
展示会場内に、仮設の
「ＥＣフィルム研究所」が出現。

「ＥＣラボラトリーズ！」
各分野に詳しい「ゲスト研究員」と一緒に展覧
会を楽しむラボを連日開催。詳細やその他の
イベントは生活工房ＨＰをご覧ください。
会場：すべて生活工房4Ｆ(展示会場内)　
無料　 不要、直接会場へ　

膨大なフィルムからデジタル化された約600タイトルの映像が自由
に検索・閲覧できるほか、「住処」「儀礼」「料理」「音楽」など、様々
なテーマで集められた映像（約70タイトル）を大画面に投影します。

「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）

　１９５２年、ドイツの国立科学映画研究所で、ある壮大なプロジェクト
が始まりました。その名は「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）。世界中の知の記録を集積することを目指した、“映像に
よる百科事典”です。以降40年余りの歳月をかけ、あまたの研究者や
カメラマンが世界各地に派遣され、各地に生きる人 の々暮らしや儀礼、
動植物の生命活動を３,０００タイトルものフィルムに収めてきました。
　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。映像という
メディアは、そしてそれを目撃した私たちは、次世代に何を伝えていくことができるのでしょう？ 
　本展は、ＥＣフィルムの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、未来へとつないでいく参加型の展覧会です。

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 私
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■3月26日（火） 14:00～16:00

「顔」ってなんだろう？　仮面を作って、かぶって、考えてみる。
ゲスト研究員：藤山麻美（こども美術造形教室主宰）

■3月27日（水） 14:00～16:00　

映像を観ながら作って食べる実験①　
「マニオク(キャッサバ）の平パン」は本当に作れるのか？

■3月28日（木） 14:00～15:30　

もしも洗濯機が無かったら？
比べてみよう、昭和の洗濯・北アフリカの洗濯。
ゲスト研究員：小林こずえ（昭和のくらし博物館学芸員）

■3月29日（金） 14:00～16:00　

映像を観ながら作って食べる実験②　
ルーマニアの「ママリガ」（トウモロコシ粉料理）

■3月31日（日） 14:00～16:00　

映像の中のチベット人と一緒に踊ってみたら‥‥。
ゲスト研究員：佐藤剛裕（チベット僧院に弟子入りした研究者）

■4月3日（水） 14:00～15:00　

粘菌ってどんな生きもの？
ゲスト研究員：増井真那（変形菌研究一筋10年以上の高校生）

■4月5日（金） 14:00～15:30　　

音を出してみる実験②
みんなのリズムで一つの音楽をつくる、「バリの音の世界」
ゲスト研究員：増野亜子（自ら演奏する民族音楽学者）

■4月6日（土） 14:00～15:30　　

映像アーカイブの歴史と現在について聞く。
ゲスト：原田健一（新潟大学地域映像アーカイブ研究セン
ター）、岡田一男（東京シネマ新社）

■4月2日（火） 14:00～15:30　　

音を出してみる実験①
映像に耳を澄ます。音のない映像に音を聞く。
ゲスト研究員：松村拓海（フルーティスト、作曲家）

展覧会の内容

11:00-19:00
生活工房3F&4F

（三軒茶屋・キャロットタワー）

http://www.setagaya-ldc.net/
【主催】公益財団法人せたがや文化財団　生活工房
【特別協力】公益財団法人下中記念財団 
【企画制作】ＥＣ活用プロジェクト（下中菜穂、丹羽朋子、中植きさら）、野口靖
【後援】世田谷区、世田谷区教育委員会

5432-1543

※月曜休　入場無料
開催中 4月7日日

《Diverse and Universal Camera》2019，
野口靖＋ＥＣわらしべ調査隊

「バツの悪い時の眼差しと微笑み」
（西ニューギニア 中央高地／アイポ族／
1975年）

「ケーキづくり（サゴヤシ、ココナツとバナナ）」
（ニューギニア セピク川中流域／アイボム族／1966年）

「仏教徒巡礼の踊り」
（東チベット／チベット人／1957年）

「ヴァデアのトウモロコシ粥料理
“ママリガ”」

（ルーマニア／1969年）

「毛織の頭巾付き外套
“ブルヌス”の洗濯」（北アフリカ 

／アイト・ハディドゥ族／1970年）

「ムラサキホコリカビ　変形体相」
（1970年）

「イセーのリズミカルな米搗き」
（バリ島 カランガセム地区／1970年）

様 な々キーワードで、
ＥＣフィルムを再構成。

「回る」「運ぶ」「たたく」「笑う」など40のことば
でＥＣフィルムに映り込んでいるものごとを切
り取り、世界中の営みが同時投影される映
像インスタレーション作品を初公開します。

次回（4月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

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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ＥＣ音楽映像傑作選上映会「うたと生きている」はP4をご覧ください。関連イベント▶︎
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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

田沼武能の戦後東京のオリンピックに至るま
での諸相を捉えた写真を紹介します。

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　※企画展チケットでご覧いただけます

　　　　　 追悼――保田春彦（1930－2018）

トーク「知っていることのその奥へ―絵
本をとおしてみるアフリカ」

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）

 
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

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。また、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」展を開催しております。　 無料

平尾隆弘（元文藝春秋社長）　 どなたでも　
150名　 1,500円（友の会会員割引あり）　
往復ハガキ（欄外記入方法参照）で友の会へ　
4月5日（必着）

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
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
4/2～7 星野文昭・暁子　絵と詩展
4/9～14 橋本斗南　書作展
4/16～21 サスラウ東京
4/23～28 酒井ゆみ子 日本画個展　（24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/

清川泰次
具象から抽象への

あゆみ
4月2日（火）～
10月6日（日）

展覧会

世 田 谷  美  術  館  分  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

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

4/2～7 絵画教室entrée 第２回作品展
※3日～公開 第３回写友至誠会展

4/9～14
第7回工房萌陶芸展 乙丸先生とゆかいな仲間
風景スケッチ日曜会　水墨画展 「桂」Kei　植物画展2019

4/16～21 彩アート展 静水会書作展

4/23～28
美大18期イッパチ会作品展　ー2019ー 石川博之油彩画展　2014～2019
TEA.comアートを楽しむ会展
※24日～公開 雅燦会作品展

※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

《マンダレー》1956年

《沢内村六月》
［岩手県和賀郡沢内村］

1988年

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）

4月7日（日） 14:00～15:00（開場13:30）　
2階講義室　

村田はるせ（アフリカ文学研究者）、聞き手：
当館学芸員　 先着50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

　　　　　 追悼――彫刻家・最上壽之

出日渡奈那（ギター）、笠井友紀（ヴァイオリン）、
上村なおか（ダンス）　 各回120名（申込先着
順）　 予約／当日：一般3,000円／3,500円、
小・中・高・大学生1,000円／1,500円　

当館HPの申込フォームより、または当館へ電
話　※詳細HP参照

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
4月13日（土） 11:00～

無料（観覧料
別途）　

事前申込み
不要　

5月18日（土） 13:30～17:00（開場13:00）
ヴェルディ作曲のオペラ「ファルスタッフ」を
解説付きでご紹介。　

稲葉忠実　 どなたでも　 申込先着50名
500円　 往復ハガキかメール miyamo 

to.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HP参照

宮本三郎記念美術館

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.40

《婦人像》1969年頃

マンガ家として『サイボーグ009』『仮面ライダー』『佐武と市捕物控』など数々のヒット作で知ら
れる石ノ森章太郎（1938-1998）は、エンターテインメント作品を量産する一方で実験的作品 

『章太郎のファンタジーワールド　ジュン』や『マンガ日本経済入門』など画期的なテーマにも
チャレンジし続け、万物を表現できるメディアとしての<萬画>を提唱しました。また、後進育成
のためのマンガ入門書やエッセイ刊行の
他、晩年は郷里貢献活動として「マンガを活
かした街づくり」に尽力するなど、教育者や
作家、社会企業家（社会変革の担い手）とし
ての側面もあわせ持っています。本展では、

「世界一多作なマンガ家」の多様性、先見性
を改めて顕彰します。

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
※4月20日（土）は開館記念観覧料無料、
　4月26日（金）は65歳以上無料

3月30日（土）・31日（日）
10:00～16:00　美術館広場（雨天館内）

ワークショップ、ライブ、フリーマーケット
など　※詳細HP参照

世田谷美術館　さ く ら 祭

お詫び
2月25日号に掲載した「どこでも文学館　出
張展示（奥沢区民センター）」の開始日が、当
館の不手際により、3月1日（金）から、3月６日

（水）に変更となりました。ご迷惑をおかけし
たことをお詫び申し上げます。

展
●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。

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

ある編集者のユートピア
小野二郎：ウィリアム・モリス、

晶文社、高山建築学校
4月27日（土）～6月23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・予告

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

音楽×ダンス〈ナイトシェード〉
「かごの中の鳥」

14月20日（土） 18:00～、
221日（日） 13:00～、316:00～　講堂

石ノ森章太郎　ⓒ 石森プロ 

ⓒ 石森プロ

世田谷文学館友の会総会記念公演
芥川賞・直木賞打ち明け話

4月12日（金） 14:00～16:00
1階文学サロン

どこでも文学館　出張展示
好評につき会期延長！　～4月30日（火・休）

群馬県世田谷区民健康村
ふじやまビレジ・なかのビレジ

《紙芝居に夢中の子どもたち》［佃島］1955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　［募集締切］3月31日（日）

◆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

展覧会
草屋根と絵筆

向井潤吉のエッセイとともに
4月2日（火）～10月6日（日）

コーナー展示

萬 画 家

石ノ森章太郎
ボクは、ダ・ビンチになりたかった

2階展示室4.20　 〜6.30土 日

それぞれのふたり
池田良二と海老塚耕一

4月20日（土）～7月21日（日）　2階展示室

宮本三郎
花々と、女たちと

4月2日（火）～
10月6日（日）

展覧会

世田谷美術館の開館記念日・3月30日（土）は、
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」を無料でご観覧いただ
けます。

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

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」 
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　4月20日（土）～6月30日（日）
　　　　  萬画家　石ノ森章太郎展　ボクは、ダ・ビンチになりたかった
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）、4月30日（火・休）は開館します。　 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

L

A

展示替えのため、企画展・コレクション展ともに次の期間は展示を休止します。4月1日（月）～4月19日（金）
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原初の時代、木片を打ち合わせ、石
と石を打ち合わせて発する音が信
号や言葉やリズムに発達し、打楽器
へと繋がりました。私達が生活する
地上の物体は必ず音を出し、その音を音楽にすることが

「打楽器」です。地球で一番先に出現した楽器、原初の
時代から現代まで変わらない楽器、世界各国の植物や
動物を利用して作られ、種類は無限、音の種類も無限。
色々な音・おと・オトが現れる「打楽器あれやこれや」
をお楽しみいただきたいと存じます。

6月1日（土） 15:00　成城ホール  （小田急線 成城学園前駅）

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～

地
じ

歌
うた

・箏
そう

曲
きょく

・京
きょう

舞
まい

富山清琴の世界

6月8日（土）〜23日（日）　世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアター＋KERA・MAP#009 

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！

4月から新しい学年や学期
がはじまります。楽しみな
ような、不安なような、ど
んな気持ちでしょうか。ク
ラスや学年がかわると、今
までとはちがう自分が出
せるかもしれない。ていう
か、そもそも違う自分にな
りたいのかな？ひとりきり
で考えていると、わけがわからなくなってきて、
苦しくなってきてしまう。
そんな悶々とした気持ちを抱えているのは、あ
なただけではないかもしれません。
同じような気持ちを感じている人たちで集まっ
て、みんなの話を一緒に聞いてみませんか？　

「やっぱりね」「なるほどね」「いやちょっと違う
かな」　　
何を感じてもいい、思ってもいい。考えてもい
い。劇場の稽古場はいつだって1つの「答え」を
つくろうとしない場所です。そんな場所で、頭や
心のもやもやがふわっと軽くなるような時間が
つくれたらなと思っています。

日時 4月7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

（三軒茶屋）
参加費無料　対象（学校が苦手な）中学生
申込 劇場のHPから申し込んでください。
※申し込まずに当日急に来ても大丈夫です

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

S席（1・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 一般料金の半額　
※未就学児入場不可　※先行のみ1申込につき1公
演4枚まで　※各発売初日は窓口販売なし

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！

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

富山清琴
　富山清仁
　井上安寿子（舞）
　小島美子（お話）

寛
かんかついっきゅう

濶一休
　 春

しゅんのうでん

鶯囀
　八島 他

 3,000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）

劇場ですごす
春休み最後の一日

学校が苦手なあなたへ……

みんな 聞いてみない？話の

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！

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　
※託児サービス有〈イベント託児・マザーズ〉4/14（日）17:00ま
で要予約（ 0120-788-222／平日10:00～12:00、13:00～
17:00）0～1歳児2,000円、2歳児以上1,000円

6/8  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

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

休
演

休
演

＝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

 4/5（金）
一般 4/7（日）

発売
開始

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。日本太鼓や鼓から、アフリカ、ヨーロッパまで、世界の
様々な打楽器にルーツを求めた曲を披露します。

関西で伝承されてきた、三味線の弾
き歌い音楽である「地歌」。京都のお
座敷に代表されるその音色は、しっと
りとした上品な華やぎを感じます。シ
リーズ2回目となる今回はこの地歌
を、脈々と受け継がれてきた伝統を守
り伝える人間国宝 富山清琴の情感あ
ふれる音色でお送りします。

打楽器あれやこれや

音楽監督：岡田知之

シリーズ和・華・調

『キネマと恋人』
『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〜

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
開催同日開催

こ ど も 向 け 企 画 ！

富山清琴

撮影：江森康之

第2回

『フリーステージ2019』
世田谷クラシックバレエ連盟
（4月29日 （月・祝））入場券

のお申込みについて

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと世田谷パブ
リックシアターのスタッフが力を合わせおおくりす
る夢の舞台『フリーステージ』。毎年、たくさんの方
にご来場いただいておりますが、特に混雑が予想さ
れる世田谷クラシックバ
レエ連盟の公演につきま
しては、事前に入場券（指
定席）を配布します。入場
券をご希望の方は、内容
をご確認の上必ず期間内
にお申込みください。

お1人様1申込みのみ　2席まで　※重複してのお申込み不可
・小さいお子様でも、お席を必要とされる場合には1席分としてお申込みください。　
・お席の必要がない（保護者のお膝の上で鑑賞する）お子様については、別途その人数をお申込みの際
にお知らせください。

往復ハガキの往信に①お名前（ふりがな）②ご住所③電話番号④希望席数（お一人様2席
まで）⑤お席が必要ないお子様の人数、返信に住所とお名前（「様」をお書き添えください）
をご記入の上、以下の宛先にお送りください。

［宛先］ 〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー5F「フリーステージ担当」宛
4月5日（金）消印有効　

※消えるボールペンの使用はご遠慮ください　
※結果のご連絡は4月12日（金）までに返信ハガキを発送　※応募者多数の場合は抽選になります　
※当日券の配布については追って［HP］でお知らせします

劇場「フリーステージ」担当　 5432-1526
※音楽部門（4月28日（日））および、ダンス部門（5月4日（土・祝）、6日（月・休））の公演は入場券の事前
配布はなく、ご来場いただいた順に客席にお入りいただけます

日時 4月29日（月・祝） 16:00開演　会場 世田谷パブリックシアター

野村萬斎　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 ・U24 一般料金の半額　※未就学児入場不可
※先行のみ1申込につき4枚まで　※各発売初日は窓口販売なし
　

5月15日（水） 19:00　世田谷パブリックシアター
野村萬斎が進行役となり、ゲストと
トーク＆パフォーマンスを繰り広げ
る人気シリーズ。独自の切り口から
様々なお話がとび出す『MANSAI
◦解体新書』、ぜひご期待ください！

『フリーステージ2019』世田谷クラシックバレエ連盟公演

対象公演 申込方法

illust：Masahiro Yamanaka

岡田知之パーカッションアンサンブル

2月25日号にてアーツカード会員
先行発売日に誤りがありました。

お詫びし訂正いたします。

出入り自由！
無料

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

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 Co.山田うん『プレリュード』5/24（金）～26（日）

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー シ ア タ ート ラ ム

演出・振付山田うん　 Co.山田うん
 4,600円　一般 4,700円　U24 3,700円　高校生以下 3,000円　

※3歳未満入場不可
Co.山田うん　 090-2912-0436

撮影：西村裕介     

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　神野三鈴 　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
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

5/24 25     26

15 00:
18 00:
19 00:

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



第20回 多摩川ウォーク
ハーフコース（約9km）　※制限時間3時間（9:00〜12:00）
世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒調布市多摩川児童公園自由広場
健脚コース（約19km）　※制限時間6時間（9:00〜15:00） 
世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒多摩市一ノ宮公園

小学1年生以上　※小学生は保護者同伴　 先着900名程度　 1,000円（小・中
学生500円）　※事前払い　 ①インターネット（ https://www.se-sports.or.jp/
walk2019）②電話（ 0570-039-846）　※平日10:00～17:30③ファミリーマート店内

「Famiポート」　 （公財）世田谷区スポーツ振興財団　 3417-2811 3417-2813

2019年3月25日4

 髙野進 子どもかけっこ 
クリニック＆記録会

5月6日（月・休） 9:00〜12:00　
総合運動場陸上競技場　
※雨天時：総合運動場体育館
※写真判定装置を使った50m記録会あ
り（雨天時なし）　 髙野進（バルセロナ
五輪陸上競技 男子400m 8位入賞）

小学生A1･2年生B3･4年生
C5･6年生　 先着全体180名程度

2,000円　 4月9日

4月1日〜2020年3月31日　※除外日あり　
①総合運動場②総合運動場温水プール
③千歳温水プール④大蔵第二運動場

高校生相当以上　 ①400・500円②
300円（別途施設利用料金）③200円（別途施
設利用料金）④660円
※詳細は財団ホームページをご覧ください

①トレーニングルーム
　リニューアルOPEN
4月2日（火） 9:00〜

高校生相当以上　
施設利用料金　

②体組成測定会
4月28日（日） 10:00〜12:00

（最終受付11:00）
千歳温水プール集会室

どなたでも　 無料
①②

5月12日（日） 
9:00～15:00　
※荒天中止

世田谷区スポーツ振興財団設立20周年 参加者募集中
4月12日締切（先着順）

千歳温水プール

詳細は1面をご覧ください。　 無料

家庭に眠る8ミリフィルムを4年間かけて募
集し、計84巻分の映像をデジタル化して特設
ホームページで公開しています（のべ約12時
間分）。昭和の世田谷が記録された映像をお楽
しみください。

http://www.ana-chro.setagaya-ldc.
net/

2日間で延べ160組のアーティストが集まる
“ものづくりの祭典”。手作りの雑貨やアクセサ
リー、クラフト作品の販売や、その場で体験で
きるワークショップ（右記）も。出品者は両日入

れ替わるので、2日間どちらもお見逃しなく！　
※出展者募集は終了しました

［共催］世田谷アートフリマプロジェクト　
入場無料　［詳細］アートフリマ公式HP 
http://artfleama.net/

1脳いきいき☆色鉛筆でコースターを
　作ろう！
11:00〜17:00（途中休憩あり）
色鉛筆で自由に形や
絵を描いて、オリジ
ナルのコースターを
作ります。最後に防
水用のラミネートを
貼って仕上げます。

池浦順子　 小学生以上　 各日20名程度　
100円

2チェキ写真で楽しいフォトアルバムを
　作ろう
11:00〜17:00（途中休憩あり）
チェキで撮った写真
をもとに、楽しくデ
コレーションして
フォトアルバムを作
ります。

スリー・ユー・フォト
小学生以上　
各日20名程度　 500円

3幸運の☆招き猫オブジェを作ろう
①13:00〜14:30　②15:00〜16:30
オーブンで焼いて仕
上げる粘土を使って、
かわいい招き猫のオ
ブジェを作ります。

コヤナギアイコ　
小学生以上
各回5名程度　 500円

EC音楽映像傑作選上映会
「うたと生きている」
3月30日（土）
[第1回]13:00〜14:30　
[第2回]15:30〜17:00　
生活工房5F

「三軒茶屋⇔下高井戸」を結ぶ東急世田谷線は、
今年の5月11日に開
業50周年を迎えま
す。地域と世田谷線
との歴史を振り返り
ながら、沿線を旅す
るように巡る展覧会
です。　 無料

1.ワークショップ「幸福の招き猫電車の
　ペーパークラフトをつくろう」
5月11日（土） ①10:30〜12:00②13:30〜15:00
③16:00〜17:30　生活工房4F
人気車両をペーパークラフトでつくり、電車の
おもちゃに取り付けて走らせます。

河上勇（そふと電鉄クラフト株式会社）　
どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）　
各回申込先着20名　 800円　 3月25日

10時以降、電話かメール（P2記入方法参照、希
望回と年齢も明記）で生活工房へ　

2．音楽イベント
   「鉄 S

サ ウ ン ド

OUND 2019 f
フィーチャリング

eat.六角精児」
5月26日（日） 14:00〜15:30　
生活工房4F&世田谷線貸切車両内
世田谷線が時速40kmの音楽ライブ会場に
なります。音楽の旅を楽しみましょう。
出 六角精児（俳優）、江上徹（ギタリスト）　

中学生以上　 抽選40名　 1,000円
（運賃込）　 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　

5月1日（必着）

関 連 イ ベ ン ト
ECフィルムの中から、現地の生活の中の歌や祭りの歌、遊び
の歌を記録した映像を選び、上映します。
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）ほか計10作品　

各回当日先着50名　 各回500円　 不要、直接会場へ

■第1期バスケットボール教室
4月9日〜6月25日（4月30日・6月4日を除く）
毎週火曜（全10回）　大蔵第二運動場　

A小学生17:00～19:00B中学生・高校生
相当19:00～21:00　 先着順A45名B35名　

各8,000円　
■レディーステニス
5月13日〜7月22日　毎週月曜 9:30〜10:50（全 
8回）　※除外日あり　総合運動場テニスコート
初心者の方大歓迎です。一緒に気持ち良く汗を
流しましょう！

18歳以上の女性　 先着20名　 20,000円
■社交ダンス教室
5月11日〜6月8日　毎週土曜 19:00〜20:30

（全5回）　弦巻中学校体育館
18歳以上の初心者・初級者　 先着30名　
3,000円　

■初心者・初級者ゴルフ教室
①成城の部　5月25日〜7月13日　毎週土曜 
18:00〜19:30（全8回）　
ニュー成城ゴルフセンター
②千歳の部　5月8日〜7月3日　毎週水曜 
14:00〜15:30（全8回）　※除外日あり　
千歳ゴルフセンター　 ①②18歳以上　

先着①12名②10名　 20,000円

■オリンピック種目短期体験教室
【Smash! バドミントン】
5月13日〜7月1日　毎週月曜（全8回）　①小学
生 16:10〜17:10　②中学生 17:20〜18:50　
大蔵第二運動場体育館
初心者～経験者までレベルに合わせた指導を
行います！

町田文彦（元日本代表）、藤本ホセマリ（プロ
バドミントントレーナー）　 抽選各30名　

①13,000円②14,500円　 4月20日（必着）
■ジュニア水泳教室
①玉川コース　5月7日〜6月25日　毎週火曜 
18:30〜20:00（全8回）　玉川中学校温水プール
②烏山コース　5月7日〜6月25日　毎週火曜 
18:00〜19:30（全8回）　烏山中学校温水プール
③梅丘コース　5月13日〜6月24日　毎週
月曜 16:30〜18:00（全7回）　梅丘中学校温水
プール

①～③小学生の初心者・初級者　 先着①
②③各50名　 ①②5,600円③4,900円　

①玉②烏③梅
■アクアフィットネス
5月9日〜5月30日　毎週木曜 10:00〜12:00

（全4回）　太子堂中学校温水プール
18歳以上　 先着30名　 4,800円　
太

■生涯健康づくり体操
5月9日〜7月25日　毎週木曜 13:30〜15:00

（全12回）　希望丘地域体育館

音楽に合わせた体操やストレッチを行います。
楽しく体を動かしましょう。お気軽にご参加く
ださい。

50歳以上　 先着50名　 3,000円　

A12,000円～B20分2,000円～
電話　

メール　 区ローラースポーツ連盟（ info 
@setagaya.trsf.jp 050-5583-6217）　
※詳細は（ https://setagaya.trsf.jp）をご
覧ください

■テニス社会人大会　
4月7日（日）〜9月28日（土）　
総合運動場テニスコート
※種目等詳細は財団ホームページをご覧ください
（単）1,000円・（複）2,000円　 4月7日

（日）8:00～総合運動場体育館入口で整理券
配布、9:30～受付。所定の申込書と参加費を

持参　※受付終了後、空きのある種目は4月9
日～12日15:00～18:00に区テニス協会（桜丘
1-17-18 5451-0691）で受付（郵送不可）

4月29日（月・祝） 9:00〜　オークラランド
［種目］個人戦（年齢・性別ハンデ）　 2,000円
（3G）　 往復ハガキ　 区ボウリング連盟・
野 中（〒157-0072 祖 師 谷4-25-3-101 
3482-2194）　 4月20日（必着）

1チーム2,000円　 郵送（区協会登録チー
ムは所定の申込書、未登録チームは上記申込
方法参照のうえハガキ）　 区ゲートボール
協会・村石（〒154-0017 世田谷1-23-3 
3439-1108）　 4月24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
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　玉玉川中学校温水プール 3701-5667　太太子堂中学校温水プール開放事務室  3413-9311　問合せ先

各種スポーツ教室

申 込
3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/

世田谷線にのって展

1999年まで運行していた80型車両

「男たちの歌“ディト”」（西ニューギニア／アイポ族／1979年）
©（公財）下中記念財団

『東京転勤』1961（昭和36）年8月

ゴルフスクール（AグループB個人）
通年開催　大蔵第二運動場

その他 三者共催 区民ボウリング大会

第69回世田谷区民体育大会

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

インラインスケート教室
4月1日〜2020年3月31日　毎週土曜 

9:00〜12:00　大蔵運動公園ローラースケート場

【3F】当日参加型ワークショップ
いずれも不要、直接会場へ

関 連 プ ロ グ ラ ム

4月27日 土   −−− 5月26日 日  9:00～20:00 
３F生活工房ギャラリー　会期中無休

事前申込が不要な
フィットネス教室

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

穴アーカイブ an-archive 
世田谷クロニクル1936-83

ホームページにて公開中

キャロットタワーで遊ぶ2日間
世田谷アートフリマvol.31

4月20日（土）〜21日（日） 11:00〜17:00
生活工房3F〜5F

その他 第67回　春季区民ゲートボール大会
5月16日（木） 9:00〜　二子玉川緑地運動場球技場

※予備日5月17日（金）

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

開催中 −−− 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　

企画展 

次回企画展 

スポーツ教室

再生紙を使用しています

会員先行発売・割引対象

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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