
休館日 毎週月曜日
（展覧会入場、ミュージアムショップは17:30まで）
開館時間

P2詳細は　　 へ

次回（3月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
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さ く ら 祭
世田谷美術館

3月30日（土）・31日（日）
10:00～16:00

美術館広場（雨天館内）　※詳細HP参照

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

講演会「わが写真家人生」
3月16日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂

田沼武能（写真家）　 先着140名　 無料
※手話通訳付　※13:00からエントランス・ホールに
て整理券を配布

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

　　　　　 追悼――保田春彦（1930－2018）

1子どもとおでかけ美術館
アフリカの　おと　いろ　どうぶつの　
おはなし会
3月9日（土） 15:00～15:40　

おはなし広場　 先着10組程度　 無料　
※ただし、要展覧会チケット
2美術と演劇のワークショップ「えんげ
きのえ」
3月23日（土） 13:00～18:00　講堂

柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表）、塚田美紀 
（当館学芸員）　 10歳以上　 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
トーク「美術館で演劇やダンスをつく
る？―身体表現ワークショップの15年を
ふりかえる」
3月24日（日） 14:00～16:00　地下創作室

画家ヒグチユウコが約20年の画業のなかで描
いた500点を超える作品を紹介する初めての
大規模な展覧会。楽しくもどこか切ないサー
カスの世界をお楽しみください。
3月は混雑状況によっては入場制限をする場
合があります。お早目のご来館をお願いいた
します。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学

※（　）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）

 
 

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。本は実際に手
に取ってご覧い
ただけます。

・ 石黒亜矢子（絵本作家）／
　子供たちに読んでほしい3冊
・ 荻上直子（映画監督）／
　自分らしい本棚つくりに欠かせない3冊
・�高柳カヨ子（精神科医）／
　「少女」のための3冊
・ ダーウィンルーム（古書・博物雑貨店）／
　ダーウィンルームの大切な3冊
・ 武藤政彦（ムットーニ・機械人形師）／
　魔法を習得するための3冊
・ 山口友里（美術デザイナー・造形作家）／
　心ときめく、美しい3冊

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）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）

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。

一般200（160）円／高校・大学生150（120）
円／65歳以上、小・中学生100（80）円　

かんたんな質
問に答えなが
ら、絵を描い
たり、文字を
書いたりする
だけで、世界
でたった1つ
の「おはなし
アルバム」の
できあがり！

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）
当日先着50名　 無料

作品パネル展「『赤毛のアン』―プリンス・エ
ドワード島への旅―」を開催します。　　

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（3月18日～4月1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
3/5～10 第14回　プラタナスの会

3/12～17 mixed light　（13日より公開）

※ 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/

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

〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　 3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

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）

展覧会

世 田 谷  美  術  館  分  館

《ヴィーナスの粧い》1971年

宮本三郎記念美術館

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

2/26～3/3
赫土展 アトリエミュレット　easobi-ten 2019

※27日～公開第3回上野毛絵画教室アトリエ展

3/5～10
東日本大震災を忘れない-3.11から8年、世田谷から考える-
天野寛子フリー刺繍画展＆「みんなのたからもの」
ししゅう高田松原タペストリー展　※関連イベント有。詳細下記

雅水会第15回作品展

千葉一夫・ホシミユウキ　二人展

3/12～17
ニャンコアート

第17回　紫陽花の会　作品展あみんぐ作品展　※13日～公開

the 8th AOYAMA　爽展
3/19～24 用賀アトリエ展 都展　第41回世田谷支部展

3/26～31
第6回創の会（旧S・Oクラブ）和紙造形展　
※27日～公開

玉川フォトフレンズ写真展
自由創作会展

誠之フォトフレンズ写真展 ファミリーアート展
※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

展覧会

清川泰次　昭和の学生旅行
開催中～3月17日（日）

（日光にて）1939年

宮本三郎
装飾性の展開

開催中～3月17日（日）

展覧会

コーナー展示

［受付日］2019年5月11日（土）、12日（日） 10:00～16:00　［受付場所］世田谷美術館 地下1F創作室、清川泰次
記念ギャラリー　［抽選会］2019年5月26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10月～2020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）

選者とテーマ

「東日本大震災を忘れない―3.11から8年、世田谷から考える―」関連イベント
3月9日（土）　講堂　
①13:00～トークサロン　 無料　②15:00～チャリティコンサート　 募金500円

天野寛子（フリー刺繍画家・昭和女子大学名誉教授）、池田公生（NPO法人夢のはな奏であい理
事長）、戸羽太（陸前高田市長）※ビデオレター、昭和女子大学粕谷ゼミ学生　

いずれも140名　詳細・問合せ：昭和女子大学　 3411-5042

ワークショップを牽引してきたファシリテー
ターと学芸員が、これまでの活動について語り
ます。　 柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表）、
塚田美紀（当館学芸員）　 10歳以上

先着30名　 10代無料／20歳以上500円

当館にて開催の「奈良原一高のスペイン―約束
の旅」展（会期：11月23日～2020年1月26日）
のプレイベント。スペインの写真関係者による
特別トーク。

アルベルト・アナウ（「フォトエスパーニャ」
代表）　進行：当館学芸員

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

出 橋本彩子、梅村百合　［曲目］E.グリーグ　
ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ短調 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　 4月9日（消
印有効）　※未就学児入場不可　※詳細HP参照

■ギャラリートーク
3月2日（土） 11:00～

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要　

●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

田沼武能写真展
東京わが残像1948－1964
開催中～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

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 

企　画　展 

プロムナード・コンサート
橋本彩子 ヴァイオリン・リサイタル
5月5日（日・祝） 14:00～（開場13:30）　講堂

蘆花恒春園　梅花書屋

《ねこのピエロ》2018年 ⓒ Yuko Higuchi 

〈ほんとわ〉
本と輪この３冊　volume 4

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

pipioといっしょにつくろう
かいてつくる おはなしアルバム

4月21日（日） 13:00～15:00
1階ライブラリー

どこでも文学館　出張展示
3月1日（金）～31日（日）　予定

奥沢区民センター

《ウインドウ・ショッピング》
［銀座］1953年

世田谷美術館
美術大学

31期生 募集
講義・実技・鑑賞の総合的な美術講座。
日程：5月～12月の原則、火・木曜日

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HP参照

［募集期間］3月1日（金）～31日（日）

《白川郷》［岐阜県大野郡白川村荻町］
1963年

特別トーク「サン・フェルミン祭から
見えるスペイン―奈良原一高と

ラモン・マサッツ、ふたりの写真家の眼」
3月21日（木・祝） 14:00～16:00　講堂

◆100円ワークショップ
4月13日（土）までの毎土曜日 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

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中～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

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）

▲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）

関 連 企 画

関 連 企 画

L

A
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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。

日本を代表する打楽器奏者 
岡田知之が率いる、打楽器
アンサンブルのパイオニア
の登場です！ いろどり豊か
な曲目で、打楽器の楽しさ
をお伝えします。

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。

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

4月21日（日） 15:30　成城ホール
（小田急線 成城学園前駅）

3月21日（木・祝） 15:00　世田谷区民会館
（東急世田谷線 松陰神社前駅）

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）

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～

――― 異分野とのコラボレーション ―――

5月15日（水） 19:00
世田谷パブリックシアター

3月17日（日） 11:00／15:00
シアタートラム

2月17日（日）〜3月8日（金）　シアタートラム

6月8日（土）〜23日（日）　世田谷パブリックシアター

3月8日（金） 19:30 & 9日（土） 14:00　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実力派キャストが揃いました。どうぞご期待ください。

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＋KERA・MAP#009 『キネマと恋人』

「“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。

映画に恋する一人の女性をめぐる心温まるロマンチック・コメディである本作は、初演時に
数々の演劇賞を受賞し、再演の要望が最も高かった作品です。今回は会場をシアタートラム
から世田谷パブリックシアターへ移し、オリジナルスタッフ・キャストが勢ぞろいで、パワー
アップした『キネマと恋人』をお届けいたします！
台本・演出 ケラリーノ・サンドロヴィッチ　

妻夫木聡　緒川たまき　ともさかりえ 他
7,600円（前売のみ）　一般 S席 7,800円　

A席 4,800円　高校生以下・U24 一般料金の半額　
※未就学児入場不可

『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　※9日（土）14:00ポストトークあり　※未就学児入場不可

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。

オリジナルスタッフ・キャストが再び集結し待望の再演決定！

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・見切れ席 
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
掛かる半お立見のスペースです　
※見切れ席は一部舞台が見づらいお席
になります　
※1申込につき1公演1席種2枚まで　
※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

せたがやジュニアオーケストラ
第9回定期演奏会

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

田中祐子（指揮）　
せたがやジュニアオーケストラ

池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲
ベルリオーズ：序曲『ローマの謝肉祭』
ドヴォルザーク：『スラヴ舞曲』より作品46-1、
72-2
チャイコフスキー：交響曲第1番『冬の日の幻想』

一般 1,000円　高校生以下 500円　 　
※未就学児入場不可
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＝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）
＝収録のため客席内にカメラが入ります

『MANSAI⦿解体新書 その弐拾九 』
「発酵」〜ジャパンカルチャーという文

アカルチュレーション

化変容〜

司会進行 野村萬斎
ゲスト TAKAHIRO（ダンサー）・
山田文彦（雅楽師）

3,800円　一般 4,000円
高校生以下 2,000円　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

毎回多彩なゲストを招き、
「表現の本質」に迫る芸術監督企画！

『地域の物語  発表会』
開場時より約20年間続く一般市民による演劇プロジェクト、今年のテーマは「家族」です。
地域の人々が、ワークショップを通じて、自分自身の、そして周りの人たちの物語を掘り起こしながら演劇
をつくりあげます。終演後にはトークセッションも行う予定です。是非劇場に足をお運びください。ご来場
いただいたみなさんと一緒に、考える場を作りたいと思います。

全席自由・入場無料（要電話予約）　※11:00プレビュー／各回アフタートークあり

4月21日（日） 11:00〜12:00（休憩なし）　成城ホール

ディズニー・メドレー　剣の舞　熊蜂の飛行　ジブリ・メドレー 他
一般 1,000円　3歳～中学生 500円（当日要証明書提示）

※2歳以下入場不可（託児あり／4月14日17:00までに要予約：
イベント託児・マザーズ　 0120-788-222）

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～

こ ど も 向 け 企 画 ！同日
開催
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＝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）
＝収録のため客席内にカメラが入ります

 4/12（金）
一般 4/13（土）

発売
開始

 3/30（土）
一般 4/7（日）

発売
開始

当日券
あり

詳細は
 HPへ

一般の人々が様々なものごとや人と向き合い、
舞台をつくりあげるプロジェクト 

撮影：鈴木真貴

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）
FAX5432-1559　Mail info@setagayamusic-pd.com　 HP http://www.setagayamusic-pd.com/      usic

ⒸAKHT

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

岡田知之

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　 Tel 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

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）

23

19:30
14:00

243/22

©Chris Parkes

撮影：細野晋司

撮影：江森康之
撮影：西村裕介

作・演出前川知大　 浜田信也　安井順平　盛隆二　森下創　大窪人衛／村川絵梨
松岡依都美　薬丸翔　東野絢香　市川しんぺー　　　　　　

 4,900円　一般 5,000円
※1申込につき1公演4枚まで　

イキウメ　 3715-0940　
HP http://www.ikiume.jp

演 劇 イキウメ『獣の柱』5/14（火）～6/9（日）  3/4（月）
一般 ３/１０（日）

発売
開始

＝収録のため客席内にカメラが入ります 
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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･シェークスピア　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）

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   
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＝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
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1952年にドイツの国立科学映画研究所で始まったプロジェクト「エンサイクロペディア・シネ
マトグラフィカ」（以下、ECフィルム）は、世界中の知の記録の集積を目指した“映像による百科
事典”。3,000本以上のフィルムに映っているのは、人間や生き物たちが命から命へと伝えてき
た、普遍的な営みです。 
本展では、ECフィルムの映像群を「住処」「音楽」「料理」「儀礼」などのキーワードで拾い集め、会
場内に投影します。映像のなかの世界を紐解くように探索するだけでなく、来場者の発見が展
示に反映され、未来へとつながっていく参加型の展覧会です。

無料　［特別協力］公益財団法人下中記念財団　［企画進行］EC活用プロジェクト

1「ECラボラトリーズ！」　
①～③すべて生活工房4Ｆ（展覧会
場内）
各分野に詳しい「ゲスト研究員」と
一緒に、展覧会を楽しむ企画を連
日開催します。　※各詳細や他の日
程は生活工房HP参照　 無料
①3月16日（土） 14:00～15:30　
レプリカを作ってみる。ミクロネ
シアの漁師の帽子を編む。
ゲスト研究員：本間一恵（バスケ
タリー作家）
②3月20日（水） 14:00～15:30
カバを狩って食べる!?　ニジェー
ルの「カバ猟」を研究者に聞く。
ゲスト研究員：佐久間 寛（アフリ
カ地域研究、人類学者）
③3月23日（土） 14:00～15:30　 
やってみたい、世界のあやとり

（北極や南米、ニューギニア）。
ゲスト研究員：
野口とも（国際あやとり協会）

2トークセッション「とる、みる、つかう。
　―暮らしの中の記録と表現、その現在形」
3月24日（日） 14:00～16:30　生活工房5Ｆ
記録映像とはどんな意味を持ち、誰に受け渡していくも
のなのか。記録映像のプロジェクトに携わる方々ととも
に、その問いに向き合います。

［トーク］下中菜穂（EC活用プロジェクト／造形作家）、 
松本篤（remo［NPO法人 記録と表現とメディアのための
組織］）、瀬尾夏美（画家・作家）、小森はるか（映像作家）

［進行］丹羽朋子（EC活用プロジェクト／NPO法人FENICS）　
申込先着50名　 無料　 2月25日10時以降、電話か

メール（P2記入方法参照）で生活工房へ
3EC音楽映像傑作選上映会「うたと生きている」
3月30日（土） ①13:00～14:30　②15:30～17:00　
生活工房5Ｆ
上映作品：「夜の仮面の登場」（カ
メルーン草原／ティカール族／
1977年）、「うちわ太鼓の歌」（東
グリーンランド／エスキモー／
1962年）ほか10作品　

各回当日先着50名　 各回
500円　 不要、直接会場へ

北海道江別市角山地区、通称世田谷。1945年
7月に東京都世田谷から「拓北農兵隊」として
渡った人々が拓いた歴史を紹介する、初の展覧
会です。　 無料

特別上映：『北の世田谷物語』 
3月9日（土）・10日（日）  ①11:00～14:00　
②15:00～18:00　途中入退場可　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。
当日先着50名　 無料　 不要、直接会場へ

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、被災地の風景や人の変化
を、写真や映像とともにお話し、ダンサーによ
るワークショップも行います。
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　

電話かメール（P2記入方法参照）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（経験不問）　 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）

関 連 イ ベ ン ト

関 連 イ ベ ン ト

「羽毛の飾り紐づくり」©（公財）下中記念財団

「楽弓の伴奏による
王女マゴゴ・カ・ディヌズルの三つの歌」

©（公財）下中記念財団

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　3月16日（土） 14:00～17:00
「2011年―2014年　津波のあとの草はら」
2レクチャー　3月17日（日） 14:00～17:00

「2015年―2018年　復興工事とまちの再開」
3ワークショップ　3月23日（土） 13:00～18:00

「“記録”から“フィクション”をはじめる／声に出す」
いずれも生活工房5F

8ミリフィルムのアーカイブ・プロジェクトと
して、2015年にはじまった穴アーカイブ。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。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

1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉 
4月10、17、24、5月8日
作品：山本一力著『あかね空』 

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〉
4月4、11、25日、５月9日 
作品：谷崎潤一郎著『細雪』　　　　

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〉
4月5、12、26日、５月10日
作品：芥川龍之介著『蜘蛛の糸』

金野正人（NHK日本語センター）
いずれも生活工房５Ｆ
午前：10:30～12:30、午後：13:30～15:30

申込先着15名（継続受講者で定員に達す
る場合あり）　 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/

http://artfleama.net/にて　
3月12日（必着）　 世田谷アートフリマプ

ロジェクト：中根（世田谷233）　 5430-
8539（12:00～20:00／火・水曜は不在）　

setagaya@artfleama.net

映像のフィールドワーク展
― 20世紀の映像百科事典をひらく

新雪の時代
江別市世田谷の暮らしと文化

3月16日 土  −−−  4月7日 日
11:00～19:00 ※月曜休

３F生活工房ギャラリー＆生活工房４F

開催中 −−− 3月10日 日  9:00～20:00 
３F生活工房ギャラリー　会期中無休

新年度の参加者を募集！プロ講師の指導で楽
しくダンスを覚えよう！

幼児～高校生　 先着各20名　 6,480
円／月（月謝制）　年会費5,000円　

新規開講！子どもの発達段階に応じた基礎運
動能力の向上を目指します。

小 学1～4年　 先 着 各20名　 6,180
円／月（月謝制）　年会費5,000円　

■はじめようスイミング
①烏山コース（烏山中学校温水プール）
4月2日～5月28日　毎週火曜 10:00～12:00

（全8回）　※除外日あり　
②梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
4月3日～5月29日　毎週水曜 10:00～12:00

（全8回）　※除外日あり
①②18歳以上　 ①②先着50名　
①②7,200円　 ①烏②梅

■レベルアップスイミング
4月4日～5月30日　毎週木曜

10:00～12:00（全8回）　※除外日あり
烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 7,200円
烏

■スキルアップスイミング
～クロール・平泳ぎ～
4月5日～5月31日　毎週金曜
10:00～12:00（全8回）　※除外日あり
烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 7,200円
烏

■「レディースフットサル」
5月9日～6月27日　毎週木曜 10:00～11:30

（全8回）　総合運動場体育館
18歳以上の女性　 先着40名　
12,000円

■第１期デイタイムテニススクール
①月曜コース 4月1日～5月20日
②金曜コース 4月5日～5月17日
※除外日あり　※初心者から上級者のクラス
分けあり　大蔵第二運動場　

18歳以上　 先着順　 7,500、11,000円
（クラスにより異なる）　
■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）
4月10日～6月19日　毎週水曜 9:30～11:30

（全10回）　※除外日あり　総合運動場体育館
第2武道場（畳）・トレーニングルーム
②千歳コース（軽運動・プールトレーニング）
4月11日～6月20日　毎週木曜 13:00～15:00

（全10回）　※除外日あり　千歳温水プール・
体育室

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　 11,000円

3月11日（必着）　
■障害児（者）水泳教室
①イルカ水泳教室
4月8日～6月10日　毎週月曜 18:30～20:00

（全7回）　※除外日あり　千歳温水プール
②くじら水泳教室
4月8日～6月24日　毎週月曜 18:00～19:30

（全7回）　※除外日あり　総合運動場温水プール
軽度の知的障害のある①は小学生②は中学

生以上。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　 中学生以下1,700
円、高校生相当以上4,000円　 HP（障害の
内容を明記）　 3月18日（必着）　※参加の可
否について、事前に個別面談を行います

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～

東京農業大学教授による講義で、栄養と運動の
つながりについて学べます。

だれでも　 先着30名　 無料　

自分の筋肉量・脂肪量・水分量を測定しよう。
だれでも　 無料　 当日受付　

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

1,000円　 世田谷公園洋弓場に掲示の申
込書に記載　 3月10日　

区アーチェリー協会・松村（ 090-3247-
4645）

■武術太極拳競技
5月26日（日） 9:00～　総合運動場体育館 他

区内在住・在勤・在学者　 個人1,000円
（中学生以下500円）、団体1人500円　

区武術太極拳連盟事務局（  3413-
3721）　 ３月５日（必着）

団体戦3,000円／チーム、個人戦大人2,000
円／人　 区空手道連盟・谷口（  

5787-8284）　 3月31日（必着）

4月～6月コース型フィットネス教室 ※一部託児サービスがあります　 プログラムにより異なる　 先着順
事前申込型： 3カ月間週1回定期的に運動できる教室です。

 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　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

avex Method
千歳ダンスカレッジ

4月2日～2020年3月31日　毎週火曜（通年）
千歳温水プール

希望丘器械運動カレッジ
4月5日～2020年3月27日　毎週金曜（通年）

希望丘地域体育館

体組成測定会
3月24日（日） 10:00～12:00（最終受付11:00）

千歳温水プール集会室

運動と食の講座
3月12日（火） 10:30～12:00

千歳温水プール集会室

各種スポーツ教室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

アーチェリー春季世田谷選手権
3月17日（日） 9:00～　世田谷公園洋弓場

第52回世田谷区空手道選手権大会
5月19日（日） 9:00～　総合運動場体育館

第69回世田谷区民体育大会

申 込
2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/

1総合運動場　
ヨガ、ピラティス、体幹トレーニング、ダンス、
親子教室など

7,200円～　

4千歳温水プール　
キッズ、親子教室、ヨガ、ダンス、スイミング教
室など

7,200円～　

2総合運動場温水プール　
楽しもうスイミング、スイムレッスン、レベルアップスイ
ミング、ベーシック＆セーフティスイミング　など

5,600円～　

3大蔵第二運動場　
婦人体操（月・水）、のんびり健康体操、さわ
やか健康体操

7,700円～　

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

朗読講座　豊かなことばの世界

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

世田谷アートフリマ　出展者募集！
【開催日】4月20日（土）・21日（日） 11:00～17:00

【開催場所】生活工房3～5F

次回企画展 企画展 

再生紙を使用しています

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

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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