも遠く離れているメキシコ合衆国。しかしその交流の歴史は
400年も前に始まり、今年は外交関係樹立130周年の記念年を迎えます。本展
では、世界の玩具を蒐集する春日明夫氏のコレクションより、メキシコの玩具
職人グメルシンド・エスパーニャ（1935-2018）の作品を中心とした玩具150
点を紹介し、日頃、触れる機会の少ないメキシコの手仕事と、そこに込められた

“あそび心”を伝えます。会期中にはワークショップや、トークイベント、メキシ
コの「死者の日」のドキュメンタリー上映会（詳細は次号掲載）も開催します。
■関連イベント
ワークショップ「おもちゃ博士と起きあがりガイコツ人形をつくろう！」
11月17日（土） 13:00〜15:00　生活工房4F
メキシコの民芸品に多く登場するガイコツのモチーフ。糸を引っ張ると箱の中から
ガイコツが起きあがって顔を出す、ユーモラスな“からくり玩具”をつくります。

春日明夫（東京造形大学教授、芸術学博士）　 小学3年生〜大人（小学3・4年生
は要保護者付添）　 抽選20名　 500円　 往復ハガキかメール（欄外記入方法
参照、年齢も明記）で生活工房へ　 11月5日（必着）

企　画　展 

次 回 企 画 展

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

開催中〜10月21日（日） 9:00〜20:00
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

「映像のフィールドワーク展」（仮）プレイベント
エンサイクロペディア・

シネマトグラフィカ上映会
「住

す み か

処をつくる」
11月11日（日） 14:00〜16:30（開場は13:30）

生活工房4Ｆ

パオフェスタ2018
市民活動体験喫茶パオ

10月20日（土）・21日（日） 11:00〜18:00
3F市民活動支援コーナー

第43回世田谷おはなしネットワーク講演会
ブックトークpart １

子どもと本との出会いの場をつくる

11月20日（火） 10:00〜12:00　生活工房5F

朗読講座
豊かなことばの世界

会員割引対象

メキシコ民芸玩具展
人はあそぶ
春日明夫コレクション

グメルシンド・エスパーニャ
《踊るガイコツ》2017年　

高さ42㎝

グメルシンド・エスパーニャ
《ピエロとクマ》2017年　

高さ21㎝

ゴメスファミリー
《自動車》1970年代　

高さ32㎝

作者不明
《カウボーイ》1960年代　

高さ16㎝

グメルシンド・エスパーニャ
《ターザンとワニ》2017年　

高さ24㎝

2018年9月25日4 ▲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）

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

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

info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生活工房



凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

オーケストラと同じステージで演奏を聴くことができ
る「スペシャルシート」や、コンサート終了後の「楽器
体験コーナー」に参加して、オーケストラの魅力を体
感してみませんか？ 

仲間と一緒に一つの曲を創り上げていく過程をワー
クショップで体験しながら、歌うことの喜びや仲
間との一体感をステージで目いっぱい表現します。
ワークショップで歌声を磨いたクワイアとゴスペル
アーティストらのステージをお楽しみください！

誰もが聴いたことのある曲、オリジナル曲、そしてディ
ズニーのパレードをシンフォニーで楽しむ宮川彬良の
音楽とバレエの世界です。

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」
ハリー・ポッター・メドレー《マジック・オブ・ハリー・ポッター》 他

500円　 　※未就学児入場可（2歳までひざ上無料）

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　

きよしこの夜 他　 前売 1,500円　当日 2,000円　
　※未就学児入場不可

宮川彬良　東京オーケストラMIRAI　ミニーストーリーダンス　
DANCE WORLD made in TAKANE　studio all in One 他

ポール・ギャリコ『雪のひとひら』より　ディズニー・シンフォニック・パレード 他
S席 4,000円　A席 3,000円（前売のみ）　

一般 S席 4,500円　A席 3,500円　 　※2歳までひざ上無料

せたがやジュニアオーケストラ オータムコンサート
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

NEW YEAR CONCERT 2019
宮川彬良 バレエの世界

オーケストラの楽しさをお届けします！ゴスペルハーモニーの
美しさと楽しさが

ホールいっぱいに！

Atelier YOSHINO Presents

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

2019年1月13日（日） 16:00　
昭和女子大学人見記念講堂

©中西多恵子

©武藤奈緒美

10/11（木）発売
開始

10/1（月）発売
開始

ライブハウス演奏

ライブハウス演奏

第一次予選（音源審査）を突破したバンドが、ライブハ
ウスで直接対決します！ ぜひ応援にお越しください。

ライブハウス予選 開催！
第7回 せたがやバンドバトル

す
ご
す
ぎ
る
カ
ル
ボ
ナ
ー
レ
が
　

　
　  

　       
三
軒
茶
屋
に
や
っ
て
く
る
！

午後の音楽会

カルボナーレ！変幻自在のクラリネットカルボナーレ！変幻自在のクラリネット

◆12/2（日）　CLUB251

◆2019年2/17（日）　世田谷区民会館

◆11/11（日）　下北沢 近松
◆11/17（土）　ろくでもない夜
◆11/18（日）　三軒茶屋 GRAPEFRUIT MOON
◆11/24（土）　下北沢 440
◆11/25（日）　SHELTER

第二次予選

最 終 予 選

決 勝 大 会

審
査
員

審査員および観客による審査
・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

10月25日（木） 15:00
シアタートラム

「午後の音楽会」シリーズ。今回は、イタ
リアから驚異の超絶技巧クラリネット
奏者、A.カルボナーレがシアタートラム
に登場。共演は、タンゴやジャズもこな
す個性派ピアニスト黒田亜樹。聴きどこ
ろ満載の曲目が目白押し。思いっきり楽
しめる華麗で多彩なコンサートをお届
けします。

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）
F.プーランク：クラリネットとピアノのためのソナタ

L.バーンスタイン：クラリネットとピアノのためのソナタ
L.バッシ：歌劇「リゴレット」の旋律による演奏会用幻想曲 　　
G.ガーシュウィン／A.カルボナーレ編：ガーシュウィン！！　　
A.パスクッリ：性格的練習曲「蜂」
F.ザッパ／A.チェンナ編：FZ フォー・アレックス
   （ザッパ・フランク小惑星3834）
B.コヴァーチ：ショレム・アレイヘム、ロヴ・ファイドマン！

 2,800円　一般 3,000円　 　※未就学児入場不可

黒田亜樹アレッサンドロ・
カルボナーレ

クラシックの世界にジャズを取り
込んだ作曲家、ガーシュウィン。そ
の名曲をカルボナーレが編曲し、
自身の世界で花開かせます。

自らガーシュウィンも
編曲してジャズも！

基本はきちんとしたクラシック奏
者。ローマのサンタ・チェチーリア
国立音楽院管弦楽団の首席奏者。ベ
ルリン・フィル、ニューヨーク・フィ
ルなどでも客演として首席奏者も務
め、ムーティ、アバド、小澤征爾な
ど、名だたる指揮者と共演してきた
強者です。

イタリアオペラ、ヴェルディ作曲のオ
ペラ「リゴレット」のアリアを、クラリ
ネットでうたいあげます。会場は熱
い愛の世界となることでしょう。

お行儀良い、品行方正なクラリネッ
トのイメージを、良い意味で裏切っ
てくれるのがカルボナーレなので
す。ぜひ、ご期待ください。

クレズマー音楽の持つ激しい情感
を、期待以上にかっこよく盛り上
げます。

1900年初めの華やいだパリに育った
プーランクの傑作、20世紀後半にクラ
シック界を牽引したアメリカのバーン
スタインの作品、同時代の前衛ロック
ミュージシャンのザッパの作品まで。
全く異なる性質をもつ作品を、軽々と
繰り広げます。

クラシック音楽界のエリート！

イタリア人ならではの
歌心満載の

ヴェルディのアリア！

クラリネットの既成概念を
超越した演奏！

東欧のユダヤ社会で生まれた
クレズマー音楽を

エモーショナルに決める！

プーランク、バーンスタインから
フランク・ザッパまで
次々と繰り出す！

“ ”
アキラさんの
オリジナル曲で
華麗なバレエを

2018年9月25日 5

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

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

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
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

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

『風をおこした男―田
で ん

漢
かん

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

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。

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　

日中平和友好条約締結40周年記念公演
『MANSAI◉

解体新書 その弐拾八』
「日本」〜この国の仮想と現実

（バーチャル・リアリティー）〜
10月10日（水） 19:00　世田谷パブリックシアター

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。
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　
補助席 一般・各割引価格と同様（背もたれあ
り／肘掛けなし／座面は薄いクッション張り）　
※未就学児入場不可 撮影：江森康之

会員割引対象

爆笑寄席◎てやん亭　
出演者決定！

『イザ　ぼくの運命のひと』

2019年1月18日（金）　世田谷パブリックシアター

1997年の劇場開場と同時にスタートし、以来公演ごとに毎度多
彩な顔ぶれが“寄席のにぎわい”をお届けしてきた“てやん亭”シ
リーズ。今回は親子二代の競演、林家木久扇・木久蔵の出演に
加え、スペシャルゲストには春風亭昇太を迎えます！

林家木久扇   林家木久蔵 他　
スペシャルゲスト 春風亭昇太　席亭・プロデュース・解説  花井伸夫　

らまのだ『青いプロペラ』

2018夏休み子どもワークショップ
実施しました。

11月29日（木）〜12月2日（日）　シアタートラム
次世代を担う新たな才能を発掘する「ネクスト・ジェ
ネレーション」シリーズ。
第11弾は、どこか不条理で「平温」な人間模様を巧み 
に描き出し評価を得る、「らまのだ」です。作品を彩る
スチールパンの生演奏にもご期待ください。

小学生低学年2コースはそれぞ
れおたすけヒーロー、のりもの、
小学生高学年は名画をテーマ
に、中学生はいろいろな方法を
使って演劇をつくり、高校生は
銭湯に取材に行きました。
どのコースも体験したことをも
とに演劇を創作して、最終日に
稽古場で発表会を行いました。

作 南出謙吾　演出 森田あや　
富川一人　田中里衣　林田航平　斉藤麻衣子

福永マリカ　今泉舞　井上幸太郎　猪股俊明　
3,200円　

一般 3,500円　
高校生以下・U24
1,750円　
※未就学児入場不可
　 原作 ヴォルフガング・ヘルンドルフ　

上演台本 ロベルト・コアル　翻訳・演出 小山ゆうな　　

シアタートラム ネクスト・
ジェネレーション vol.11

30

14:00
13:00

17:00
19:30

211/29 12/1

 9/29（土）
一般 9/30（日）

発売
開始

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/

ダンス

ダンス

音 楽

演 劇

笠井叡迷宮ダンス公演 『高丘親王航海記』

プロジェクト大山　2018年新作公演
『すばらしき あいまいな世界』

古武道　新年会　Vol.5　～初春の狂
ラプソディー

詩曲～

2019年 
1/24（木）〜27（日）

11/10（土）～11（日）
 15：00 

2019年 1/20（日）
開場16:00／開演16:30 

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

シ ア タ ート ラ ム

演出・振付・台本 笠井叡　原作 澁澤龍彦
笠井叡　黒田育世　近藤良平　笠井瑞丈　岡本優　酒井はな 他

 4,800円（A席のみ）　一般 前売A席 5,000円　B席 4,000円
当日A席 5,500円　B席 4,500円　高校生以下 3,500円（A席のみ、当日要証明
書提示）　U24 4,000円（A席のみ）　

ハイウッド　 3320-7217（平日11:00～19:00）　　　　　　　　　　　　　　　　　

振付・演出・出演 古家優里　 田上和佳奈　長谷川風立子　三輪亜希子
整理番号付き自由席　  3,400円　一般 3,500円　当日 3,800円　

3歳〜高校生 1,500円（前売のみ）　U24 2,500円　
親子ペア 4,000円（大人1名＋3歳〜小学6年生1名、前売のみ）
※3歳未満入場不可。3歳の方はひざ上鑑賞無料。お席が必要な場合はチケットをお買い求めください

ROCKSTAR有限会社　 5272-0991　

KOBUDO－古武道－（古川展生：チェロ／妹尾 武：ピアノ／藤原道山：尺八）
ゲスト 藤澤ノリマサ（ヴォーカル）　

 6,800円　7,000円  キャピタルヴィレッジ　 3478-9999（平日11:00～18:00）

 10/4（木）
一般 10/5（金）

発売
開始

 10/13（土）
一般  10/15（月）

発売
開始

25 2627

19:30
15:00

1/24

12/4（火）〜28（金） 一般 10/20（土）発売
開始

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）

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

Under24割引あり
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

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

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

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

シス・カンパニー公演『日本の歴史』
作・演出 三谷幸喜　 中井貴一　香取慎吾　新納慎也　川平慈英／シルビア・グラブ　
宮澤エマ　秋元才加　 Ｓ席（1階席） 10,000円　Ａ席（2階席） 

8,000円　Ｂ席（3階席） 6,000円　
※初日のみ窓口及びオンライン販売なし　
※1申込につき、1公演1席種2枚まで　
10／20一般発売初日特電 0570-02-9970

（10:00～19:00）10／21以降残席あれば
5432-1515及びオンライン販売　
 シス・カンパニー　 5423-5906

（平日11:00～19:00）

未就学児
入場不可

13:30
:00

18:00

13

18:30
＝収録のため場内にカメラを設置いたします

12/4 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1312 1410 115 6 7 8 9

※車イスでご来場のお客様へ　お座席にご自身で移動が可能な方は、チケットご購
　入後、当日の安全でスムーズなご案内のために、公演日前日（前日が休日の場合
　は、その前の営業日）までにご購入席を「シス・カンパニー」へご連絡ください

今年の戯曲リーディングでは昨年上演されたドイツ戯曲
『チック』のスピンオフストーリーをお届けいたします！
原作者・ヘルンドルフによる生前最後の作品を戯曲化した
本作は、『チック』の主人公マイクたちが旅の途中で出会う、
ゴミの山に一人住む不思議な少女「イザ」の物語です。

『チック』をご覧になったお客様にも、そうでないお客様に
も、イザの刺々しくも切ない心情に胸打たれること必至の
この作品に、是非出
会って頂ければと思
います。
公演情報は決定次第
順次お知らせいたし
ます。

撮影：細野晋司



コミュニティカフェななつのこ（南烏山6-12-12）
木管五重奏でクラシック、童謡、ポップス、etc. 
バリアフリー、バギー置けます。

親子ペア2,500円　追加の大人1,500円　子ども500円　大人
のみ2,000円　0〜2歳無料　

0歳からの音楽会実行委員会　 6751-0235（担当：壷井）

11月6日（火）〜11日（日） 11:00〜19:00（絵画教室は13:00〜
15:00） 但し、6日は13:00開始、11日は16:00まで
キャロットタワー4階　ワークショップルームB（太子堂4-1-1）
世田谷とその周辺を描いた水彩画作品展。初心者向け体験教室を
毎日13:00～実施（申込みは期間中会場で受付）。

無料　 つくしの会（土筆の会）　 3795-3823（担当：河合）

11月11日（日） 13:00開場、13:30開演、16:00閉会予定
アトリエ第Q藝術（成城2-38-16）
弾いて聴く、箏の世界。初めての方やお子様も是非ご参加ください！

1,500円（要予約）　 せたがや箏カフェ実行委員会
Mail setagaya.kotocafe@gmail.com（担当：小山）

12月26日（水）、27日（木）、28日（金） 13:00〜17:00
最終日15:30から発表会
スタジオジェイド（経堂3-9-12）
自分を表現する面白さを知ろう！3日間でオリジナル作品を仕上
げ、最終日に発表します。

参加者6,000円（3日間通して）　発表会無料（定員あり・要予
約）　

キラキラキッズ　Mailkirakirakidsengeki@gmail.com   
Facebookキラキラキッズ

せたがやの魅力・風景水彩画作品展 
あなたも描いてみませんか

せたがや箏カフェ2018 
箏体験ワークショップ&箏アンサンブルのコンサート

演劇ワークショップ2018冬 キラキラキッズ 
無人島冒険に出かけてみよう

①オリパパのトランペット講座　10月6日（土）、20日（土）、11月
4日（日）、17日（土） 14:00〜16:00
②成果発表会＆オリパパミニコンサート　11月23日（金・祝） 
14:00〜16:00
せたがや がやがや館交流室（池尻2-3-11）
オリパパこと織田準一氏による初心者向け入門講座です。

①受講料3,000円（4回のレッスン＋成果発表会）
②無料（どなたでもご覧になれます）　

オリパパとトランペットが吹き隊（担当：宇田川）
090-4746-6929　Mailao.forest-sk612@docomo.ne.jp

ワークショップ　10月〜1月第3日曜日（10月21日、11月18日、
12月16日、2019年1月20日） 15:45〜17:15　
下北沢駅前広場 東洋百貨店前等
フェスタ　2019年2月24日（日） 11:00〜15:00　
R

ラ プ ソ デ ィ ー

HAPSODY（北沢2-1-7ハウジング北沢ビルⅡ 5F） 
プロアーティストと音楽紙芝居を上演、下北沢ライブハウスで
発表会　

ワークショップ　各回1,000円　フェスタ　2,000円 
子ども・障がいのある方 500円（出演者無料）　
フェスタはワンオーダー（料金別、出演者も必要）

ゆめとぴあ　Mail yumepicinfo@gmail.com

10月21日（日） 10:30開場、11:00開演、12:00閉会予定

オリパパのトランペット講座 
「トランペットで曲を吹こう♪」

KAMISHIBAI〜Japanese Fairytale〜
ゆめをえがこう！ゆめをうたおう！

おんがくかみしばいワークショップ
ゆめとぴあフェスタ2019 
みらいにはばたけ！ゆめのつばさ

0歳からの音楽会＠烏山ななつのこ
アンサンブルジークの音楽会 
〜山の音楽家じゅんばん協奏曲〜

2019年1月6日（日）　午前の部：11:00〜12:00　
午後の部：13:00〜14:00
瀬田4丁目旧小坂緑地内、旧小坂家住宅洋間（瀬田4-41-21）
区の有形文化財の一室で五節句に生花を楽しみませんか？

無料　
カタクリの会

H P http://www.re-forest.com/seta4/ikebana6jan2019.
html

2019年1月20日（日） 14：00開場、14：30開演、16：00閉会予定
北沢タウンホール（北沢2-8-18）

「オペラ」と「京劇」の実演付レクチャ。歌唱体験。コラボあり。
一般：2,800円　学生：500円　
一般財団法人　日本京劇振興協会
080-4478-7009（担当：河田）

FAX 6411-4168　Mailopera2018@shincyo.com

2019年2月9日（土） 
1部 13:30開演（13:00開場）　2部 18:30開演（18:00開場）
オーキッドミュージックサロン（玉川2-1バーズモールB1F）
ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、フルート、セルパン、薩摩琵琶の
一流演奏家による音楽と演劇の融合を、ぜひご体感ください。

前売（当日500円増し）  一般2,500円  高校生以下1,500円  
親子ペアチケット（小学生以下のお子様とのご同伴）3,500円  　

アイラボグループ　 6310-4195  
H P http://t-c-t.jp　Mail info@t-c-t.jp

カタクリの会 お節句に無料で生花体験 
楽しい生花ワークショップ

特別ワークショップ オペラと京劇 
ヨーロッパとアジアの歌劇に挑戦！

心に響く東京コンテンポラリーシアターの音楽演劇
1部「蜂子皇子」　2部「アルジャーノンに花束を」 
一流の音楽家達が自ら演奏し、演劇をする新ジャンルの話題作！

世田谷区では、文化・芸術の振興を目的としてお寄せいただいた寄附金の一部を「地域文化芸術振興事業補助金」に活用し、
区内各地で行われる文化・芸術活動の支援を行っています。今年度、世田谷芸術百華に参加の区民団体主催のイベントです。
申込みやお問合せ等詳細は各連絡先まで。

世田谷アートタウン2018
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会員先行発売・割引対象（前売のみ）

凡例　 出演　講 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

毎年恒例の大道芸フェスティバルが今年も開幕します！街中で
国内外の一流パフォーマーたちが、パントマイムやジャグリン
グ、アクロバットなど華麗な技を繰り広げます。その他、商店街
自慢の「屋台」や手作りアート小物が並ぶ「アート楽市」など三軒
茶屋に現れる2日間のお祭りをお楽しみください。

［活動内容］①パフォーマーの付き人・通訳②フェイスペイント③会場（本部、
パフォーマンス会場、リサイクルグッズ販売など）のお手伝い④写真・映像撮影

［活動日時］10月20日（土）・21日（日）終日　［対象年齢］18歳以上
［参加条件］当日スタッフ説明会（どちらか1日）に必ずご出席ください。
［説明会日時］9月30日（日） 14:00～16:00・10月6日（土） 14:00～16:00
［説明会場所］三軒茶屋キャロットタワー内

フェスティバル当日を支えるボランティアスタッフ募集中！

©SHELLEY

“せたおん”が商店街に音楽アーティストを派遣し、商店街のイベントをさらに盛り上げます！！

オートクチュール サックスカルテット　 無料／事前予約不要　問 音楽事業部　
5432-1535　 H P http://www.setagayamusic-pd.com/　

※出演時間は変更される場合があります

各商店街で、
4本のサックスがバラエティ豊かな音色を奏でます！

オートクチュール  サックスカルテット

三軒茶屋駅周辺、キャロットタワー、
近隣商店街など
問 5432-1547　 H P http://arttown.jp/

10.20 ・21土 日

10月19日（金）〜21日（日）　世田谷パブリックシアター

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

サーカス・シルクール 

20

19:00
14:00

2110/19

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

©Mattias Edwall

世田谷
アートタウン

2018
関連企画

山下 秋の味覚まつり2018（11:00～16:00）　
～商店街パレード～

11月3日（土・祝） 11:20～13:00
（時間内でパレ―ド20分×3回／雨天中止）

会場 山下商店街特設ステージ 他

山下商店街
第20回喜多見商店街感謝祭　

イルミネーション点灯式　
～商店街コンサート～

11月18日（日） ①14:30　②16:00
（各回30分／雨天中止） ※点灯式は17:00

会場 喜多見駅南口駅前広場（喜多見9-2）

からすやま光のページェント＆
ウィンターイルミネーションセール点灯式  

～商店街コンサート～
11月23日（金・祝） 16:00～（小雨決行）　
※点灯式は16:30
会場 烏山区民センター入口脇（南烏山6-2-19）

喜多見商店街 烏山駅前通り商店街

商 店 街

ア ー ト

プロジェクト

 『LIMITS/リミッツ』
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！

NANIROSSI イタリア／クラウン＆アクロバット
Fredi スペイン／クラウン
中国雑技芸術団 中国／コントーション、雑技

スペシャルゲスト

出演パフォーマー
荒木　巴、EPPAI&マサトモジャ、伊藤佑介、我人、
加納真実、空転軌道、芸人まこと、大駱駝艦、
コバヤシユウジ、サンキュー手塚、Stiltango、
セクシーDAVINCI、ダメじゃん小出、てのひら、
NAO＆WAGAN Brothers、博雅会、Funny Bones、
Pere Jovanov、Mr.BUNBUN、Luminous、
Los Ojillos Negros、和田 静男、松本かなこ 他

▲Fredi

▶NANIROSSI　ⓒ2014 C.Kurze

▼NANIROSSI　ⓒPierangela Flisi
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スポーツ教室・イベント

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/

申 込
9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）

運動と食の講座
11月20日（火） 10:30～12:00

千歳温水プール集会室

制限なし　 先着30名　 無料　

「レディーススポーツ」
①メリハリビューティー（美容とスポーツ）
10月22日～12月10日　毎週月曜　
12:45～13:45（全8回）　
総合運動場体育館会議室兼軽運動室
［内容］新体操のレッスンを通じて美しい姿勢
を形成し、メリハリボディを目指します！

田中琴乃氏（新体操オリンピアン）　
18歳以上の女性　 抽選20名　 16,000

円　 10月10日（必着）

②フットサル
11月1日～12月20日　毎週木曜
10:00～11:30（全8回）　
総合運動場体育館

スポーツフェスタin千歳温水プール
11月3日（土・祝） 9:00～21:00

①エイベックスダンスプログラム体験会
9:00～17:00
千歳温水プール体育室 

幼児〜成人　 24〜30名（体験会により異
なる）　 無料
②親子スイミング教室
A10:00～11:00　B14:00～15:00
千歳温水プール25mプール

幼児〜小学生とその保護者　 各回先着20
組　 施設利用料金　 　

座禅＆ヨガ体験教室
10月23日（火）、11月27日（火） 18:00～19:30

千歳温水プール健康運動室

高校生相当以上　 先着各20名　 各回
1,000円　

バドミントン教室
10月20日～11月17日　毎週土曜 

19:00～20:30（全5回）　駒沢中学校体育館

高校生相当以上　 先着30名　 3,000円

KTP　 18歳以上の女性　 抽選30名　
12,000円　 10月22日（必着）

世田谷246ハーフマラソンイベント
「視覚障害者と伴走者のランニング体験会」

11月11日（日） 10:30～12:30
駒沢オリンピック公園　第二球技場

視覚障害への理解、介助方法や伴走の基本技術
習得とランニング講習を実施

①視覚障害のある方（ランニングを含め、こ
れから運動を始めたい方）②伴走未経験者また
は伴走技術を向上させたい方　 ①②先着各
25名　 無料　 （対象者の番号も明記）　

10月26日（必着）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
①第3期バスケットボール教室
10月9日～12月18日（12月4日を除く）
毎週火曜（全10回）

A小学生 17:00～19:00
B中学生・高校生相当 19:00～21:00

先着A45名B35名　 各8,000円
②ゴルフスクール新規参加者募集中

大 会（共催事業など）
※詳細はHPまたは、各問合せ先へ 

その他 第68回区民体育大会
ソフトバレーボール競技
11月4日（日） 9:20～　大蔵第二運動場体育館

区内在住、在勤、在学者で構成されたチーム
または区在チーム　 3,000円（チーム）、小
学生1,500円（チーム）　 ハガキ　 10月5日

（必着）　 世田谷区バレーボール連盟・棚網
（〒156-0054 世田谷区桜丘3-27-16）

その他 共催大会
■第24回東京城南ブロック大会　
第30回世田谷区ダンススポーツ大会
11月4日（日） 10:00～　総合運動場体育館

JDSF選手登録者　 5,000円（1組）1種目追
加ごと2,500円追加　 JDSF標準申込書　

10月19日（必着）　 〒154-0016 世田谷
区弦巻1-24-12 鈴木彰

総合運動場、大蔵第二運動場

①プログラムは変更となる場合があります　②できるだけ公共の交通機関でお越しください　③運動ができる服装・靴でお越しください（体育館は室内履きが必要）　
④詳細はスポーツ振興財団へお問合せください

小さなお子さまからご年配の方、外国人まで、ま
た障害のある方も参加できる楽しいアトラクショ
ンやスポーツ体験コーナーなど、イベントが盛り
だくさんです。ご家族・お友達をたくさん誘って
『区民スポーツまつり』に遊びにきてください！

●��各種スポーツ・レクリエーション体験コーナー
●��スポーツチャレンジコーナー
●��ふわふわトランポリン
●�ジャンボスライダー
●�FC東京サッカークリニック
●�車いすテニスデモンストレーション
　�＆ふれあいテニス
●��昔の遊びコーナー
●��大道芸　●��模擬店　●��縁日
●�フリーマーケット
●��ウルトラマンジードショー・握手会　①12:15～、②14:15～
　（握手会は①のみ）　※雨天時は12:30〜の1回のみ（握手会なし）

1初心者のための弓道　
10:30～13:30　総合運動場弓道場
経験者を対象とした個人戦。風船・板割りなどの余興もあります。

中学生以上の経験者（無段者）　 メール（区弓道連盟HPから申
込書をダウンロード）　 10月5日（必着）　

区弓道連盟・田中（Mail ktanaka@arion.ocn.ne.jp）　

2空手体験コーナー　
14:00～15:30　総合運動場第一武道場　 

小学生以上　 先着30名　 FAXかメール（①氏名②年齢③電
話番号を明記）　 10月16日（必着）　

区空手道連盟（ 6325-5244 Mail tao_of_peace_wado@
yahoo.co.jp）

主なイベント 事前申込が必要なイベント

区民スポーツまつり
～いい日、いい汗、いい仲間～

温水プール無料開放
9:00～21:00

総合運動場温水プール
千歳温水プール
太子堂中学校温水プール
玉川中学校温水プール
烏山中学校温水プール
梅丘中学校温水プール
※詳細は各施設へお問合せください
※水着・水泳帽が必要です

太 玉 烏 梅

10:30～15:30　
開会式9:45～

10月21日（日）

▶問合せ先　 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問合せ先

注意事項

第54回

©円谷プロ
©ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京

マーク

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

再生紙を使用しています
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