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インターネットよりお申込みください。
申込締切後、抽選となります。

申 込
方 法

多様なスポーツ活動を通して子どもの体力・基礎運動能力の向上に取り組む
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。

総合運動場・大蔵第二運動場場 所
対 象 年少～高校３年生

活 動
期 間 2019.4  2020.3   

申 込
期 間 2.12  2.26   

2019年度生募集について

https://www.se-sports.or.jp/stja/
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アスレティクスアカデミー

Giants Method
ベースボールアカデミー

フットボールアカデミー 器械運動アカデミー

テニスアカデミー

総合監修 髙野進

総合監修 坂井利彰

陸上400m日本記録保持者、
オリンピアン

元全豪オープン出場選手

元ユニバーシアード
体操競技日本代表監督

元サッカー日本代表

元読売ジャイアンツ野手

Ⓒallsports.jp

Ⓒallsports.jp

総合監修 高橋正典総合監修 北澤豪

総合監修 河埜和正

全日本選手権
アイアンマンレース5連覇

総合監修 飯沼誠司

−− 経験豊かなアスリートが指導 −−

Lifesaving Spirit
スイミングアカデミー
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詳細は「世田谷ジュニアアカデミー」ホームページをご覧ください

スマートフォン
はコチラから！世田谷ジュニアアカデミー

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  https://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（2月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

2019.1.25

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

毎月25日発行
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せたがや 文化・スポーツEvent Guide
Arts & Sports
in Setagaya
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2黒色すみれとヒグチユウコのサーカ
ス・ナイト
3月16日（土） 18:00～19:30　
1階文学サロン 他
ネオクラシック女性デュオ「黒色すみれ」のコ
ンサートと展覧会を両方楽しめる特別な一夜。
ヒグチユウコのライブドローイング中継も同
時開催。
出黒色すみれ　口上：佐藤梟　 200名　

2,000円　 完全前売制。2月16日よりロー
ソンチケットで発売　Lコード：34408　ロー
ソンチケット（ 0570-000-777／当館では取
り扱っておりません）

生誕150年を迎えた徳冨蘆花と、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
の地ならではのつながりやエピソードととも
にご紹介します。大好評のムットーニコーナー
では新たな3作品――中原中也の詩「地極の天
使」にもとづく《アトラスの回想》、芥川龍之介

空想と現実を行き交う自由な発想とタッチで、
作品制作のみならず絵本の刊行など幅広い活
躍をみせる画家ヒグチユウコ。本展では、自身

初となる大規模個展として、約20年の画業の
中で描かれた500点を超える作品を公開しま
す。ヒグチユウコが描く猫や少女、キノコ、こ
の世ならぬ不思議ないきものたちが繰り広げ
る、楽しくもどこか切ないサーカス（CIRCUS）
の世界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 　※障害者割引あり

［展覧会前売券］ローソンチケット（全国ローソ
ン・ミニストップ）で発売中　Ｌコード：34408　
ローソンチケット（ 0570-000-777／当館で
は取り扱っておりません）

［託児サービス］（事前申込制・有料）2月8日
（金）・3月8日（金）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）

1バルーンアート・ワークショップ
3月3日（日） 13:00～16:00　1階文学サロン
バルーンパフォーマンスやオリジナルのバ
ルーン作りをお楽しみください。
出コンフェッティバルーン Hara harari　 中
学生以下　 30分毎に各回当日先着10～20
名　 無料　 不要、直接会場へ

の短編《蜘蛛の糸》、萩原朔太郎の詩《題のない
歌》を、また、新作の出張展示バナー「セタブン
人生相談」コーナーもあわせてお楽しみいただ
けます。

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）

 
 

ふじやまビレジでは「帰ってきた寺山修司」展。
同施設内、せせら
ぎの湯（休み処）で
は「山 へ！ to the 
mountains」 展、
なかのビレジでは

「水 上 勉 の ハ ロ ー
ワーク　働くこと
と生きること」展を
開催しています。

無料

※（　）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

田沼武能×大村彦次郎クロストーク
2月23日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂

田沼武能（写真家）、大村彦次郎（編集者・文
芸評論家）　 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

追悼――保田春彦（1930－2018）　
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

トーク「美術・音楽・文学にみるアフリ
カの今」シリーズ②

「フォークとポップが交差するとき―ア
フリカン・ポップスの魅惑」
2月11日（月・祝） 14:00～15:00　講堂

鈴木裕之（国士舘大学教授）　
聞き手：塚田美紀（当館学芸員）
※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

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

90歳を迎える今も精力的に活動を続ける 
田沼武能。戦後からオリンピックに至るまでの
昭和の東京の諸相を捉えた写真を紹介します。

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

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
1/29～2/3 60歳からの暮らし事（さをり織り）

2/5～10 絵手紙ベルの会「成城さんぽしませんか」
平成の思い出とともに

2/11～17
齋藤志穂×出西窯　Shiho Saito×
Japanese poettery Shusaigama
※12日（火）は休館

2/19～24 たまたま家族展

※ 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）

〠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～3月17日（日）

世 田 谷  美  術  館  分  館

■ギャラリートーク
2月9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
3月2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

2月9日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
奥沢・玉川田園調布ゆかりの人々を迎えてお

話を聞くシリーズ〈人ひろば〉。このたびは、自
由が丘駅前にある創業95年の「不二屋書店」の
店主、門坂直美さんに、街の本屋さんとしての
歩みをお話しいただきます。あわせて商店街の
猫のお世話の活動もおうかがいします。

門坂直美（「不二屋書店」3代目店主）
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

2月2日（土） 13:30～17:00（開場13:00）
プッチーニ作曲のオペラ「西部の娘」を解説付
きでご紹介。　
※都合により、演目を変更しました

稲葉忠実　
どなたでも　 申込先着50名　
500円　 下記参照

《裸婦》1969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.42　「自由が丘で書店を続ける！」

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

1/29～2/3 第24回世田谷区特別支援学級連合展覧会　※30日～公開

2/5～10 雅遊会作品展
岡本福祉作業ホーム 作品展

「モノクロームなニューヨーク」Shinji K 写真展
2/11～17
休館日　12日（火）2019　リープ展 第7回緑友美術展2019

2/19～24 東京私立中学高等学校協会　第8支部「連合美術展覧会」

2/26～3/3
赫土展

アトリエミュレット　easobi-ten 2019
上野毛絵画教室

※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

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　2月9日（土）～4月14日（日）
　　　　  「田沼武能写真展　東京わが残像1948－1964」 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

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

展覧会
清川泰次

昭和の学生旅行
開催中～

3月17日（日）

1月26日（土）及び2月9日（土）～4月13日（土）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

100円ワークショップ

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.39

《双子》2018年 ⓒ Yuko Higuchi 

●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。

ヒグチユウコ展
CIRCUS［サーカス］

開催中～3月31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～3月31日（日）　1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

企　画　展 

関 連 企 画

どこでも文学館　出張展示
開催中～3月31日（予定）

群馬県川場村世田谷区民健康村
ふじやまビレジ・なかのビレジ

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～3月31日（日）
　　　　  ヒグチユウコ展 CIRCUS［サーカス］
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

ブルーノ・ムナーリ
――役に立たない機械をつくった男

開催中～1月27日（日）　１階展示室

田沼武能写真展
東京わが残像1948－1964

2月9日（土）～4月14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

開催中～4月7日（日）　2階展示室

コーナー展示

企　画　展 

関 連 企 画

関 連 企 画

《白川郷》［岐阜県大野郡白川村萩町］1963年

《オリンピック開幕で市街を走る聖火ランナー》［東京］1964年

《二月堂にて》
　1941（昭和16）年

展覧会
宮本三郎　装飾性の展開

開催中～3月17日（日）

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

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）
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第一次予選（音源審査）、第二次予選・最終
予選（ライブハウス演奏）を突破したバンド
が、いよいよ決勝で対決！ 観客審査による賞
もありますので、ぜひご来場ください。 古代エジプト文明は多

くの人の心を惹きつけ、
美女クレオパトラは広く
音楽の題材に。エジプト
考古学者の吉村作治さ
んと、せたおん音楽監督 
池辺晋一郎がエジプト
の魅力に迫ります。

様々な国にルーツを持つ曲目をいろどり豊かに取り揃
え、打楽器の楽しさを存分に味わえるコンサートです。

2つの区民団体が、平成元年から年に一度開催している演奏会。そして平
成最後を飾る今回は、ドラマチックな傑作 ヴェルディ「レクイエム」をお送
りします。中でも迫力のある「怒りの日」は必聴です。

予選通過の10団体
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）
 ゲスト サンプラザ中野くん

全席自由　前売 800円　当日 990円　 　
※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）

吉村作治（考古学者／お話）　
池辺晋一郎（作曲家／お話）　
安江佐和子（パーカッション）　大須賀かおり（ピアノ）
藤井宏樹（合唱指揮）　Ensemble PVD（合唱）

池辺晋一郎：無伴奏混声合唱のための古代エジプト
恋愛詩集による5つのマドリガル
池辺晋一郎：タンブリンとピアノのための3つの小品
ドビュッシー：前奏曲集第2巻より第10曲「エジプトの
壺」  他

 3,200円　一般 3,500円　 　
※未就学児入場不可

一般 1,000円　
3歳～中学生 500円（当日要証明書提示）
※託児あり（要予約：イベント託児・マザーズ

0120-788-222）

黒岩英臣（指揮）　世田谷フィルハーモ
ニー管弦楽団　世田谷区民合唱団 他　

ヴェルディ：レクイエム
 S席 2,000円　

一般 S席 2,500円　A席 1,000円　
※未就学児入場不可

4月21日（日） 15:30　成城ホール
（小田急線 成城学園前駅）

3月16日（土） 15:00　北沢タウンホール
（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

2月24日（日） 14:00　昭和女子大学人見記念講堂
（東急田園都市線 三軒茶屋駅）

せたがやバンドバトル 決勝大会
岡田知之

パーカッションアンサンブル
～知られざる打楽器のルーツとリズム

ヴェルディ「レクイエム」

――― 異分野とのコラボレーション ―――

―― せたがや名曲コンサート ――

3月8日（金） 19:30 & 9日（土） 14:00　世田谷パブリックシアター

2月17日（日）〜3月8日（金）　シアタートラム
2月6日（水）〜24日（日）

世田谷パブリックシアター
気鋭の演出家小川絵梨子が初の三島由紀夫作品を手掛けます。
愛憎渦巻く5人の家族には魅力的なキャストが揃いました。
どうぞご期待ください。

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』

ストップギャップ ダンスカンパニー 『エノーマスルーム』

世田谷パブリックシアターは、区立小中学校にて、先生方の希望やクラスの
様子を踏まえたオーダーメイドのワークショップを実施しています。2学期
は学芸会・学習発表会に向けてのお手伝い、3学期は世田谷区教科「日本語」
の授業で伺うことが多いです。ご応募は学校経由。今年度の子ども向けのお
申込みは締切ましたが「先生のためのワークショップ」はまだ募集していま
す。詳しくは各学校各先生宛に配布しているリーフレットをご覧ください。

現代英国演劇界で最も注目を集める若き女性劇作家ルーシー・カークウッドが2013年に執筆、数々
の賞を受賞しブロード
ウェイでも上演された
話題作を本邦初演！どう
ぞお楽しみに。

「“違い”こそが私たちの存在理由であり、私たちのメソッドです」をモットーに、数多くの観
客を魅了してきた英国のストップギャップ ダンスカンパニーが初登場！愛する妻・母を失っ
た父子の物語を、時に切なく、またユーモラスに描きます。 ※9日（土）14:00ポストトークあり

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） ・S席（注釈付） 8,000円　一般Ｓ席・
Ｓ席（注釈付） 8,300円／Ａ席（3階席）・Ａ席（注釈付） 6,000
円／補助席（1階席） 7,800円　U24・高校生以下 各一般料
金の半額　※注釈付指定席は、舞台が一部見づらい、または落下防
止の手すりが視界に入る可能性がございます　※未就学児入場不可

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

2/17 3/118   19   20   21   22   23   24    25     26   27   28     2   3   4   5   6   7   8  

13 00:
14 00:
17 00:
18 30:

休
演

休
演

休
演

＝収録のため客席内にカメラが入ります

＝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）

『熱帯樹』

アーティスティックディレクション ルーシー・ベネット　 デーヴィッド・トゥール　ハンナ・サンプソン　ナデン・ポアン 他
3,800円　一般 4,000円　ペア 7,000円（前売のみ）　U24 2,000円　高校生以下 1,500円　※未就学児入場不可

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　
 6,600円　一般 6,800円　

トラムシート 6,200円　
高校生以下・U24 各一般料金の半額  
※トラムシートは座席ではなく、客席最後部の
壁に備え付けられたバーに寄り掛かれる半お立
見のスペースです　※1申込につき1公演2枚ま
で　※トラムシート発売初日は窓口販売なし
※未就学児入場不可

～お話と音楽で贈る～
エジプト、クレオパトラと音楽

4月21日（日） 11:00〜12:00（休憩なし）
成城ホール

岡田知之
パーカッションアンサンブル

～こどもからおとなまで、楽しい打楽器の世界

同日開催！
こども向け企画！

音楽監督 岡田知之　 岡田知之パーカッションアンサ
ンブル　 鼓　テーブル・ミュージック　三宅 他

 1,800円
一般 2,000円　
中学生以下
1,200円（当日要証
明書提示）　
※未就学児入場不可

2月17日（日） 15:00　世田谷区民会館
（東急世田谷線 松陰神社前駅）

イギリス発！障害の有無を超えた身体表現と詩的でユーモラスなステージ。

「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」
区立小中学校で演劇ワークショップ実施中！

学校 ワ ク プシー ョッの のため

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　Mail info@setagayamusic-pd.com　 HP http://www.setagayamusic-pd.com/usic

池辺晋一郎
Ⓒ東京オペラシティ

文化財団　　　
撮影:武藤章

吉村作治
ⒸAKHT

ⒸAKHT

©中西多恵子

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　FAX	5432-1559　 HP 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

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 平山素子、シェイクスピアを踊る。
『POISON』リ・クリエイション3/22（金）～24（日）

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

シ ア タ ート ラ ム

演出・振付・出演 平山素子　 河内大和　竹内梓　宮河愛一郎　中川賢　
四戸由香　  4,400円　一般 4,500円　当日 5,000円　U24 2,500円　
高校生以下 2,000円（前売のみ、当日要証明書提示）　※4歳以上入場可

NPO alfalfa　 080-4670-4520（平日10:00～16:00）

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）

音  楽 音楽は自由をめざす Vol.5
一人芝居“劇励”公演 ～高山広の「アレサ・フランクリン物語」

2/2（土） 14:00
成城ホール

（成城学園前駅）

音  楽 せたがやジュニアオーケストラ　第9回定期演奏会
3/21（木・祝） 15:00
世田谷区民会館

（松陰神社前駅）

アレサ・フランクリンの生涯を一人芝居の第一人者、高山広が全ソウルを傾けて描きます。
高山広（アクターディレクトライター）　

案内 湯川れい子（音楽評論家・作詞家）　吉岡正晴（音楽ジャーナリスト）　
 1,500円　一般 2,000円

音 楽 事 業 部 主 催

今もっとも注目の指揮者、田中祐子氏とともに、華麗でロマンティックな世界に挑戦します！ 
１年間の成長をぜひお聴きください。

田中祐子（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ　
曲 ベルリオーズ：序曲『ローマの謝肉祭』　チャイコフスキー：交響曲第1番『冬の日の幻想』  他　

一般 1,000円　高校生以下 500円

第
回

23

19:30
14:00

243/22

演 劇 劇団東演創立60周年記念『マクベス』3/24（日）～4/7（日）

作 W･シェイクスピア　翻訳 佐藤史郎　
翻案・演出・美術・衣裳 V・ベリャコーヴィッチ

豊泉由樹緒　能登剛　南保大樹　奥山浩　岸並万里子 他　
 5,200円　一般 5,500円　その他劇団扱い割引あり

劇団東演　 3419-2871（10:00～18:00）

 1/31（木）
一般 2/1（金）

発売
開始

未就学児入場不可
未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

3/24 4/125     26   27   28   29   30    31 2   3   4   5   6   7   

13 30:
15 00:
18 30:
＝アフタートーク　出演：O･レウシン 他
＝バックステージツアー

暁～AKATZKI～ 作戦行動〇〇伍「ラストワルツ」  2/8（金）・9（土）

構成・振付・舞踊手 イシブチサトシ　カトリナオト　カマクラミチヒコ　
スズキタクロウ　ジントク　ヒラハラシンタロウ　フジタヨシヒロ　
戦術作戦参謀 カツヤマヤスハル　本部隊総司令 コンドウリョウヘイ 他

 3,800円　一般 4,000円　当日 4,500円　高校生以下 1,500円（前売のみ、当日
要証明書提示）　U24 2,500円　※3歳以下入場不可　

ロックスター有限会社　 5272-0991

9

17:00
13:00

19:30

2/8

ダンス

ⓒChris Parkes

©笠井爾示
撮影：細野晋司

発
売
開
始

トラムシート 1/27（日）
発売初日特電

5432-1570
（10:00〜19:00）

当日券
あり

詳細は
 HPへ
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北海道江別市角山地区、通称世田谷。1945年
7月、空襲を1つのきっかけに東京都世田谷か
ら「拓北農兵隊」とし
て渡った人々が、泥
炭地の開拓とともに
文化を自ら切り拓い
た軌跡を紹介します。

無料

1 レクチャー：空襲と移住 
　-- 焼け出された人々の記憶をめぐって 
2月11日（月・祝） 14:00～15:30　生活工房4F
戦後74年目を迎える本年。社会学の立場から
空襲の記憶の継承について研究されている方
にお話を伺います。

木村 豊（筑波大学人文社会系 研究員）　
申込先着40名　 500円　 電話かメール

（P2記入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ
2 特別上映：劇団「川」第35回公演
　“北の世田谷物語”
3月9日（土）・10日（日） ①11:00～14:00 
②15:00～18:00　生活工房4F
1994年に江別市の市民劇団「川」が上演した
『北の世田谷物語』の公演記録を上映します。

各回先着50名　 無料　
不要、直接会場へ（途中入退場可）　

本年度朗読講座受講生による公開発表会。こ
とばが開く豊かな時間を体感してください。

［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

8ミリフィルムのアーカイブ・プロジェクトと
して、2015年からはじまった穴アーカイブ。
今回は、これまでデジタル化した約12時間も
のフィルムから厳選して再上映します。来場者
のリクエストにもお応えする予定です。戦時中
の人々や復興をとげた街並み、高度経済成長期
の暮らしなど、移り行く昭和の世田谷をお楽し
みください。

［企画制作］remo［NPO法人 記録と表現とメ
ディアのための組織］　 当日先着40名　

無料　 不要、直接会場へ

自分をあらわすキーワードの編集・連想によっ
て「自分らしさ」を再発見しながら、編集力の向
上を試みます。情報編集の「型」を用いて、新し
い見方や表現方法を体験する連続講座です。

［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  

2016年度の「グッドデ
ザイン・ベスト100」を
受賞したテキスト『伝え
るコツ』を活用しながら、
NPOや市民活動に特化
した広報の考え方やプレ
ゼンテーションを、ワー
クショップ形式も交えて
学びます。

［企画進行］株式会社世田谷社
鶴保正明（鶴保正明ブランド広告事務所／ク

リエイティブ・ディレクター）　 NPO等の団
体スタッフ・役員ほか、関心のある方　 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・希望回も明記）
で生活工房へ　

在日外国人との文化交流会を開催。アトラク
ションやお茶・和服着付けなどを体験しなが
ら、互いの理解を深めます。各国大使館の展示
ブースもあります。

［共催］世田谷海外研修者の会　
1,000円　 電話で世田谷海外研修者の会・

津森（ 3324-1408）へ　 2月10日

関 連 イ ベ ン ト

 生活工房 アルバイト募集
【勤務内容】貸館・受付業務（PC等事務補
助含む）　【募集人数】若干名　【契約期間】
平成31年4月1日～平成32年3月31日（翌
年度更新の場合あり／最大４回）　【勤務
条件】［勤務日数］月間8～15日程度（土日
祝日を含むローテーション制）　［勤務時
間帯]8:45～14:15または13:30～19:00

（実働5.5h）　［時給］1,020円（予定）、片
道2km以上に限り、日額1,000円を上限
に交通費別途支給　【応募方法】履歴書（市
販）に写真貼付の上、生活工房へ郵送また
は持参　【応募締切】2月8日（必着）

東日本大震災直後の4年と復興工事が始まって
からの4年に分けて、被災地における風景や人
の変化を、アーティストが写真や映像とともに
お話しします。また身体を通じたワークショッ
プ（経験不問）も行います。
1・2レクチャー

瀬尾夏美（画家・作家）、小森はるか（映像
作家）　 各回申込先着40名　 各回500円　

1月25日10時以降、電話かメール（P2記入方
法参照、年齢も明記）で生活工房へ
3ワークショップ

砂連尾理（振付家・ダンサー）　 中学生以
上　 抽選15名　 1,000円　 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4日（必着）

新雪の時代
江別市世田谷の暮らしと文化

1月26日（土）～3月10日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

企　画　展 

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！! 〈広報編〉
【第3回】伝えるコツ そうだったのか！

2月12日（火） 19:00～21:30
【第4回】伝えるコツ プレゼンテーション

2月19日（火） 19:00～21:30
いずれも生活工房5F

穴アーカイブ an-archive 
8ミリフィルム鑑賞会 特別編 

3月10日（日） 14:00～15:30　生活工房4F

豊かなことばの世界  朗読発表会
3月3日（日） 13:30～16:00　生活工房5F

イシス編集学校×生活工房
情報編集力連続講座vol.5

キーワードからはじまる
「自分らしさ」の編集術

①2月24日（日） ②3月10日（日） ③3月17日（日）
全3回完結　各日13:00～16:00

【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）

2020年開催展覧会・プレ企画
陸前高田の8年の記録を
読みなおす／声に出す 

1 レクチャー
「2011年―2014年　津波のあとの草はら」
3月16日（土） 14:00～17:00　生活工房5F

2レクチャー
「2015年―2018年　復興工事とまちの再開」

3月17日（日） 14:00～17:00　生活工房5F
3ワークショップ

「“記録”から“フィクション”をはじめる／声に出す」
3月23日（土） 13:00～18:00　生活工房5F

『あこがれの大島へ』昭和11年6月6日

国際交流 IN せたがや  2019

2月16日（土） 13:00～15:45　生活工房4F

2月5日（火）～3月26日（火）
（全6回）　※除外日あり

①15:20～16:10 ②16:30～17:20
総合運動場体育館　会議室兼軽運動場

①幼児②小学1～3年生　 各15名（先着）　 9,000円

 スマイルバルシューレ

ボールを使った全身運動です。ちいさな「できる」の成功体
験が運動好きの基盤となり「基礎運動能力」と「自発性」を高
めます。

山形トム『羊群』（2016年）

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20日～2020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24日～2020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27日～2020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小学生、②④中
学生。①～⑤トイレの際に介助が不要で、付添
人の会場待機が可能な方　 抽選各若干名（当
選後、事前面談あり）

4,000円（全18回）参加は1名1教室　
2月11日（必着）　※教室見学できます

ゴルフ教室・個人レッスン
①ゴルフ教室②個人レッスン

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 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～

幼児（年中・年長）とその保護者　※幼児は
おむつ・トレーニングパンツがとれていること　

先着10組（20名）　 1,000円　

コースレベル★☆☆（初心者向き）
⇒バス　➡徒歩

［コース］世田谷区役所⇒三軒茶屋IC⇒鋸南富
山IC⇒大日山登山口駐車場発➡日枝神社➡増
間ダム➡坊滝➡大日山➡大日山遊歩道➡大日
山登山口駐車場⇒民宿「さじべえ」（昼食）⇒道
の駅保田小学校⇒鋸南保田IC⇒三軒茶屋IC⇒

世田谷区役所
18歳以上　 抽選40名　 6,000円　
2月15日（必着）　ハイキングシューズ・ス

トック・水筒・雨具持参　※物品の貸し出し
はありません

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

高校生相当以上　 先着20名　 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

500円　 区弓道連盟・田中（〒156-0044  
赤堤2-30-12  3325-5934）、※詳細は区
弓道連盟 （http://setagayakyf.web.fc2.
com/）

2月5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）
郵送・FAX（所定の申込用紙）　
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12日（必着）

 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

親子スイミングレッスン
①2月16日（土）　②3月16日（土）

10:00～11:00
総合運動場温水プール　25ｍプール

ノルディックウォーキング体験会
3月2日（土） 10:30～12:00

千歳温水プール及び蘆花恒春園（芦花公園）

わくわくサッカー教室
2月16日（土）、24日（日）、3月2日（土）、16日（土）

9:30～11:00（全4回）
池尻小学校第2体育館

ハイキング「千葉県南房総市・
大日山・坊滝」（昼食付）
～千葉県南房総の料理も

一緒に楽しもう～
2月24日（日） 6:50　区役所第三庁舎前集合

障害児運動教室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

その他 第31回　世田谷区弓道選手権大会
（男子の部・女子の部）

2月11日（月･祝） 9:00　総合運動場弓道場

その他 第21回世田谷オープン
ティーボール大会
2月24日（日） 9:00～

世田谷公園野球場　※雨天中止

節分イベント

総合運動場温水プール／
千歳温水プール

2月3日 日 鬼にボールを
あてて、

鬼退治をしよう！

みんなで鬼退治！

だれでも　 無料　 当日受付　
※詳細は当財団ホームページをご覧ください

①13:00〜14:00 ②15:00〜16:30

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

申 込
1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

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