
����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
作家デビューした筒井康隆は、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。以来、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。
����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。

EXHIBITION

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  https://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/ 
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“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（11月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
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筒井康隆／撮影：綱中健太

2018年10月25日2

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　
音楽パオロ・アラッラ作曲「Nothing」

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申込フォームより、または当館へ電話　
※未就学児入場不可

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

西および中部アフリカ出身の9名の作家の作
品を紹介します。
　　　　　　追悼――保田春彦（1930－2018）　

「美術・音楽・文学にみるアフリカの今」
①「複数の語りの共存をめざして―アフ
リカの同時代美術の30年」
11月4日（日） 14:00～15:00　講堂
出川口幸也（立教大学教授）　

当日先着140名　 無料
※当日13:00からエントランス・ホールにて整理券を
配布　※手話通訳付

「視覚障害者の美術鑑賞」がテーマのトーク続
編。当館の収蔵品3点の触図を試作いただいた
関係者に、その後の改良版についてお話を伺い
ます。

栗田晃宜（元香川県立盲学校教諭）、岩崎清
（NPO法人視覚障害者芸術活動推進委員会）　
聞き手塚田美紀（当館学芸員）　 当日先着140
名　 700円（障害者とその介助者は無料）

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

向井潤吉のエッセイとともに画業を辿ります。

イタリアの画家にして、デザイナー、そして絵
本を多数制作し、子どものための造形教育に
も力を注いだ作家の活動を紹介。

講演会「ムナーリの言葉から考えるデザ
イン教育」
12月22日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂

阿部雅世（デザイナー、ベルリン国際応用科
学大学教授）　 先着140名　 無料
※当日13:00からエントランス・ホールにて整理券を
配布　※手話通訳付

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。

生誕150年を迎える徳冨蘆花と、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）

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
10/30～11/4 吹きガラス　４人展
11/6～11 第三回　東墨会水墨画
11/13～18 鈴木みどり作品展（14日から公開）

11/20～25 明墨会　水墨画展
※ 公開は初日の13：00頃から、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

■ギャラリートーク
12月15日（土）
11:00～（20分程度）
担当学芸員による
作品解説　

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

■ギャラリートーク
11月24日（土）
11:00～（20分程度）
担当学芸員による
作品解説　

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

11月4日（日） 14:00～15:45（開場13:30）

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（ 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

11月18日（日） 14:00～15:00
親子で楽しめる展示解説と、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。
出おはなし＊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

《おどりこ》1962～64年頃

〠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」

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

10/23～28
2018★子どもの造形リトピカ作品展　※24日～公開 美しい日本の野鳥 山田三郎写真展
雑草を美しくする会展

おおい清小品展 　※24日～公開第5回 世田谷美術館美術大学26期展

10/30～11/4
アトリエQ展 五彩展
等和文化サロン写真教室　第10回写真展

第4回「夢々の会」絵手紙展　※31日～公開水彩画の会“美匠”“美匠jr”　※31日～公開

11/6～11 世田谷区障害者施設アート展 アトリエ・アウトス展

11/13～18
帆船模型３人展 2018　ART GARDEN 展　※14日～公開

川口伸也写真展　※14日～公開 写真塾わいわい　第13回写真展
11/20～25 第32回世田谷美術館友の会展
※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担当まで

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　11月17日（土）～2019年1月27日（日）
　　　　  「ブルーノ・ムナーリ――役に立たない機械をつくった男」 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

トーク&オークションイベント「わたしの
筒井康隆」　第2回
12月1日（土） 18:00～20:00　文学サロン
出筒井康隆（作家）、中川翔子（タレント）　 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　 11月17日（必着）
記念対談「筒井康隆を語る」
12月8日（土） 15:00～16:00　文学サロン
出 筒井康隆、松浦寿輝（作家）　 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　 11月24日（必着）

朗読会「筒井康隆とはじけよう！」
『世界はゴ冗談』『夢』『新宿祭』など筒井
ワールド120分
11月24日（土） 13:30～15:30　文学サロン
出声を楽しむ朗読会、福島勝則（多摩美術大学
名誉教授）　 どなたでも　 150名　 無料　

当日先着
ミニ古本市
12月1日（土）、2日（日） 11:00～17:00 
1階ロビー
下北沢の古書店、クラリスブックスがSF・文
学・思想・映画などのジャンルから、筒井康隆
の著作や関連書籍を集めて特別出品します。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円
／小・中学生300（240）円　
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり　

開催中～12月9日（日）　2階展示室
絵本・紙芝居の語り読み、手あそび、道具あそ
びなど、おはなしとあそびづくしの1時間。ぜ
ひ親子でご参加ください。

pipio（武本佳奈絵＋平澤朋子）　 3歳～小
学校低学年までの児童と保護者　 各日当日
先着15名　 無料

出クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、横山和明 
（ドラムス）　 どなたでも　 各回150名　

大人1,700円（中学生以上）、こども300円（0
歳～小学生）　※当日券は各300円増　

チケットぴあ（ 0570-02-9999、Pコード：
125458）　
※前売り完売の場合、当日券の販売はありません

「創作こけしストラップ」10月27日（土）、
11月3日（土・祝）
ミュージアムコレクション展にちなんだ
工作11月17日～2019年1月26日の毎土曜日

（12月29日を除く） 
いずれも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

100円ワークショップブルーノ・ムナーリ《陰と陽》1953年
ジャックリーン・ヴォドツ・エ・ブルーノ・ダネーゼ財団蔵

Photo: Roberto Marossi. Courtesy Fondazione Jacqueline 
Vodoz e Bruno Danese

©Bruno Munari. All rights reserved to Maurizio Corraini srl. 
Courtesy by Alberto Munari

●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。

ブルーノ・ムナーリ
――役に立たない機械をつくった男

11月17日（土）～2019年1月27日（日）
１階展示室

民家の画家
向井潤吉 人物交流記

開催中～11月4日（日）　１階展示室

ミュージアムコレクション 

アフリカ現代美術
コレクションのすべて

11月3日（土・祝）～2019年4月7日（日）
2階展示室

徳冨蘆花と烏山ゆかりの
文学者たち

開催中～2019年3月31日（日）　1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

コーナー展示

企　画　展 

企　画　展 

ミュージアム・セッション2018
トーク「絵画をさわって見るには②

―触図の可能性を広げる」
12月16日（日） 14:00～16:00

（受付13:00、開場13:30）　講堂

関 連 企 画

《水辺の曲り家》
［岩手県稗貫郡大迫町内川目］ 1976年

（奈良にて）1941年

関 連 企 画

ライブラリー　ほんとわ
pipioといっしょに親子でたのしむ

おはなしとあそびの時間
11月4日（日）・16日（金） 10:30～11:30

1Fライブラリー

0才からのジャズコンサート

11月7日（水） ①11:00～ ②13:30～
③15:30～（各回45分間）　文学サロン 

「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

展覧会
宮本三郎　装飾性の展開

開催中～2019年3月17日（日）

子どもとおでかけ美術館
いろと かたちの おはなし会

関 連 ト ー ク

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）　 https://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）



32018年10月25日

募集期間 12/3～2019年1/31　募集パート全パート　募集対象 世田谷区に在住
または在学の高校2年生（2019年4月時点）以下であること 他　選考方法 書類審
査、実技オーディション　※オーディションの日程・内容はパートによって異なります

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、歌声を磨いて
きたクワイア。このクワイアが、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。ゴスペルアーティストのステージもぜひお楽しみください！

「せたがやジュニアオーケストラ（SJO）」は、
池辺晋一郎音楽監督の提唱により2010年に
発足、現在9年目です。
SJOで音楽をともに奏でる2019年度入団メンバーを12月から募集します。
オーケストラの一員になって、一緒に音楽を作りあげませんか？

宮川彬良の音楽とバレエの世界をお届けします。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
ンフォニーでお楽しみください。

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　
一般 S席 4,500円　A席 3,500円　 　※2歳までひざ上無料

12月15日（土） 15:00　世田谷区民会館

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！ 
決勝大会に進めるのはどのバンドか？！ みなさまの力強い応援をお待ちしております。

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

©中西多恵子

ライブハウス演奏

ライブハウス演奏
◆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

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

※ 第二次・最終予選は入場無料（ドリンク代別途）

第二次予選

最 終 予 選

NEW YEAR CONCERT 2019
宮川彬良 バレエの世界

Atelier YOSHINO
Presents

　詳しくはSJOのホームページをご覧ください　 http://www.s-j -o.jp/

せたがやバンドバトル第
回

決勝大会

せたがやジュニアオーケストラ  
2019年度 入団員募集！

2019年1月13日（日） 16:00
昭和女子大学人見記念講堂

©武藤奈緒美

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

撮影：笠井爾示

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

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

爆笑寄席●てやん亭
出演者決定！
2019年1月18日（金） 18:00　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 
林家コタ 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　

3,800円　一般 4,000円　高校生以下・U24 2,000円　
※未就学児入場不可　※各発売日初日は窓口販売なし

『熱帯樹』
2019年2月〜3月　シアタートラム

2019年2月6日（水）〜24日（日）　世田谷パブリックシアター

12月8日（土）・9日（日）　シアタートラム

新国立劇場演劇芸術監督に新たに就任し、日本の演劇界を牽
引する演出家の一人・小川絵梨子が、三島由紀夫作品に初挑 
戦します。出演は林遣都、岡本玲、栗田桃子、鶴見辰吾、中嶋朋子
と実力派の顔ぶれが揃いました。
強力な布陣でお届けする濃密な
愛憎劇にご期待ください。
公演情報は決定次第順次お知ら
せいたします。
作三島由紀夫　演出小川絵梨子

林遣都　岡本玲　栗田桃子　鶴見辰吾　中嶋朋子
※各発売日初日は窓口販売なし

世田谷パブリックシアター×パソナグループ
『CHIMERICA チャイメリカ』

英国オリヴィエ賞受賞作品を
栗山民也の演出で本邦初演！

戯曲リーディング

気鋭の演出家・小川絵梨子が三島由紀夫作品に初挑戦！

89年に中国で起こった天安門事件を
背景にしつつ、現代社会が抱える問題
をうつしだす意欲作です。

作ルーシー・カークウッド　
翻訳小田島則子　演出栗山民也　

田中圭　満島真之介　倉科カナ　眞島秀和 他
S席（1・2階席） 8,000円　一般 S席 8,300円　A席（3階席） 6,000

円　高校生以下 S席 4,150円　A席 3,000円　U24 S席 4,150円　
A席 3,000円　補 助 席 

（1階席 一般発売日より販売）
7,800円　※ 各発売日初
日は窓口販売なし　※未就
学児入場不可　※先行のみ1
申込みにつき1公演4枚まで

『イザ   ぼくの運命のひと』

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

割引なし　一般 1,800円　高校生以下・U24 900円

今回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、ゴミの山に一人住む不思議な少女

「イザ」の物語です。
開演時間は決定次第お知らせいたします。

撮影：細野晋司

らまのだ『青いプロペラ』
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。作品を彩るスティールパン
の生演奏にもご期待ください。
作南出謙吾　演出森田あや　

富川一人（はえぎわ）　田中里衣　林田航平　
福永マリカ　今泉舞　斉藤麻衣子　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　※高校生以下は当日
要証明書提示　※未就学児入場不可　

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

地域の物語ワークショップ2019
「家族をめぐるささやかな冒険―11月の土日編」
地域に暮らす人々の物語を掘り起こすことで、従来の
形にとらわれない演劇をつくりあげるワークショップシ
リーズ「地域の物語」。今回は シンガポールからも進行
役を招き、「家族」について考えます。
日程 11月24日（土）、25日（日）13:00～18:00（全2回）　
対象どなたでも　定員約20名　 

1,000円（全2回分）　締切 11月8日（木）必着 
詳細は劇場HPをご覧ください。

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

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）

2019年 1/20（日）
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（1・2階席）のみ）　一般 前売A席 5,000円　B席（3階席） 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（前売のみ当日要証明書提示）　U24 2,500円　親子ペア 4,000円（前売のみ、大人
1名＋3歳〜小学6年生1名。当日要証明書提示）　※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　一般 7,000円 
キャピタルヴィレッジ　 3478-9999（平日11:00～18:00）

25 2627

19:30
15:00

1/24
未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

 12/1（土）
一般 12/2（日）

発売
開始

 12/15（土）
一般 12/16（日）

発売
開始

 11/3（土・祝）
一般 11/4（日）

発売
開始

 10/25（木）
一般 10/26（金）

発売
開始

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）

11/1011

15:00

2/6 7 8 9 10 1112 1314 1915 16 17 18 2120

18:30
13:00 休

演
休
演

22 2324

　＝ポストトークあり
　＝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）
　＝貸切公演　　＝収録のため客席内にカメラが入ります

『フリーステージ2019』参加団体募集！
 12月1日（土）締切。詳細はホームページをご覧ください。

撮影：黒羽政士



2018年10月25日4

メキシコの手仕事の魅力を伝える民芸玩具
展。玩具職人グメルシンド・エスパーニャ

（1935〜2018）の
作品を中心に、1960
年代〜現代につくら
れた木製玩具など、
関連作品約150点を
展示します。
無料

　

1 上映会「メキシコの死生観を想う」
［第1回］11:00～12:00
［第2回］15:30～16:30　
メキシコ・ミチョアカン州パツクアロの伝統
行事「死者の日」の様子を綴った貴重な記録映
画を上映します。

【上映作品】『Ofrenda para las animas―魂
への供物』（Ricardo Braojos 制作チーム／
1998年／53分）　 各回当日先着40名　

無料　 不要、直接会場へ
2 トーク

「メキシコと民芸－素朴とユーモアと宇宙」
13:30～15:00　
メキシコ玩具の創造性や造形の魅力につい
て、メキシコ民芸店店主の山本さんと、世界

の玩具を蒐集する春日さんが語り合います。
山本正宏（LABRAVA店主）、春日明夫（東京

造形大学教授、芸術学博士）　
申込先着40名　 500円　 電話かメール

（P2記入方法参照）で生活工房へ
3出張！ メキシコ雑貨店　
10:30～17:00
メキシコ玩具や雑貨の販売に加え、日本の東
北地方の伝統こけし工人が、メキシコをイ
メージして制作した「メキシこけし」（CHIDO 
PROJECT）の販売も行います。

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」の上映会。ゲストに
10数年かけて一人でビルを建て続けている 
岡啓輔さんを招き、世界各地の人々や動物が自
分の住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】『ドーム型家屋の建築』（西アフリカ 
オートボルタ／リマイベ族／1962年）、『テン
トづくりと組み立て』（モロッコ・アトラス山

親子スポーツ観戦デー　
B.LEAGUE　2018-19シーズン

B1リーグ　11節
アルバルク東京VS京都ハンナリーズ

11月23日（金・祝）、24日（土）
15:05 Tip off　アリーナ立川立飛

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
撮影）ほか計11作品

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　 電話かメール（P2記
入方法参照）で生活工房へ

ご自宅に飾られている美術作品を、無償で貸出
していただける方を探しています。著名な美術
家の作品ではなくても、また由来が判明しない
ものでも構いません。展示状況の写真や作品
に関するインタビュー動画とともに、2019年
6月に生活工房ギャラリーで開催予定の展覧会
にて紹介します。　※詳細 参照

［受付期間］10月25日（木）～12月25日（火）　
※応募多数の場合、すべての作品をお受けできないこ
とがあります　［企画制作］藤井龍（美術家）　

美術作品（自作を除く）を所有する世田谷区
在住の方　 電話かメール[P2記入方法参照、
作品形態（平面または立体）と概ねのサイズも
明記]で生活工房へ　

私たちが普段見落としている日常空間の出来
事について、研究者やアーティストとともに、
五感をフル活用しながら3回に渡って学び・体

験してきたワークショップシリーズ。本企画を
第4弾・上映会で締めくくります。
4 Documentary：上映会《振返り》
12月1日（土） 13:00～15:00　生活工房4Ｆ

第3弾までの様子を記録撮影してきた映像作家
の三行氏を迎えつつ、これまでの参加者も交え
てドキュメンタリー作品を鑑賞し、本企画を振
り返ります。開催済みのトークやワークショッ
プへの参加が叶わなかった方も是非ご来場下
さい。

［ゲスト］三行英登（映像作家／グラフィックデ
ザイナー）　 当日先着40名　 無料　

不要、直接会場へ

活動内容や情報を発信するために欠かせない
「広報」の役割について、組織運営の視点も交え
ながら学びます。

［共催］世田谷区生活文化部市民活動・生涯現役
推進課　［企画進行］株式会社世田谷社
【第1回】吉田知津子（広報プランナー／ハン

ズオン埼玉 理事）、【第2回】千葉晋也（株式会社
石塚計画デザイン事務所 代表取締役）　

NPO等の団体スタッフ・役員　 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（P2記入方法参照、団体
名も明記）で生活工房へ

関 連 イ ベ ン ト

春日明夫コレクション
人はあそぶ

メキシコ民芸玩具展
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

企　画　展 

《踊るガイコツ》
グメルシンド・エスパーニャ作

／2017年

『ドーム型家屋の建築』©（公財）下中記念財団

ⓒ藤井龍

「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 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1回】NPOだからこそできる広報の基礎
12月4日（火） 19:00～21:30

【第2回】今すぐ使えるチラシづくりのコツ
12月11日（火） 19:00～21:30

いずれも生活工房5F

プライベート・コレクション展 協力者募集中
ご自宅に飾られている絵画や

彫刻を探しています

日常を見限らない
音と身体のワークショップ

ⓒ円谷プロ

「¡Hola! メキシコな一日」
11月18日（日） 10:30～17:00　生活工房4Ｆ

席はアルバルク東京側ホーム自由席
アルバルク東京を応援していただける区内

在住の小学生親子ペア（子ども1名、大人1名）　
各日先着15組30名　 無料　 11月20日

［コースレベル］一般向き中級者（★★☆）
［記号の説明］⇒バス　➡徒歩　
［コース］
世田谷区役所⇒勝沼IC⇒上日川峠駐車場➡上
日川峠➡福ちゃん荘➡大菩薩峠➡（大菩薩嶺）
➡大菩薩峠➡福ちゃん荘➡上日川峠➡上日川
峠駐車場⇒勝沼IC⇒世田谷区役所（歩程約4時
間）

18歳以上　 抽選20名　 5,000円　
11月8日（必着）　※昼食（弁当）・水筒・雨

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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
10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）

具持参、登山靴着用（物品の貸し出しはありま
せん）、任意でヘッドランプ、ストック、行動食
持参

軽度の知的障害のある中学生以上の方とそ
のご家族（関係者）　 先着30名　 1,000円

（別途、貸自転車代など実費負担あり）　
ハガキかFAX（年齢も明記）　 11月9日（必

着）　 世田谷サーンズ・北口（〒156-0044 
赤堤 4-42-2 090-9010-2275 3323-
8250）

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　 先着25名　 1,000円

①第4期デイタイムテニススクール
A 月曜コース　11月12日～12月17日
B 金曜コース　11月9日～12月21日
※初心者から上級者のクラス分けあり

18歳以上　 先着順　 7,500、11,000円
（クラスにより異なる）　
②ゴルフ教室・個人レッスン
A ゴルフ教室／B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。

A12,000円～B20分2,000円～　

60歳以上　 各回先着30名　 各回500
円　

大 会（共催事業など）
※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

■ショートテニス競技
11月25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（Ａ）低学年（小学1年～3年生）（Ｂ）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）　 区内
在住・在勤・在学者　 ①～④合わせて先着

200組　 500円／人（小・中学生200円／人）　
メール　 11月11日（必着）　 区ショー

ト テ ニ ス 連 盟・ 高 橋（s-t-setagaya@jcom.
home.ne.jp）　
■アマチュアボクシング競技
12月16日（日）　東京農業大学　常盤松会館3
階　ボクシング道場

①平成30年度日本ボクシング連盟登録者②
世田谷区在住、在勤に該当する者　 2,000円　

郵送　 11月16日（必着）　 区ボクシン
グ連盟・宮崎（〒252-0314 相模原市南区南
台5-6-2-303 042-748-9091）

その他 共催大会
■創立62周年記念フォークダンス大会
11月23日（金・祝） 10:00～　総合運動場体育館

協会会員、賛助会員、OB、都内在住一般愛
好者　 300円／人　 当日　 区フォーク
ダンス協会・竹ノ内（ 3703-2747）
■AR選手権大会
11月11日・18日・25日（いずれも日曜）
9:00～　総合運動場エアライフル場

区連盟会員及び世田谷区在住・在勤者で
競技用エアライフル銃の保有者　 500円 　

当日　 区ライフル射撃連盟・高田（
3487-0832）　 http://setagayarifle.
web.fc2.com/

 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問合せ先

マーク

ハイキング
「山梨県・大菩薩峠」

11月24日（土） 6:50　区役所第三庁舎集合

ふれあいサイクリング＆ウォーキング
11月23日（金・祝） 9:00～15:00（予定）

国営昭和記念公園　[集合]新宿駅西口交番前

わくわくサッカー教室
11月25日（日）、12月2日（日）、

16日（日）、22日（土） 9:30～11:00（全4回）
池尻小学校第2体育館

ロコモ介護予防体験教室
12月1日（土）・8日（土） 18:00～19:00 

千歳温水プール　健康運動室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

その他 第68回区民体育大会

10年以上にわたり区内でスポーツ・レ
クリエーションの振興に尽力し、活動
している方を推薦してください。　

郵送（所定の推薦書は、区スポーツ推
進課、総合支所地域振興課等で配布、
または当財団HPからダウンロード）　

11月21日（必着） スポーツ振興財
団（〒157-0074世田谷区大蔵4-6-1）
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１１月１１日　　荒天中止
 駒沢オリンピック公園中央広場 他

日

● 模擬店・物産展　
 　7:00～14:30【中央広場】
　 地元商店会、群馬県川場村 他

● パラ種目体験会　
　 10:30～14:00【第二球技場】
　 ボッチャ、フライングディスク等

● 区内大学応援団による
　 応援合戦
 　12:10～12:50 
 　【中央広場ステージ】
 　駒澤大学、日本体育大学、
 　明治大学（順不同）

● ウルトラセブンミニショー　
　 11:40～12:10
　 【 中央広場ステージ】

※ 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）

入場
無料

大会への参加申込は終了しました。

「スポーツ・レクリエーション推進賞」
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。[ [

募集

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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