
次回（9月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです「世田谷芸術百華」プログラムVol.2（8月～11月）は、せたがや文化財団各施設、区役所、出張所、図書館などで配布しています。
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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　＊本展覧会は、宝くじの助成により実施します

アール・ヌーヴォーから、チェコ・キュビス
ム、アール・デコ、さらに現在に至るプロダク
ト・デザイン、玩具やアニメまでを含む、ほぼ
100年のデザイン約250点を、時代を追って
ご紹介します。

一般1,100（900）円／65歳以上900（700）
円／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
1「チェコ・アヴァンギャルドのデザイン」
9月22日（日） 14:00～15:30（開場13:30）　

井口壽乃（埼玉大学大学院教授／副学長）
2「ミュシャからもぐらのクルテクまで」

（世田谷美術館友の会共催事業）
9月28日（土） 14:00～15:30（開場13:30） 　

遠藤望（当館学芸員）
3「チェコスロヴァキア戦後デザインの葛
藤」
10月14日（月・祝） 14:00～15:30（開場13:30）

ペトル・ホリー（早稲田大学演劇博物館招聘
研究員）
1～3いずれも　講堂　

先着140名　 無料
※手話通訳付　※当日12:00からエントランス・ホー
ルにて整理券を配布

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　

活弁付き映画上映会
9月14日（土） 15:00～　１階文学サロン
原田治の祖父、映画監督の二川文太郎の代表
作にして、剣戟映画の原点ともいわれる『雄呂
血』（無声映画）の活弁付き上映会です。
上映作品：『雄

お

呂
ろ

血
ち

』1925年／阪妻プロ／約
80分／サイレント
出澤登翠（弁士）　 どなたでも　 先着150
名　 1,000円（全席自由）　※保護者の膝の上
に座れるお子様は無料ですが、座席を必要なお子様は

各界で活躍する6人にお選びいただきました。
本は手に取ってご覧になれます。

無料

・�柄谷行人（思想家）／憲法九条を考える本
・ 高野文子（漫画家）／
　ちょっと昔の漫画と、とっても今な漫画
・ 藤原辰史（農業史・京都大学准教授）／
　「食べること」を考える本
・森田真生（数学・独立研究者）／
　数学が「わかる」本
・山崎ナオコーラ（小説家）／
　ずっと付き合える言葉がある本
・吉川浩満（文筆家）／未来の〈人間〉を考える本

①加賀乙彦（作家）、②持田叙子（日本近代文
学、文芸評論家）、③富岡幸一郎（文芸評論家）、 

有料です　 当日13:00より会場前にて入場券
を販売します

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）

「かわいい」とはどんなことか、原田治展を鑑賞
しながら一緒に考えます。

幡野雄一（NPO法人アーダコーダ） 他　
小学4年生以上どなたでも（大人可）
抽選20名　 無料（ただし高校生以上は展示

観覧料が必要）　 hontowa@ardacoda.
com（イベント名、氏名、年齢、電話番号を明
記、連名可）でアーダコーダ事務局へ　 9月8
日（必着）

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

8/27〜9/1 SETAGAYA ART PIECES　　※28日〜公開
ぐるぐるワールド　西山均作品展
Emvoes 　※28日〜公開

9/3〜8
桜丘写友会写真展 第6回　世田谷美術大学25期展
美しい日本の野鳥総集編山田三郎写真展 2019年　第20回　パレット・サークル展

9/10〜15
鈴木写真工房WS "Monochrome Session 2019" 世田谷美術大学21期生　作品展
写真クラブ『すばる』写真展 第25回　青人会展

9/16〜22
休館日17日（火）

和紙造形大学十期　十和の会 幸風展
小林育夫展—楽の調べ　音楽的表現の絵画と版画展 第3回世田谷美術大学29期展　

9/23〜29
休館日24日（火）

植物画教室作品展 第20回パレット99絵画展誠之フォトクラブ 写真展
※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

チェコ・アニメーション上映会「盗まれた
飛行船」（日本語字幕付）
10月6日（日） 13:30～（約90分）（開場13:00）
講堂

先着140名　 無料、ただし小学生以上は本
展観覧券半券が必要（観覧券1枚につき1名）　
※当日12:00からエントラス・ホールにて整理券を配布
人形劇「Zlatovláska―きんいろの髪の
お姫さま」
11月3日（日･祝） ①11:00～12:00（開場10:30） 
②15:00～16:00（開場14:30）　講堂　
※②は終演後、トークショーあり
出林由未、谷口直子　 各回100名　 無料、
ただし小学生以上は本展観覧券半券が必要（観
覧券1枚につき1名1回のみ）　※展覧会観覧券は、
本イベントの受付前にご用意ください　 往復ハガ
キ（欄外記入方法参照、4名まで可。人数、名前、
希望の公演時間番号を明記）で当館へ　

10月3日（消印有効）　※詳細HP参照
◆100円ワークショップ
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

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

世田谷区にアトリエを構
え、制作を続けていた森芳雄
（1908-1997）。森芳雄の新
規寄贈作品や交流のあった
同時代の作家の作品も併せ
てご紹介します。小コーナー
では、版画家・駒井哲郎のモ
ノタイプ作品を展示します。

三宅一樹（彫刻家）　 18歳以上の世田谷区
または川場村の在住・在勤・在学者　

20名（先着）　 23,000円（往復チャーター
バス、1泊2食、保険代など）　 当館HPの申込
フォームより　※詳細HP参照

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〜8/25 子どもの創造画展
9/10〜15 子どもの創造画と大人の油絵展
9/16〜22 きらめき展　※17日（火）は休館

9/23〜29 第2回やなぎざくらの会 絵手紙展　
（25日（水）より公開）　※24日（火）は休館

※ 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/

［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

〠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

④高橋千劔破（作家、文芸評論家）、⑤福田耕介 
（フランス文学）　 どなたでも　 抽選50名　

1,000円　 1講 座 ご と1通　 event@
setabun.net（欄外記入方法参照、講師名も明
記、連名2人まで可）で当館イベント担当へ　
①9月7日、②9月15日、③9月21日、④10月

5日、⑤10月13日（必着）

300年の時空を超え、冒険小説の知られざる世
界を解き明かします。

高橋大輔（探検家）　 どなたでも
当日先着100名（14:45開場）　 無料

千葉俊二（早稲田大学名誉教授）、朗読:『春
琴抄』中寛三（俳優座）　 どなたでも　 抽選
150名　 1,200円（世田谷文学館友の会会員
割引あり）　 往復ハガキ（欄外記入方法参照）
で友の会へ　 9月10日（必着）

［受付日時］10月12日（土）、13日（日） 10:00～16:00　世田谷美術館 2階・講義室
［応募資格］世田谷区内もしくは群馬県川場村に在住・在勤・在学のアマチュアの方
［展覧会］2020年1月4日（土）～12日（日）　
※詳しくは当館HPまたは、世田谷美術館および分館、せたがや文化財団施設、区役所、支所、出張所・まちづくり
センター、図書館、区民センターなどで配布の要項をご覧ください

第 2 5 回  世 田 谷 区 民 写 真 展  作 品 募 集

■ギャラリートーク
9月21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

選者とテーマ

［受付日］2019年10月5日（土）、6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10月27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 2020年4月～9月分の区民ギャラリー前期　
利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

9月8日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
奥沢は、なぜ奥の沢？世田谷は「沢」や「谷」の郷、幻の新奥沢線など、地
域のお話をうかがいます。

染野和夫（奥沢地誌保存会代表）　 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）。　※詳細HP参照

●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、夏休み期間、次の観覧料は無料です。  

ミュージアムコレクション 

森芳雄と仲間たち
8月3日（土）～11月24日（日）　2階展示室

企　画　展 

ヴァーツラフ・シュパーラ、アルチェル協同組合《童話の鳥》　
1920年　チェコ国立プラハ工芸美術館蔵　

Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

森芳雄《窓辺の女》
1968年

《春叢》
［埼玉県東松山市神戸］1988年

《花と女》1932年

《題の無い絵》1959年

高橋秀＋藤田桜 ──素敵なふたり
開催中～9月1日（日）　1階展示室

チェコ・デザイン100年の旅
9月14日（土）～11月10日（日）　1階展示室

原田治 展　「かわいい」の発見
Osamu Harada: Finding 

“KAWAII” 
開催中～9月23日（月·祝）　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 

連続講座
「遠藤周作　神に問いかけ続ける旅」

①9月21日（土）、②9月29日（日）、③10月5日（土）、
④10月19日（土）、⑤10月27日（日）

14:00～15:30　2階講義室

ロビンソン・クルーソー刊行300年記念
探検家・高橋大輔講演会
「物語を旅すること」
9月22日（日） 15:00～16:30

1階文学サロン

世田谷文学館・友の会共催講演
「人間・谷崎潤一郎」

9月28 日（土） 14:00～16:00
1階文学サロン

本と輪この３冊　volume 6
月曜休館（祝日の場合は開館、翌日休館）

1階ライブラリー

〈ほんとわ〉哲学カフェ
9月15日（日） 14:00～16:00

1階ライブラリー

世田谷美術館×世田谷区民健康村
「美術館から出かけるスケッチの旅

～古民家のある風景」
9月8日（日）・9日（月）　群馬県川場村

世田谷区民健康村（集合は世田谷美術館）

展覧会
宮本三郎　

花々と、女たちと
開催中～10月6日（日）

関 連 企 画

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.44「奥沢・玉川の地域の歴史 再発見！第２弾」

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）

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）

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　9月14日（土）〜11月10日（日）
　　　　  「チェコ・デザイン100年の旅」展
一般1,100→1,000円　65歳以上900円→800円、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〜9月23日（月·祝）
　　　　  原田治 展 「かわいい」の発見
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

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
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設立10年目の今年の秋は、ますますパワーアップした演奏
を皆さんにお届けします♪ お客さまもオーケストラの一員
になれるスペシャルシート、そして終演後には楽器体験も予
定しています。 

宮川彬良のせたがや音楽研究所#11
室内楽シリーズ

竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル

竹澤恭子　Ⓒ松永学

～せたがや音楽研究所的“かなり大胆な”音楽史～
9月14日（土） 17:00　世田谷区民会館

（東急世田谷線 松陰神社前駅）

10月14日（月・祝） 15:00　成城ホール
（小田急線 成城学園前駅） 10月13日（日） 14:00　世田谷区民会館

（東急世田谷線 松陰神社前駅）
音楽史の盲点に光を当てる研究所。今回は、アキラ所
長ならではの発見が盛りだくさん！ 見どころはハレル
ヤ・コーラスのゴスペルアレンジや、ベートーベンは
ロックでビートルズはクラシック（！？）等々…。真偽
のほどはぜひ会場でお確かめください！

国際的な活躍を続けてきた竹澤恭子。
「心から演奏すると必ず伝わる」子ども
のときから感じてきたそんな思いを携
え、今、彼女だからこそ表現できる、力
あふれる音楽世界を披露いたします。

恒例となった大人のバンドバトル、
熱く激しい争いに参戦する
アマチュアバンドを大募集！

この世田谷でゴスペルハーモニーの
美しさと楽しさを

一緒に味わってみませんか？ 

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　
茂木健一郎（脳科学者）　ダイナマイトしゃかりきサ～カス
VOJA-tension　せたがや音楽研究所合唱団

 2,800円　一般 3,000円　 　
※未就学児入場不可

竹澤恭子（ヴァイオリン）　
エドアルド・ストラッビオリ（ピアノ）

R.シューマン：ヴァイオリン・ソナ 
タ第2番ニ短調op.121　E.グリーグ：
ヴ ァ イ オ リ ン・ ソ ナ タ 第2番 ト 長 調
op.13　F.クライスラー：愛の悲しみ 他

 3,000円　一般 3,500円　
　※未就学児入場不可

宮川彬良　ⒸPACO

茂木健一郎

せたがやジュニアオーケストラ
　オータムコンサート

Let's Sing ゴスペル！2019
ワークショップ参加者募集

【締切】9月20日（金）（必着）　【対象】 メンバーの平均年齢が35歳以上であること 他
【概要】 第一次予選（音源審査）、第二次・最終予選（ライブハウス演奏）通過の10バ
ンドが決勝大会へ

決勝大会  2020年2月16日（日）　世田谷区民会館（審査員および観客による審査）
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）

【締切】8月31日（土）（必着／郵送・FAXのみ受付）
【概要】 

ワークショップ 10・11月に全4回
リハーサル 11月29日（金）夜間

本番 11月30日（土）　世田谷区民会館
【参加費】 12,500円（教材費等含む）

詳細はせたおんホームページや募集チラシをご覧ください詳細はせたおんホームページや募集チラシをご覧ください

エドアルド・ストラッビオリ

鈴木衛（指揮）
せたがやジュニアオーケス
トラ

ドヴォルザーク：交響曲
第9番「新 世 界 よ り」第2楽
章、第4楽章　ロジャース：
サウンド・オブ・ミュージック・セレクション 他

500円　 　※2歳以下入場不可（託児有り・10/4（金）17:00ま
でに要予約／イベント託児・マザーズ　 0120-788-222） VOJA-tension

Ⓒ鈴木義明

Ⓒ中西多恵子

第8回せたがやバンドバトル

出場バンド募集!
第8回せたがやバンドバトル

出場バンド募集!

Ⓒ武藤奈緒美

まもなく
締切！

ダイナマイトしゃかりきサ～カス

Let's Sing ゴスペル！2019
ワークショップ参加者募集

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

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

世田谷アートタウン2019

三軒茶屋の街を舞台に繰り広げる大道芸フェスティ
バル『三茶de大道芸』を共に盛り上げてくださるボラ
ンティアスタッフを大募集！　街中を飾り付け“アート
タウン”に変身させる「かざりつけ班」と、街に掲げるフ
ラッグをリサイクルしてチャリティーグッズを作製
する「フラッグリサイクル手芸班」を募集します。詳
細は公式ホームページをご覧ください。

中学生のあなたへ
夏休みの終わりが見えてくるころ、 いつまでも休みだったらいいのにと妄想してみては、それもなんだかさみしい
なと思ったり、でもなんかめんどくさかったり、心配になったり。学校のこと、友だちのこと、好きな人のこと、心
や身体の変化、 ユーウツな夜。夏休み最後の9月1日、こんな気持ちを今まさに抱えているかもしれないあなたと、
劇場で一日過ごしてみたいと思っています。ちょっと前に中学生だったちょっぴり先輩の人たちの話を聞いたり、
話したり、遊んでみたり。みんなが想像するような「演劇」はやりません。いつ来て帰るも、やるもみるも自由。そん
なゆるい感じの時間です。気軽に足を運んでください。待っています。　　       

あさみん、てるぽ、みどりちゃん（劇場の大人たち）より
日程 9月1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　
参加費 無料　対象（学校に行くのがめんどうくさい）中学生　募集人数 特になし。集まった人でやります。
申込 H P https://setagaya-pt.jp/workshop_lecture　世田谷パブリックシアター学芸　 5432-1526

10月19日（土）・20日（日） 開催

ボランティア
スタッフ募集!!

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

シ ア タ ート ラ ム

10月29日（火）～11月17日（日）
世田谷パブリックシアター

フランスの現代サーカス界を牽引するラファエル・ボワテルの話題作日本初演！チャップリンの
孫として知られるジェームス・ティエレなど多くのサーカスアーティストの元でパフォーマーと
しての活動を経て才能を開花させたラファエルの作品は、サーカスにダンス・演劇の要素をご
ちゃ混ぜにした、ボーダーレスのフィジカルシアターとして注目を集めて
います。灰色と化した世界で、ひとすじの光を求め懸命に生きる人々の強
さを、迫力満点の空中パフォーマンスで表現します。

前川知大×世田谷パブリックシアターのタッグに
よって生み出されてきた作品群に、今秋、新たな
1ページが加わる。その待望の最新作は、『終わり
のない』。古代と未来がつながり、「人類」について
考察するような、歴史、神話、宇宙を描き出す、新
たな舞台にご期待ください。

脚本・演出 前川知大　原典 ホメロス「オデュッセイア」　
監修 野村萬斎　 山田裕貴　安井順平　浜田信也　
盛隆二　森下創　大窪人衛　奈緒　清水葉月　
村岡希美　仲村トオル

S席（1・2階席） 7,300円　A席（3階席） 
5,300円　一般 S席 7,500円　A席 5,500円　
高校生以下・U24 S席 3,750円　A席 2,750円
※1申込みにつき1公演4枚まで　※高校生以下は購入時
要証明書提示　※未就学児入場不可

演出・振付 ラファエル・ボワテル　 カンパニー ルーブリエ
 大人 3,500円　子ども（4歳～高校生） 1,500円　

一般 大人 4,000円　子ども 2,000円　U24 2,000円　
※3歳以下のお子様は保護者のひざ上で鑑賞される場合のみ無料（お席が必要な場合
は、子どもチケットをお求めください）　※おすすめ10歳以上（未就学児も入場可）　
※子ども（4歳～高校生）は当日要証明書提示

『終わりのない』 カンパニー ルーブリエ／ラファエル・ボワテル

『When Angels Fall／地上の天使たち』

世田谷パブリックシアター＋エッチビイ
世田谷アートタウン2019関連企画

10月18日（金）～ 20日（日）　世田谷パブリックシアター

10/18 19

15 00:
19 30:

20

凡例　 出演　講 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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

ダンス

演 劇  日本・ベトナム現代演劇共同プロジェクト
『ワーニャ伯父さん』

10/25（金）～27（日）

11/22（金）～24（日）

演出・構成・振付・出演 北村明子　ドラマトゥルク・出演 マヤンランバム・マンガンサナ
柴一平　清家悠圭　西山夕貴　川合ロン　加賀田フェレナ　ルルク・アリ
整理番号付自由席　 4,800円　一般 5,000円／当日 5,500円　

高校生以下 3,000円／当日 3,500円　U24 3,500円　※1申込につき1公演4枚まで　
オフィスアルブ　 070-7528-7065　

作 アンドン・Ｐ・チェーホフ　訳 神西清　演出・構成 杉山剛志　
レ・カイン　ドゥック・クエ　タイン・ビン　クィン・ズォン　トウ・クィン　

フォン・トゥイ　蔡（チェ）へみ　松田祟　西村清孝　中村あさき 他
2,800円 　一般 3,000円／当日 3,500円　学生 1,500円（当日要証明書提示）　

外国籍 1,500円（K・企画でのみ予約受付）
K・企画　 3419-6318

 9/7（土）
一般 9/8（日）

発売
開始

 9/13（金）
一般 9/16（月・祝）

発売
開始

10/29 30    31 11/1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17       

14 00:
15 00:
19 00:

休
演

休
演

＝学生団体鑑賞あり
＝貸切公演

　＝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　　  5432-1526へ）

＝収録のため客席内にカメラが入ります

＝ポストトークあり（前川知大×野村萬斎、収録のため客席内に
　カメラが入ります）

劇場「アートタウン」担当　 5432-1526　
H P https://arttown.jp/

撮影:山添雄彦

©SHELLY

北村明子Cross Transit project
『梁塵の歌』

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）

©Marina Levitskaya

10/25 26 27

14 00:
19 30:

11/22  23   24    

13 00:
18 30:
19 00:

学校に行くのがめんどうくさい中学生のみなさんへ 9月1日劇場に来ませんか？

劇場ですごす夏休み最後の一日2019
----------------------------「みんなよりちょっと先輩の話聞いてみない？」

未就学児入場不可

未就学児入場不可

演 劇 □字ック10周年前夜祭企画
『掬う』11/9（土）～17（日）

脚本・演出 山田佳奈　 佐津川愛美　山下リオ　
馬渕英里何　日高ボブ美　水野駿太朗　大竹ココ　
東野絢香　大村わたる　古山憲太郎　中田春介　千葉雅子

5,700円　一般 5,800円　当日 6,000円　高校生以下 2,000円
U24 4,500円　※11/9（土）14:00／19:00の回、10周年前夜祭初日特典あり（□字ッ
クオリジナル升プレゼント）　 □字ック　 080-5526-7505

 9/13（金）
一般 9/14（土）

発売
開始

11/9 10   11   12   13   14   15   16   17   

14 00:
19 00:

休
演

＝アフターイベントあり（詳細
　は後日公式ホームページに
　てお知らせします）

未就学児入場不可



申 込
8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

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/

（要登録）

スポーツ振興財団
ホームページ
（教室等申込み）

2019年8月25日4

常の匂いを読み取り、嗅覚の仕組みや感覚差
を体験します。その後、個々の匂いの記憶を表
す素材や物語からアート作品を制作します。

井上尚子（美術作家）、白須未香（嗅覚研究者）　
高校生同等年齢以上で両日参加できる方　
申込先着20名　 2,000円（2日分）　
8月25日10時以降、メール（P2記入方法参

照）で生活工房へ

トルコ共和国北部のトカット県は、菩提樹の
木版によるハンドプリント「バスク」で有名
な地です。本展では、花や果実など伝統的な
モチーフの木版の数々や、それを使用したス
カーフなどのテキスタイル約100点と、現地
の制作風景の映像などを展示します。　

［特別協力］
野中幾美（トルコ伝統手工芸の店「ミフリ」代表）　

無料

エッセイストのしまおまほさんとともに、「家
族」について考える展覧会。家族をめぐるエッ
セイや写真家である両親が撮影した写真な
ど、家族にまつわる記憶と記録を展示します。
しまおさんの家族をめぐる記憶や揺れ動く感
情を通じて、社会の変化にともない多様化す
る家族のあり方を考えます。

トークイベント
「家族を記すこと　しまおまほと植本一子」
10月5日（土） 14:00～15:30　生活工房4F
写真家であり、家族に関する著作も多い植本
一子さんとともに、日常生活や家族との関わ
りから生まれる創作についてお話し頂きます。

しまおまほ、植本一子（写真家）　 申込先
着50名　 1,000円　 8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

35歳以下のアー
ティストの創作活
動を奨励・支援す
るための芸術賞。
「生活」をテーマに
したオリジナル作
品（立体、平面、ファッション、映像、ミクスト
メディア等）の展覧会企画を募集（賞金：50万
円／2020年秋に3F生活工房ギャラリーにて
受賞記念展示）します。　※募集の詳細は、生活
工房ホームページをご覧ください

［部門審査員］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
は代表者が要件を満たすこと）　

9月6日（消印有効）

キャロットタワーの3・4・5階を会場に2日間で延
べ160組のアーティストが集まる世田谷アートフリ
マ。3階では大人から子どもまで当日参加可能なワー
クショップを開催。4・5階の各アーティスト・ブー
スでは手づくりの雑貨やアクセサリー、和小物など
が購入できるほか、カフェや軽食のコーナーもあり
ます。お気に入りのアイテムを見つけにキャロット
タワーへぜひ遊びにきてください！
※出展者募集は終了しています

［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 http://artfleama.net/

《Talk》「われ匂う、ゆえにわれ在り？
－匂いから捉える日常空間と記憶」
10月14日（月･祝） 13:00～15:00　
生活工房4F
国際的な嗅覚アート展を多
く手掛ける岩㟢陽子さん
に、香りの歴史や嗅覚アー
トの最新事例をもとに、私
たちの日常空間と匂いの関
係について伺います。

岩㟢陽子（嵯峨美術短期
大学准教授）　 申込先着40名　 500円　

8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

《Workshop》 
「匂いに気づく」 / 「匂いと記憶」
10月22日（火･祝）・11月4日（月･休）　
2日完結
いずれも10:00～17:00　生活工房4F
持ち寄った本に集積された残香から歴史や日

研究者やアーティストとともに、日常生活の中で見落とされた無数の出来事を、五感を使って味
わい直すワークショップ・シリーズ。今回は嗅覚から日常を捉え直します。
※本企画は全行程にカメラが入り記録映像としてWEB上で後日公開します

お知らせ　10月から始まる教室から消費税増税等に伴
う参加費の見直しを行い、新料金とさせていただきます。

■ ソフトテニス教室
10月6日～11月17日　毎週日曜 
9:00～11:00（全6回）　※除外日あり
総合運動場テニスコート

小学生以上　 先着45名　 3,900円（中
学生以下1,900円）
■ゴルフレッスン
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～　
■ ジュニアゴルフ教室
9月21日～11月9日　毎週土曜 16:00～17:30

（全8回）　成城ゴルフクラブ
小学3年生～中学生　 先着10名　 12,200円

■ 成城ゴルフ教室
9月21日～11月9日　毎週土曜 18:00～19:30

（全8回）　ニュー成城ゴルフセンター
18歳以上　 先着12名　 20,700円

■ わくわくサッカー教室
9月21日（土）、28日（土）、29日（日）、10月5日（土） 
9:30～11:00（全4回）　池尻小学校第2体育館

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　

障害の内容を明記しスポーツ振興財団へ
■青空太極拳教室
9月21日（土）・28日（土） 11:00～12:00

（受付10:30～）　※雨天中止　
千歳温水プール地下１階サンクンガーデン

高校生相当以上　 先着各20名　 300円 
当日受付　

■ スマイルバルシューレ
10月1日～11月26日　毎週火曜
①15:10～16:00　②16:10～17:10（全7回）　
※除外日あり　総合運動場第２武道場 他

①幼児　②小学1年～3年生
先着各20名　 ①9,800円　②10,500円

※詳細はホームページをご覧ください
■ボウリング競技
9月8日（日） 9:00～　オークラランドボウリング場

3G 500円（中学生以下200円）　 往復ハ
ガキ　 8月31日（必着） 　 区ボウリング
連盟・野中（〒157-0072 祖師谷4-25-3-101 

エキシビション＆体験会を実施
［種目］ボッチャ　車いすラグビー　 無料　

当日受付　※詳細は財団ＨＰをご覧ください

［内容］体組成の測定、測定結果の解説、健康
相談　 60歳以上の方とそのご家族　 無料　

当日受付　

※詳細は、本紙9月25日号掲載予定
※下記のイベントは事前申込が必要です
■チャレンジテニス
夫婦大会 10:00～14:00

抽選32組　 往復ハガキで①種目②住所③
夫婦氏名④電話番号⑤年齢⑥経験年数を明記
し、区テニス協会（〒156-0054 桜丘1-17-18 

5451-0691）へ　 9月20日（必着）　
※テニスシューズ要着用

3カ月間週1回運動できる教室です。
①8,300円～②7,000円～③5,600円～

④9,500円～　 先着順

■ 総合運動場温水プール
コース型教室体験会
①きれいに泳ぐ平泳ぎ
9月24日（火） 10:00～10:50
②チャレンジバタフライ
9月24日（火） 11:00～11:50
③チャレンジ50ｍ
9月26日（木） 12:00～12:50
④ワンポイント4泳法
9月26日（木） 13:00～13:50
いずれも総合運動場温水プール

高校生相当以上　 各先着15名　 500円

■ メリハリビューティー
9月21日～11月16日　毎週土曜 10:00～11:00

（全8回）　※除外日あり　千歳温水プール集会室
田中琴乃氏（新体操元オリンピアン）　 18

歳以上の女性　 先着20名　 16,000円
■ 元気なシルバーいきいきトレーニング
①大蔵コース
10月9日～12月11日　毎週水曜 9:30～11:30

（全10回）　総合運動場第1武道場 他
②千歳コース
10月10日 ～12月12日　 毎 週 木 曜 13:00～
15:00（全10回）　千歳温水プール 他　

①②60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　

12,000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）
10月1日～29日　毎週火曜 10:00～12:00（全
4回）　※除外日あり
②梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
10月2日～12月11日　毎週水曜 10:00～12:00

（全11回）
①②18歳以上　 ①②先着50名　 ①

4,000円②11,000円　 ①烏 ②梅
■レベルアップスイミング
10月3日～31日　毎週木曜 10:00～12:00（全
5回）　烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 5,000円　 烏
■きれいに泳ぐ水泳教室
10月8日～11月5日　毎週火曜 10:00～12:00

（全4回）　※除外日あり　太子堂中学校温水プール
18歳以上　 先着30名　 5,100円　 太

3482-2194）　
■ラグビー競技　
10月13日（日）～2020年3月8日（日）　
13:00～　二子玉川緑地運動場球技場

5,000円　 電話　 8月31日（必着）　
区ラグビー協会･塩野 （ 3484-1561）

■なぎなた競技
10月27日（日） 8:30～　代田小学校

1種目500円　 TELかFAX　 9月20日（必
着）　 区なぎなた連盟・武田（ 5490-
0640）、または田島（ 3718-9972）へ　
■ソフトバレーボール競技
11月10日（日） 9:00～　総合運動場体育館

［種目］①レディースフリー②レディースシニア
（A50歳以上B60歳以上）③フリー④ミック
スシニア（A50歳以上B60歳以上）⑤小学生　

3,000円／チーム（小学生1,500円）　※当
日受付にて徴収　 ハガキ　 10月5日（必
着）　 区バレーボール連盟・棚網（〒156-
0054 桜丘3-27-16 3427-1241）
■少林寺拳法競技　
11月17日（日） 9:00～　総合運動場体育館

社会人1,000円、高校・大学生700円、中
学生以下500円　 郵送（所定の申込書を添
付）　 9月26日（必着）　 区少林寺拳法・安藤

（〒156-0057 上北沢4-34-9 3302-6724）

■世田谷選手権ソフトテニス大会
①シニアⅡ②一般女子、男子35～、女子45～、
シニア女子（60～・70～年齢別）③一般男子、
女子35～、男子45～、シニア男子（60～・70～
年齢別）④中学生（個人戦）⑤中学生（団体戦）
⑥高校生男女　
いずれも9:00～　総合運動場テニスコート

世田谷区在住・在勤・在学者　 ①④1,100
円／1ペア②③3,100円／１ペア⑤3,300円／1
チーム⑥1,900円／1ペア　 所定の申込書に
記入の上、区ソフトテニス連盟・山根宛（〒154-
0004 太子堂5-17-15）に送付（所定の『郵便振込
書』の通信欄に内訳を記入し、郵便局より振込み
願います）。　 ①9月30日②③10月4日④10月
24日⑤11月8日⑥11月25日（必着）

コース型フィットネス教室
10月～12月

①総合運動場②千歳温水プール
③総合運動場温水プール④大蔵第二運動場

アクアフィットネス教室が再開します
総合運動場温水プール（9月19日～）

その他 共催大会

伝統的なモチーフのスカーフ（部分）

Photo: Shinzo Shimao

Photo by Barbara Donaubauer
本に集積された残香を読み取る様子

企　画　展 
トルコ文化年2019公認企画

トルコ・トカットの
木版〈バスク〉展
開催中～9月1日（日）

祝·休日をのぞく月曜休み 9:00～21:00
3F生活工房ギャラリー

家族って
しまおまほと家族、その記憶と記録

9月21日（土）～11月10日（日）　
祝·休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 

8/25号掲載の教室に限り、申込システムで申込むと
ポイント10倍になります。

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

東京2020大会 1年前記念！！

日常を見限らない　匂いのワークショップ

－ポイント10倍キャンペーン中！－

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

キャロットタワーで遊ぶ2日間
世田谷アートフリマ vol.32

9月21日（土）～22日（日） 11:00～17:00　生活工房3～5F

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

その他 第69回世田谷区民体育大会

※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HPまたは各問合せ先へ

大 会（共催事業など）

東京2020大会 SETAGAYA 
SPORTS フェスティバル～ホンモノを

見る・知る・体験する～
9月1日（日） 10:00～12:30（9:30開場）

総合運動場体育館

敬老の日イベント
千歳温水プール「健康測定会」

9月16日（月･祝） 10:00～12:00（最終受付11:30）
千歳温水プール集会室　

第55回区民スポーツまつり
10月20日（日）　総合運動場　大蔵第二運動場

再生紙を使用しています

関 連 企 画

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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