
検索芸術アワード

石ノ森章太郎萬
画
家 展

開催中

世田谷文学館

P2詳細は　　 へ

6.30 日

2階展示室

若手アーティストの活動を奨励・支援する５部門の芸術賞
応募資格など詳しくは、世田谷区またはせたがや
文化財団のホームページに掲載している募集要
項をご覧ください

※
若手アーティストの活動を奨励・支援する５部門の芸術賞

5部門＜生活デザイン＞＜舞台芸術＞＜音楽＞＜美術＞＜文学＞の募集要項を配付します

世田谷区芸術アワード“飛翔”募集
主催 世田谷区・公益財団法人せたがや文化財団

I n f o r m a t i o n

検索芸術アワード

第6回

 ⓒ石森プロ

次回（6月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

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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編集者にしてウィリアム・モリス研究家の 
小野二郎（1929-1982）が生涯を通して追い
求めたテーマがユートピアの思想でした。W・
モリス、晶文社、高山建築学校の3部構成で 
小野二郎の“ユートピア”を探ります。　
※題字「ある編集者のユートピア」平野甲賀

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「高山建築学校の小野二郎
―white mountain noon collegeへ―」
6月22日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂
話し手：石山修武（建築家）　 先着140名　

無料
※手話通訳付　※当日13:00からエントランス・ホー
ルにて整理券を配布
◆100円ワークショップ「植物図案のステン
ドグラス風ブリエット・オーナメント」
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

6月9日（日） 14:00～15:45終了予定
（開場13:30）
九品仏に在住し、2018年に逝去した藤原さん
を追悼し、映画「杉の子たちの50年」（1995年） 
や「ベアテの贈りもの」（2004年）など、戦争や
女性をテーマにした7つの作品を編集した約
90分の映像を特別上映します。

どなたでも　 申込先着50名　
500円（資料代）　 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HP参照

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

セタブンマーケット
＋烏山下町まつり
６月１日（土） 10:00～16:00
石ノ森章太郎の出身地・宮城県のグルメをお届
けします。石巻のヒーロー〈シージェッター海
斗〉もきます！本やスイーツの専門店もお楽し
みに。
※企画展・コレクション展ともに観覧料無料
※詳細は文学館ホームページをご覧ください
 

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。本展では「世
界一多作なマンガ
家」の多様性、先
見性をご紹介しま
す。

【展示構成】
第１章　ヒーローズコレクション（仮面ライダー・
キカイダー）　―特撮作品原作者として／第２章　
ボクの萬画（サイボーグ009・ジュン）　―萬画家・
詩人・芸術家として／第３章　石ノ森章太郎によ
る石森章太郎　―萬画家・社会企業家として

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　
※6月1日（土）は地域催事に伴う観覧料無料

サイボーグ009記念スタンプ
開催中～6月30日（日）　文学館館内
展覧会会期中、サイボーグ009のメンバーた
ちが皆様をお出迎えします。クイズを解きなが
ら、文学館を探検しよう！

どなたでも　 無料　 直接会場にお越し
ください

推 理 作 家 の 仁 木 悦 子（1928-1986）は、10
代より親しんだ世田谷の地で生涯を過ごしま
した。1957年に江戸川乱歩賞を受賞した長
編『猫は知っていた』で一躍人気作家となった 
仁木ですが、実は本名の大井三重子名義で作品
を発表する童話作家
でもありました。日
本初の本格的な女
流推理作家である
仁木悦子を、初期足
跡を中心に所蔵コレ
クションでご紹介し
ます。人気コーナー

「ムットーニのから
くり劇場」もお楽し
みください。

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）

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

5/28～6/2 小坂恵子 織展　光と陰で楽しむ立体織物
ガラス彫刻展2019～風薫る～
第3回“いっきゅう展”（世田美19期生）

6/4～9 第7回手で作る本の教室展
第57回世田谷アトリエ会展
世田谷帆船模型倶楽部作品展

6/11～16 はだかんぼの森の展覧会2019　Best of luck!
写真展
じゆうに12

6/18～23 モナミ会展 地球色展
※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

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

版 画 家・ 池 田 良 二（1947－）と 美 術 家・ 
海老塚耕一（1951－）。長年にわたり旺盛に制
作、発表を続けている二人の版画作品をご紹介
します。
　　　　　　追悼――彫刻家・最上壽之

アーティスト・トーク
池田良二（版画家）　
6月1日（土） 16:00～17:00
海老塚耕一（美術家）　
6月23日（日） 14:00～15:00
いずれも2階展示室

無料　※ただし、要展覧会チケット
不要、当日直接会場へ

出ハビエル・バスケス・グレラ（ピアノ）　
［曲目］アルベニス「スペイン 作品165」、モンポウ 
「郊外」 他　 抽選140名　 無料　

往復ハガキ（欄外記入方法参照、2名まで可。
人数、名前を明記）で当館へ　

6月3日（消印有効）　　
※未就学児入場不可　※詳細HP参照

出 牧 原 く み 子（箏）、富 緒 清 律（三 味 線）、 
森真理子（17絃）、杉村虹山（尺八）、高橋章子

（フルート）、世田谷三曲ジュニア合奏団
［曲目］赤ずきん、三つの対話、泉、難波獅子、鷺
草の舞、祭花二番 他　 大人1,000円、小・
中・高校生300円、未就学児無料　 当日直
接会場へ

世田谷三曲協会・牧原（ 3426-4163）

向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
開催中～5/26 花曜日展
5/28～6/2 吹きガラスと陶絵付展  （29日（水）より公開）

6/4～9 色鉛筆ファインアートクラブ作品展
6/11～16 成城油彩グループ展
6/18～23　 なかよし水墨画展

※ 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

草屋根と絵筆
向井潤吉のエッセイとともに

開催中～10月6日（日）

展覧会

宮本三郎　花々と、女たちと
開催中～10月6日（日）

展覧会

清川泰次
具象から抽象への

あゆみ
開催中～10月6日（日）

《六月の田園》［岩手県岩手郡滝沢村］1971年

《由紀子・二俣のアトリエにて》1947年

［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）　 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

世 田 谷  美  術  館  分  館

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.43　「映画監督・

藤原智子さんの作品上映会　一周忌を地域で悼む
～日本の近現代史を追った7作（ダイジェスト）」

■ギャラリートーク
6月8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）　 不要、当日直接会場へ

《画室の裸婦》1954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

■募集部門　詩、短歌、俳句、川柳、随筆　　
■募集期間　9月3日（火）～13日（金）
※詳細は次号にてお知らせします

第35回 
世田谷文学賞作品募集！

予告

●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。

ミュージアムコレクション 

それぞれのふたり
池田良二と海老塚耕一

開催中～7月21日（日）　2階展示室

企　画　展 

プロムナード・コンサート
ハビエル・バスケス・グレラ

ピアノ・リサイタル

6月30日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

おとなも楽しめる第14回子どもの
ための物語と邦楽のひととき

6月9日（日） 14:00～16:00　講堂

『サイボーグ009 暗殺者編』原稿 ⓒ石森プロ

『小野二郎著作集』の内容見本　世田谷美術館蔵

『仮面ライダー』 ⓒ 石森プロ

開催中～6月23日（日）　1階展示室

萬画家・石ノ森章太郎展
ボクは、ダ・ビンチになりたかった

開催中～6月30日（日）　2階展示室

企　画　展 
仁木悦子の肖像

開催中～9月23日（月・祝）　1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中～6月23日（日）
　　　　  「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」 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～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

関 連 企 画
コーナー展示

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

関 連 企 画
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富山清琴（歌・三絃・箏）　富山清仁（歌・三絃・箏）　
井上安寿子（舞）　小島美子（お話）

八千代獅子
三吉　春

しゅんのうでん

鶯囀
寛
かんかついっきゅう

濶一休　八島
 3,000円

一般 3,500円　
※未就学児入場不可

外山喜雄とデキシーセインツ
～サッチモとディズニー　

楽しいデキシーランド・ジャズの世界～

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
メディの本作。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
S席（1・2階席）・S席（注釈付）・補助席 

7,600円　一般 S席 7,800円　A席（3階席）・ 
A席（注釈付） 4,800円　高校生以下・U24 
一般料金の半額　※注釈付席は落下防止の手す
りが視界に入る可能性がございます　※補助席は、
指定席とは椅子の形が異なります（背もたれあり／肘
掛なし／座面は薄いクッション張り）　※未就学児入
場不可　※当日券の情報はHPをご確認ください

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！

『キネマと恋人』

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

6月8日（土）～23日（日）　世田谷パブリックシアター

＝追加公演

夏休み、少年２人は車で旅に出る。
思春期特有の疾走感と切なさがつまった、
ひと夏の冒険ものがたり。待望の再演!

『チック』

撮影：西村裕介     

6月8日（土）〜23日（日）　世田谷パブリックシアター

8月17日（土）〜18日（日）
世田谷パブリックシアター 8月22日（木）〜25日（日）

世田谷パブリックシアター
8月8日（木）〜11日（日・祝）

シアタートラム

8月3日（土）〜4日（日）
シアタートラム

今年で15周年!日野皓正と世田谷区の中学生の
ジャズビッグバンドによる、大迫力のコンサート

歌・芝居・クイズ・コントと、子どもから大人まで
楽しめるエンターテイメントをおとどけ!子どもとおとなのための◎読み聞かせ 

『お話の森』 『日野皓正 presents
 “Jazz for Kids”』 　　  コンドルズ

『Don’t Stop Me Now』

to R mansion 
光と闇のステージアート
『にんぎょひめ』

ミュージシャンのROLLY（ローリー）はギター
を片手に読み聞かせ、夜の回はソロライブ。俳
優の片桐仁は2回とも
楽しい絵本をたくさん
読みます。
 8月3日（土）ROLLY
8月4日（日）片桐仁

おとな（一般） 2,500円
中学生・高校生 1,250円　4歳～小
学生 500円　U24 1,250円／「音楽
の森」ソロライブのみ、おとな 3,500
円　U24 1,750円（高校生以下は読
み聞かせ料金と同じ）　
※各発売初日は窓口販売なし

世界を舞台に活躍するメンバーによる「日野皓正  
Quintet Live」と日野をはじめとする講師による 
約4ヶ月のワークショップ
に参加した中学生たちの 

「Dream Jazz Band 15th 
 Anniversary Concert」
をお届けいたします。

日野皓正　Dream Jazz Band 他
 4,300円　一般 おとな 4,500円 

2公演セット券 8,000円　4歳～高校生 
2,250円　2公演セット券 4,000円　U24 
2,250円　※各発売初日は窓口販売なし

絶対必見！新元号型コンド
ルズ堂々登場！粗にして野
だが卑ではない男たちの情熱全開！性別年齢国籍
不問の超痛快無比ダンス作品を君に！

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演劇ワークショップ等を実施
します。ご応募は学校経由。現在お申し込みを受け付けています。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。

原作 H・C・アンデルセン
脚本 目次立樹
脚本監修 松井大悟　
演出 to R mansion

to R mansion　
藤田善宏　ヤノミ
Coppelia Circus　チャタ　
遠藤昌宏　佐川健之輔

整理番号付自由席　
 3,800円　一般 3,900円　

親子ペア 3,900円（一般1枚＋高校
生以下1枚）　高校生以下 1,000円
U24 2,000円 

構成・映像・振付 近藤良平　 コンドルズ
 S席（1・2階席） 4,800円　A席（3階席） 2,800

円　一般 S席 5,000円　A席 3,000円　親子ペア券 
6,000円（大人S席1枚
＋こどもS席1枚）　
高校生以下・U24 S席 
2,500円　A席 1,500
円　※各発売初日は窓口販売なし

 6/27（木）
一般 6/29（土）

発売
開始

 6/14（金）
一般 6/15（土）

発売
開始

8/3  4

13 00:
14 00:
16 00:
18 30:
＝「音楽の森」
　ソロライブ

8/17 18

14 00:
15 00:

−− シリーズ和・華・調 第2回 −−

地歌・箏曲・京舞 富山清琴の世界
6月1日（土） 15:00　成城ホール  （小田急線 成城学園前駅）

6月15日（土） 14:00　北沢タウンホール
（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

日本の美を感じる、弾き歌いスタイルの三味線音楽
世界で活躍するデキシーランド・ジャズバンドの登場！

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、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。

日本人で初めて「スピリット・オブ・サッチモ・アワー
ド」生涯功労賞を受賞した、外山喜雄が送る、ルイ・
アームストロングの世界。デキシーランド・ジャズ
とディズニーの名曲をお届けします。

「宮川彬良のせたがや音楽研究所#11」のフィナーレ出演を目的としたワーク
ショップに参加してみませんか。一緒にステージを盛り上げましょう！ みなさ
まのご参加をお待ちしております。

外山喜雄とデキシーセインツ
ハロードーリー　

リパブリック讃歌　
聖者の行進　
ディズニーメドレー 他

 2,000円　
一般 2,500円　 　
※未就学児入場可
   （ひざ上のみ無料）

【対象】
◦ 世田谷区在住・在勤・在学の方、または世田谷

が好きな方
◦ 3回のワークショップと公演当日の全てに参

加でき、宮川彬良氏らとともにステージに立
つ熱意のある方 他

【参加費】6,000円（教材費・公演チケット代含む）　
【募集人員】50名程度
【スケジュール】
◦9/3（火）、9/9（月）　ワークショップ（夜間）
◦9/13（金）　ワークショップ＆リハーサル（夜間）
◦9/14（土）　世田谷区民会館にて公演

【応募方法】往復はがきに必要事項を記入の上、せたおんへ郵送
詳細は6月下旬頃にせたおんホームページ
または出演者募集チラシをご覧ください

限られた時間の中、練習に集中します

第10回公演の様子

井上安寿子 富山清琴

撮影：渞忠之

応募
期間6月25日　  〜7月25日火 木

8/8  9 10

12 00:
15 00:
15 30:
18 00:
19 00:

11

7/19 20

16 00:
19 30:

ステージでうたおう！  
せたがや音楽研究所合唱団 募集！

未就学児入場不可

※各公演ごとに年齢制限が異なりますので詳細はお問合せください　※高校生以下は当日要証明書提示

8/22 2324

13 00:
14 00:
18 00:
19 00:

25 ＝収録のため客席
内にカメラが入り
ます
＝ワークショップ
参加の子どもたち
によるオープニン
グアクトあり

｛ ｝かなりゴキゲンなワークショップ巡回団
「作品を観てワークショップ」

「先生のためのワークショップ」

残席僅少！

 7/6（土）
一般 7/7（日）

発売
開始

 6/2９（土）
　　 12:00
一般 6/30（日）

発売
開始

撮影：細野晋司

音 楽 事 業 部

ドイツ国内でミリオンセラーを誇る児童文学「Tschick」を
原作に戯曲化された本作。初演時には多くの感動を呼び
数々の賞を受賞しました。この度、あ
の“チックとマイク”が二年ぶりにシア
タートラムに帰ってきます！

〒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 https://www.setagayamusic-pd.com/      usic

7月13日（土）〜28日（日）　シアタートラム
7月9日（火）〜14日（日）

世田谷パブリックシアター

「MANSAI◉解体新書」
30回目を記念する

パフォーマンス&トークの特別版！

これまでの「MANSAI◉解体新書」の“知の成
果”をカタチにする新しいパフォーマンス「５
Ｗ１Ｈ」を真鍋大度率いるライゾマティクスリ
サーチとともに創作上演、さらに各回多彩な
アーティストを招きトークをお届けします。

企画・構成・演出・出演野村萬斎　
ビジュアルデザイン・テクニカルディレクション
真鍋大度＋石橋素＋ライゾマティクスリサーチ

S席（1・2階席） 6,300円　S席 6,500円
Ａ席（3階席） 4,500円　高校生以下 ・U24 各
一般料金の半額　※未就学児
入場不可　※トークゲストの詳
細はHPをご確認ください

MANSAI◉解体新書その参拾 特別版

7/9 10   11   12   13   14   

13 00:
14 00:
19 00:

「せたがやこどもプロジェクト2019」

『５W１H』

この夏で10年目！
どんな絵本を読むかは来てからのお楽しみ

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　

柄本時生　篠山輝信　土井ケイト　那須佐代子　大鷹明良
 6,300円　一般 6,500円　友達割引（高校生以下2

枚・前売のみ） 6,000円　親子ペア（一般1枚＋高校生以下
1枚・前売のみ） 9,250円／プレビュー公演　   5,300円
一般 5,500円　友達割引 5,000円　親子ペア 7,750円／高 
校生以下・U24 各一般料金の半額　アドベンチャーズシート 
各席種とも同料金 
※未就学児入場不可 
※高校生以下は当日
要証明書提示　
※ アドベンチャーズ
シート・手話付公演
の詳細はHPをご確認
ください

7/1314   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

13 00:
14 00:
18 30:
19 00:

休
演
休
演

休
演

＝プレビュー公演
＝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
チケットセンター　　　5432-1515へ）
手話付公演あり（7/14（日）13:00、7/23（火）19:00の回）

〈〈ワークショップ編〉〉あり
詳細は次号でお知らせします

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/

TICKET

ダンス 聖獣～live with a sun～7/19（金）～20（土）

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

振付・構成・演出・出演平原慎太郎　 柴一平　東海林靖志　佐藤琢哉　
薬師寺綾　町田妙子 他

 4,400円　一般 4,500円 　高校生以下 1,500円（当日要証明書提示）　
U24 3,000円　　

OrganWorks　 070-1409-0478（平日10:00～18:00）

 5/31（金）
一般 6/1（土）

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
 （購入時要年齢確認証提示）
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「三軒茶屋⇔下高井戸」を結ぶ東急世田谷線の
50周年にあたり、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

個人宅に飾られている美術作品と、その所有
者に光をあてた展覧会。世田谷区内にある18
軒の家々からお借りした約20点の作品と室内
の様子をおさめた写真に加え、所有に至った
経緯などのインタビューを紹介します。それ
ぞれの暮らしと切り離せないユニークなエピ
ソードとともに、プライベートな美術作品の
数々をお愉しみください。

［企画制作］藤井龍　 無料

1プライベート・ミュージアム・ツアー
6月29日（土） 13:30～15:30頃　

［集合・解散］千歳船橋駅
美術作品が飾られている個人宅を実際に訪問
して、所有者の方から作品についてのお話を伺
います。

［協力］諧林招
抽選8名　 500円（お茶代込）　 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　 6月16日（必着）
2カタログ・メイキング
7月14日（日） 14:00～17:00　生活工房4F
プライベート・コレクション展の図録（非売品）
を製本するワークショップ。本のつくり方に
ついて学びます。綴じることを柔軟にとらえ、
本のDIYにチャレンジ！ 製作した図録は1冊
お持ち帰りいただけます。

Tanuki（本展デザイン担当）　 中学生以上　
申込先着20名　 500円（材料費込）　
5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

人の生活は古来、火とともにあった――。火と
人が紡いできた物語を、テーマごとに集めた記
録映像から探る連続上映会です。　

※vol.3・4は本年12月に開催予定です
■vol.1「火の星に生きる」
6月22日（土） 14:00～17:00　生活工房4F
上映作品：『火山が育む海』（2011年／日本語
字幕／BBC『サウス・パシフィック』より）、『大地
溝帯 裂ける大地』（2010年／日本語字幕／BBC

『グレート・リフト』より）、『太平洋の中の新島  
火山島・新島の成り立ち』（1997年／民族文化
映像研究所）など計5作品
■vol.2「火と食べもの」
6月29日（土） 14:00～17:00　生活工房4F
上映作品：『椿山 焼畑に生きる』（1977年／民
族文化映像研究所）、『フクロネズミの料理と食
事』（1976年／西ニューギニア／エンサイクロ
ペディア・シネマトグラフィカ）など計7作品　

各回当日先着40名　 各回500円（ドリン
ク・資料代）　 不要、当日直接会場へ

童
わらべ

歌
うた

は子どもの大切な文化的財産のひとつ。
日本の伝統的な色調とモダンな作風が特徴の
絵本作家ましませつこさんに「わらべうた絵
本」への思いを伺います。

ましませつこ（絵本作家）　 抽選20名　
100円　 往復ハガキ（P2記入方法参照）で

生活工房へ　 5月31日（必着）

1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉 
6月26日、7月3、10、24日
作品：梶井基次郎 著　『檸

れ

檬
もん

』
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〉
6月27日、7月4、11、18日 
作品：角田光代 著　『ロック母』

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〉
6月21、28日、7月12、26日
作品：清水義範 著　『バスが来ない』

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

申込先着15名（応募者僅少のため、閉講にな
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/

次世代を担う将来性ある若手アーティストの
創作活動を奨励・支援するための芸術賞。
生活デザイン部門では、「生活」をテーマにし
たオリジナル作品の展覧会企画（立体、平面、
ファッション、映像、ミクストメディア等／賞
金50万円／受賞記念展示は2020年秋、会場
は3F生活工房ギャラリー）を募集します。

［審査員］金森香（プロデューサー、イベントプラ
ンナー）、髙田唯（グラフィックデザイナー）

15歳以上35歳以下の個人かグループ（2019
年4月2日現在の年齢。グループの場合、代表者
が要件を満たすこと）　 9月6日（消印有効）
※募集の詳細は、生活工房ホームページをご覧ください

関 連 イ ベ ン ト

ゴルフスクール
①グループレッスン②個人レッスン
4人のプロが初心者の方にも丁寧に指導しま
す。

①12,000円～②20分2,000円～　 電話　

■ライフル射撃競技
6月9日（日）～8月18日（日）（全9回）
総合運動場エアライフル場　※除外日あり

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　 先着24
名　 500円（銃許可証・弾各自持参、電子標
的用ロール紙・標的紙連盟準備）　 射場に
て（9:00集合）　 区ライフル射撃連盟・高田

（ 3487-0832（19:00～21:00））
■サッカー競技
7月15日（月・祝）～8月10日（土） 9:00～　

※プール利用には水着と水泳帽が必要です

3ヶ月継続して運動します。親子体操・ヨガ・
ピラティス・骨盤ストレッチなど。一部託児
サービスもあります。（プール教室は開催いた
しません）　
※詳細はスポーツ振興財団ホームページ参照
か各施設にお問合せください
①総合運動場

プログラムにより異なります　 7,000円～　
　 先着順（ただし、託児サービス希

望者は6月20日まで）　
②千歳温水プール

プログラムにより異なります　 6,400円～

　 先着順
③大蔵第二運動場

プログラムにより異なります　 7,700円～ 
　 先着順　

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　

①大蔵コース（軽運動・マシーントレーニング）
7月3日～9月11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）
7月11日～9月12日　毎週木曜 13:00～15:00

（全10回）　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　 ①抽選30名②先着25名　
11,000円　 6月13日（必着）

二子玉川緑地運動場 他
2,000円／チーム　 所定の申込書を区

サッカー協会ＨＰ（ http://setagayaku-fa. 
com/）からダウンロードし、必要事項を記入の 
うえ以下メールアドレスへ添付送信　 6月30
日（必着）　 info@setagayaku-fa.com
※代表者会議は7月7日（日）18:00～成城ホー
ル4階区民集会室CD
■ゴルフ競技
7月25日（木）　太平洋クラブ御殿場ウエスト

［種目］18ホールストロークプレー（新ペリア方
式）　 4,000円（別途プレー代16,640円利用
税別）　 ハガキ・FAX　 6月25日（必着）　

区ゴルフ連盟・服部（〒157-0067 喜多見
7-27-15 3417-0562 3417-6619）　
※希望者は、ニュー成城ゴルフセンターからバ
スの利用ができます（3,000円）

■会長杯争奪なぎなた大会
7月7日（日） 8:30～　代田小学校体育館

1種目500円　 ハガキ・FAX　 6月13
日（必着）　 区なぎなた連盟・武田（〒157-
0071 千歳台2-20-14 5490-0640）　

 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

大蔵・千歳・大蔵第二
コース型フィットネス教室

7月～9月 元気なシルバー
いきいきトレーニング

千歳温水プール 20周年記念イベント
個人利用無料開放

6月12日（水）

運動と食の講座
6月18日（火） 10:30～12:00

千歳温水プール集会室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

第69回世田谷区民体育大会

共催大会

スポーツ振興財団
ホームページ
［教室申込み］要登録

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/5月25日

9:00スタート
申 込

世田谷区内の個人宅にて　写真：藤井龍

『椿山 焼畑に生きる』ⓒ民族文化映像研究所

祝！ 世田谷線50周年
世田谷線にのって展

開催中～5月26日（日） 会期中無休　
9:00～20:00　３F生活工房ギャラリー

企　画　展 

HPから申込みください　※ハガキ・FAX申込みも
できます（別途手数料216円）

プライベート・
コレクション展

6月15日（土）～7月15日（月・祝）
祝日をのぞく月曜休み 9:00～21:00

３F生活工房ギャラリー

次　回　企　画　展 

第44回世田谷おはなしネットワーク講演会
わらべうた絵本と私

ましませつこさんの世界
6月13日（木） 10:00～12:00　生活工房5F

『ととけっこう よが あけた』
（こばやし えみこ：案　ましま せつこ：絵）こぐま社

※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

大 会（共催事業など）

スポーツ観戦デー（ラグビー）
ジャパンラグビートップリーグカップ戦第3節

千歳温水プール
❶～❹ 20周年記念無料イベント

リコーブラックラムズ
  

神戸製鋼
コベルコスティーラーズ

7月5日（金） 19:30キックオフ
秩父宮ラグビー場

❶タイムトライアル 
　（水泳記録会）
❷ダンス体験会 
　 幼児とその親・中高生・成人　 HP
❸体組成測定会 

❹ユニバーサル 
　スポーツ体験会

6月15日（土） 11:00～11:50 
25ｍ程度泳げる方　 当日

6月16日（日） 9:30～16:15　 

6月16日（日） 10:00～12:00　 
だれでも　 当日

6月16日（日） 13:00～15:00 
だれでも　 当日

区内在住・在勤・在学の方　※小学生保護者同伴　 高校生
相当以下無制限、18歳以上先着500名　 無料　 6月26日 ※❷については5月15日よりHPで募集中

無料！

スポーツ教室・イベント

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

朗読講座　豊かなことばの世界

 第6回世田谷区芸術アワード「飛翔」
生活デザイン部門
展覧会企画募集

火と人の上映会
全4回　生活工房４F

総合運動場体育館、総合運動場温水プール、千歳温水プール

5月26日（日）～6月16日（日）
5月26日（日）～6月23日（日） 

募集期間

展示期間

父の日
似顔絵展

小学生以下　 無料　 専用の用紙（対象施設にあり）に
お父さんの似顔絵を描き、各施設受付へ

　※展示終了後、参加賞を進呈します

再生紙を使用しています

会員割引対象

 https://www.0553.jp/se-sports/教室等申込み

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 https://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房D
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