
アルフォンス・ミュシャから現代のデザインま
で、チェコ国立プラハ工芸美術館の収蔵品を
中心に、家具や食器、装丁本、ポスターなど、
チェコにおける主要なデザイナーの作品を核
に、約250点によりチェコの100年にわたる
デザイン史を日本で初めて総合的に紹介しま
す。
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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
※ただし10月14日（月･祝）、11月4日（月･休）は開館、
　翌火曜日（10月15日、11月5日）は休館

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

世田谷美術館
9.14 11.10土 日

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 P7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/ 

発行
・
編集

次回（	10月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

2019.9.25

関連企画は　　 へ

P2 P3 P4 P5 P8P6-7世田谷文学館　　　世田谷美術館　　　生活工房　　　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）　　 世田谷区スポーツ振興財団

毎月25日発行

vol.221

せたがや 文化・スポーツEvent Guide
Arts & Sports
in Setagaya

展覧会ご案内｜5777-8600（ハローダイヤル）i

右上から：
ラジスラフ・ストナル  《ゾウ》 （国立家内工業教育研究所のためのデザイン）1930年頃／アルフォンス・ミュシャ  《ジスモンダ》 1894年／ヤン・チュトゥヴルニーク、エムエムインテリア 椅子

《コクシー》 2005年／パヴェル・ヤナーク  クリスタル（結晶）型小物入れ 1911年／ヴァーツラフ・シュパーラ 小箱 《悪魔》 1921年／パヴェル・ヤナーク、プラハ芸術工房 テーブルランプ 
1913年／ミラン・クニージャーク 椅子 《コキューブ》 1971年（原案）、1985年（制作）　チェコ国立プラハ工芸美術館蔵　Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague
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小・中学生は土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。
●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   

第一次世界大戦後の世界情勢と経済状況がめ
まぐるしく動く大正9年1月、雑誌「新青年」は
発刊されました。これからの未来を築いていく
青年をターゲットにした雑誌は、都市文化と
モダニズムを取り入れ、形成しながら、日本文
学史においてかかせない存在へと変化してい
きました。本展では、戦後一大ブームとなった 

横溝正史をはじめ、日本推理小説〈三大奇書〉の
ひとつ『黒死館殺人事件』を書いた小栗虫太郎、
日本SF小説の父・海野十三ら「新青年」の全盛
期を支えた世田谷ゆかりの作家たちを中心に、
当館収蔵のコレクションをお目にかけます。

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）

当館のキッズエリアには作家や編集者による
選書など、様々な絵本があります。一冊の絵本
をもとに、皆さんの「なぜ」「どうして」をゆっく
り語り合いましょう。　

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　 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　 11月3日
（必着）

世田谷文学館で開催中の
小松左京展と関連して「宇
宙人のしゅくだい」を朗読
します。プロの指導のも
と、本格的な朗読を体験
しましょう。

緒方賢一（声優・俳優）、
水田わさび（声優） 他　

中学生以上　
抽選20名　 無料　
往復ハガキ（欄外記入

方法参照、学年も明記）で当館どこでも文学館
担当へ　 10月26日（必着）

ニューヨークで活躍するピアニストによる、赤
ちゃんから大人まで楽しめる本格ジャズコン
サート。
出クニ三上・ピアノトリオ　 各回150名　

大人1,500円（中学生以上）、こども300円（0
才～小学生）　※当日券は各300円増　

チケットぴあ（ 0570-02-9999、Pコー
ド：162-712）　※前売り完売の場合、当日券の
販売はありません。演目の詳細はオフィスヨコタ
090-4436-2262

「新青年」と世田谷ゆかりの
作家たち

10月12日（土）～2020年4月5日（日）
1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

〈ほんとわ〉哲学カフェ
11月10日（日） 14:00～16:00

1階ライブラリー

11月6日（水） ①10:30～ ②13:30～
③15:30～（各回45分間）

文学サロン

0才からのジャズコンサート

『復活の日』『果しなき流れの果に』『日本沈没』『首都消失』ほか、壮大なスケール
で描いたSF大作の数々で、絶大な支持を得ている小松左京（1931-2011）。作
品は、徹底した取材・調査と膨大な知識・想像力によってつくられ、その迫力
と高いエンターテインメント性に読者は圧倒され続けてきました。
これらを生み出した小松左京とは、いったい何者なのか。本展は多彩な資料を
もとに、<小松左京>という巨大な<宇宙>に挑みます。

記念対談「誰も語らなかった小松左京」
12月14日（土） 18:00～19:30　文学サロン
出とり・みき（漫画家）、ヤマザキマリ（漫画家・
随筆家）　 150名　 1,000円　 完全前
売制。11月1日よりローソンチケットで販売 
Lコード：32182（ 0570-000-777／当館
では取り扱っておりません）

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／小・中学生300（240）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり　
※10月18日（金）は企画展・コレクション展ともに65歳以上無料

『宇宙人のしゅくだい』
講談社

「新青年」博文館

『日本沈没』創作メモ（一部）

小松左京
映画『日本沈没』（1973年）に使われた

深海潜水艇「わだつみ」セット前で

小松 京展
─D計画─

関 連 企 画

どこでも文学館ワークショップ
もっと朗読を楽しもう

～プロの読み方を聞いてやってみよう～

11月9日（土） 14:00～16:30　2階講義室

平成31年度 文化庁 地域の博物館を中核とした
クラスター形成事業

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　10月12日（土）～12月22日（日）
　　　　  小松左京展　
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500円　小・中学生300→250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

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

▲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）

世田谷文学館iteratureL 〒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/

会員割引対象

展示替えのため、右記の期間は展示室を休室します　▼　企画展・コレクション展：10月11日まで

2階展示室12月22日10月12日 〜 日土

企 画 展



下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

2019年9月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

［休館日］毎週月曜日　※ただし、10月14日（月·祝）、11月4日（月·休）は開館、翌火曜日（10月15日、
11月5日）は休館　 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

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〜9/29 「一枚一笑」  ゆかいな仲間の絵手紙展Ⅱ　
 ※24日（火）は休館日 （25日（水）より公開） 

10/1〜6 乙女たちの好奇心 vol.16

※ 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

清川泰次
具象から

抽象へのあゆみ
開催中～10月6日（日）

《かいう》1968年頃

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

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

10/1〜6
やっぱり描くのが好き！SOB展 Les liens d'amitié　絆展the CCC展

10/8〜13
経堂デッサン会　第６回作品展 〜レンズ付フィルムによるフォトイベント〜

「ワタシだけが知っている馬事公苑界隈の魅力」展第6回クレイアート教室展　クレイアートの四季
坂本ひろの　おとなのための美術教室作品展５ヨーロッパ風景画展（新井隆夫遺作）

10/14〜20
休館日15日（火） 第30回　世田谷児童作品展

第6回世田谷美術館美術大学26期展
田中　ゆかり展
アトリエトリイ木曜会展

10/22〜27 池澤　寛　水彩画展 公益財団法人JR東海生涯学習財団絵画教室・
坪内美術研究所第3回合同展

※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

《大原新雪》
［京都府京都市左京区大原］

1981年

《イタリーの空》1962年

※次回展：宮本三郎　風景を描く　
10月26日（土）〜2020年1月13日（月·祝）

※次回展：清川泰次　色・線・
形の探求とデザインへの展開　
10月26日（土）〜2020年3月
15日（日）

休館のお知らせ
向井潤吉アトリエ館は、改修工事のため、
2019年10月7日（月）から2020年4月17日

（金）まで休館いたします。

［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（10月7日〜25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

ラジスラフ・ストナル、ロケット磁器工場　食器セット　
1932年
チェコ国立プラハ工芸美術館蔵　Collection of The Museum 
of Decorative Arts in Prague

エヴァ・ハヴェルコヴァー＝リンハルトヴァー　燭台　
1959年
チェコ国立プラハ工芸美術館蔵　Collection of The Museum 
of Decorative Arts in Prague

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（1920-1976）のモノタイプ作品を
展示します。

［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

［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）

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

出Duo Uchida: 内田万海、内田久己（ピアノ）

［曲目］シューベルト 幻想曲 ヘ短調 作品103／
D.940、ラヴェル マ・メール・ロワ、ビゼー 子
供の遊び 作品22 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　 11月4日（消印
有効）　※未就学児入場不可　※詳細HP参照

開催中 11.10 1階展示室日

1講演会「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）
2講演会「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）
1～2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
3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からエントランス・ホールにて整理券を配布
4子どもとおでかけ美術館「チェコにまつわ
る　おはなし会」
①10月26日（土） 11:00～　
②11月2日（土） 15:00～　2F講義室

40名程度　 無料　 不要、当日直接会場へ
※学芸員による短い展覧会紹介含め、30分程度。演目は各
日、異なります　※詳細HP参照

関 連 企 画
5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（P2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

6100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　　　　

プロムナード・コンサート
Duo Uchida ピアノ4手連弾 リサイタル

12月1日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

ミュージアムコレクション 

森芳雄と仲間たち
開催中～11月24日（日）　2階展示室

森芳雄
《妻が置いた「みかん」》

1980－81年

展覧会

宮本三郎
花々と、女たちと

開催中～10月6日（日）

企 画 展

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中〜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→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

世田谷美術館rtA 〒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）

会員割引対象



西洋的な椅子を必要とし
ない、アジアとアフリカの

〈すわる〉習慣。人間の身体
と道具の関係に、各地域の
腰かけの実物と膨大な写
真から迫る展覧会。
特別協力：井上耕一

無料
＊関連企画は次号参照

三茶de大道芸（P7掲載）開催両日、市民活動
支援コーナー登録団体の活動を、各団体が企
画した体験コーナーやパネル展示等を通じて
紹介する喫茶スペースを設けます。

入場無料

無料

《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　 電話かメール

（欄外記入方法参照）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
※残席僅少
持ち寄った本に集積された残香から歴史や日
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）　
メール（欄外記入方法参照）で生活工房へ

小学校の図書館で子どもに本の魅力やおもし
ろさを紹介しながら手渡
し て き た 元 学 校 司 書 の 
青木淳子氏を講師にお迎え
して、「ブックトーク」のポ
イントやコツについてうか
がいます。昨年のPart1に
参加されなかった方でも、
楽しく聞けます。どうぞお
越しください。

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。家族をめぐる描き下ろしを含めた約15本のエッセイ、ともに
写真家である両親の島尾伸三さんと潮田登久子さんが撮影した家
族写真、さらに離れて暮らしていた祖母や叔母から届いた手紙、幼
少期の思い出の品など、家族にまつわる記憶と記録を展示します。
2015年に出産し、現在母子で暮らすしまおさん。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。

しまおまほ　
エッセイスト・漫画家。1978年生まれ。多摩美術大学卒業。
在学中に漫画『女子高生ゴリコ』でデビュー以来、雑誌や文芸誌で
エッセイを発表するほか、ラジオのパーソナリティとしても活躍。
2015年に第一子を出産。著書に『まほちゃんの家』『マイ・リトル・
世田谷』『ガールフレンド』などがある。
両親は写真家の島尾伸三と潮田登久子、祖父母は作家の島尾敏雄と
島尾ミホ。

青木淳子（元 学校司書）　 抽選20名　
100円　 往復ハガキ（欄外記入方法参照）

で生活工房へ　 11月1日（必着）

1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉 
11月6日、13、20、27日
作品：新美南吉著『おじいさんのランプ』

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〉
11月7日、14、21、28日 
作品：浅田次郎著『鉄道員（ぽっぽや）』

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〉
11月15、22、29、12月6日
作品：芥川龍之介著『杜子春』

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（継続受講の方で定員に達する
場合や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）　
https://www.nhk-cti.jp/『キラキラ読書クラブ改訂新版』玉川大学出版部

会員割引対象

渡し船を待つ、2011年、
マリ（撮影：井上耕一）

〈すわる〉を旅する
―アジアとアフリカの、
あの坐り方と低い腰かけ

11月16日（土）～12月8日（日）　月曜休み　
10:00～18:00（金曜のみ10:00～20:00）

３F生活工房ギャラリー＆生活工房4Ｆ

日常を見限らない
匂いのワークショップ

次　回　企　画　展 

9:00～21:00　３F生活工房ギャラリー

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

パオフェスタ2019
市民活動体験喫茶パオ

10月19日（土）・20日（日） 11:00～18:00
3F市民活動支援コーナー

第45回世田谷おはなしネットワーク講演会
ブックトークpart2

子どもと本との出会いの場をつくる
11月19日（火） 10:00～12:00　生活工房5F

1983年頃、自宅にて母・潮田登久子としまおまほ

写真：島尾伸三

祝・休日をのぞく月曜休み
9.21 11.10土

SAT
日
SUN

2019年9月25日4

朗読講座　豊かなことばの世界

現在の母子の様子　写真：溝端貢（ikaruga.）

▲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）

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

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

info@setagaya-ldc.net　 https://www.setagaya-ldc.net/生活工房



応募締切 10月10日（木）当日消印有効

音楽部門では、若手アー
ティストによる「新しい音
楽会」を募集！　受賞者に
は賞金50万円とシアター
トラムでの受賞記念発表

（演 奏 会）の場が 授 与さ
れます。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

ライブハウス演奏

ライブハウス演奏

第一次予選（音源審査）を突破したバンドが、ライブハウス
で直接対決します！ ぜひ応援にお越しください。

ライブハウス予選 開催！
第8回 せたがやバンドバトル

◆12/8（日）　三軒茶屋 GRAPEFRUIT MOON

◆2020年2/16（日）　世田谷区民会館

◆11/9（土）　下北沢 近松
◆11/10（日）　下北沢 SHELTER
◆11/17（日）　下北沢 BREATH
◆11/23（土·祝）　下北沢 ろくでもない夜
◆11/24（日）　下北沢 CLUB251

第二次予選

最 終 予 選

決 勝 大 会

審
査
員

審査員および観客による審査
・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）

10/10（木）発売
開始

演奏後のレセプションパーティ

©武藤奈緒美昨年度の様子

第7回グランプリバンド KEMUSHI
　©中西多恵子
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竹
澤

恭子
のフルコース

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 
外山雄三：管弦楽のためのラプソディ 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）

設立10年目となる本年。台湾にて交流演奏会（右記）を経験し、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。

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。

竹澤恭子さんが女性としても魅力を感じる、というシューマンの
妻、クララ。演奏会の前菜はその美しすぎる小品「3つのロマンス」
から。次は、メイン料理、ピアニストにとっても難曲といわれる
シューマンの大作であるソナタ第2番をじっくりと。
演奏会後半は、2つ目のメイン料理、北欧の民族的色合いが濃く、
抒情的でドラマティックなグリーグのソナタ第2番。よく演奏され
る3番ではなく、あえて、メロディの美しい2番をチョイス。そして
最後のデザートは、なじみ深く、愛らしいクライスラー小品をなん
と5曲もたっぷりと。贅沢三昧な音のお料理をお届けします。

7月下旬、台湾・高雄市にて交流演奏会を
開催しました。高雄市のジュニアオーケス
トラとSJOがそれぞれ演奏をし、最後の
2曲は合同で演奏を。緊張をしていても、
あっという間に仲良くなれる子どもたち。
全員の心と音楽が調和したすばらしい音色
を響かせ、初の海外公演は大成功でした。

今回の演奏旅行ではメンバーそれぞれがたく
さんのことを得ることができました。いつもと
は全く違う環境での練習や生活、慣れていな
い会場での演奏から学べたこと、高雄のメン
バーから受けた刺激など、吸収したことすべ
てをこれからの活動に活かしていきたいです。

Let's Sing ゴスペル！
2019コンサート 
with ワークショップクワイア

第6回 世田谷区芸術アワード

“飛翔”
− 音 楽 部 門 −11月30日（土） 15:00　世田谷区民会館

（東急世田谷線 松陰神社前駅）

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）

10月14日（月·祝） 15:00　成城ホール （小田急線 成城学園前駅）

ワークショップで学んだク
ワイア（合唱団）の成果発表
や、講師の方々のスペシャ
ルステージなど、ゴスペル
ハーモニーの美しさや楽し
さがホールいっぱいに響き
渡ります。どなたでも気軽
に楽しめるゴスペル音楽を
ぜひ体感してください！

のはらヒロコ　塚本崇瀬　蔵本順　石森扶美子　VOJA
Let's Sing ゴスペル！ワークショップクワイア 他

We shall overcome／Oh happy day 他
全席自由　前売 1,500円／当日 1,800円　
　※未就学児入場不可

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）

オータムコンサート

竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル

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）
クララ・シューマン：3つのロマンス

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：ジプシーの女／シンコペーション／
ドヴォルザークの主題によるスラヴ幻想曲／
愛の悲しみ／愛の喜び

 3,000円　一般 3,500円　 　
※未就学児入場不可

鈴木衛

せたがやジュニアオーケストラ　©鈴木義明

合同でのステージ演奏

楽器体験　©鈴木義明
佐藤礼奈（高校2年生）

エドアルド・ストラッビオリ竹澤恭子　©松永学

ゴスペル音楽を気軽に体感！

磨
き
が
か
か
っ
た

     

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
粋

− こんなイメージで聴いてみては −

ＳＪＯ台湾交流演奏会を終えて
ジュニアオケ10年目の秋！

室内楽シリーズ

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リーフ
レットをご覧ください

まもなく締め切り！

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

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　 info@setagayamusic-pd.com　 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　 5432-1515チケットの申込み



2019夏休み子ども演劇ワークショップ
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

12月4日（水）〜8日（日）   シアタートラム

2020年2〜3月　世田谷パブリックシアター

10月29日（火） 19:00・31日（木） 14:00
シアタートラム

2020年1〜2月　世田谷パブリックシアター

『お勢、断行』

『アテネのタイモン』

『メアリ・スチュアート』

戯曲リーディング世田谷パブリックシアター＋エッチビイ

原案 江戸川乱歩　
作・演出 倉持裕　
音楽 斎藤ネコ　 倉科カナ　上白石萌歌　江口のりこ　柳下大　
池谷のぶえ　粕谷吉洋　千葉雅子　大空ゆうひ　正名僕蔵　梶原善

原作 ウィリアム・シェイクスピア　
翻訳・上演台本 河合祥一郎　演出 野村萬斎　

野村萬斎　万作の会 他
3,100円　一般 3,300円　

高校生以下・U24 各一般料金の半額

作 フリードリヒ・シラー　
翻訳 安西徹雄
上演台本 スティーブン・スペンダー　演出 森新太郎　 長谷川京子 他

『お勢登場』以来3年ぶりとなる、倉持裕×世田谷パブリックシア
ターのタッグによる新作現代劇!江戸川乱歩の小説そのものを舞台
化 す る の で は な
く、倉持独自の感
性であらたな物語
を立ち上げます。

公演情報は決定次第順次お知らせいたします。公演情報は決定次第順次お知らせいたします。

森新太郎×世田谷パブリックシアター 最新作！

シェイクスピアの問題作と
いわれる本作をリーディン
グ公演用に構成した台本
で上演します。終演後ポス
トトークあり。

スコットランド女王メアリと
イングランド女王エリザベス
一世、そして2人の女王を巡
る男たち…。2020年の初頭
を飾るにふさわしい、究極の
人間ドラマをお届けします。

7月、8月の学校の夏休み期間に、小学生低学
年・小学生高学年・中学生・高校生をそれぞ
れ対象とした演劇ワークショップを全5コース
実施しました。

全コースともに台本はありません。小学生は、
「おばけ」「おうち」「メキシコ」をテーマに、
中学生と高校生は、日常生活の視点を出発点
に、ワークショップで初めて会った人たちと
一緒に話し合いながら演劇を作り上げまし
た。次回の子ども向け演劇ＷＳは冬休みに実
施する予定です。お楽しみに！

●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/

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。

TICKET

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（～12月31日）、
2,200円（2020年1月1日より料金改定）
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）

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

シ ア タ ート ラ ム

演 劇 世田谷シルク第11回公演『青い鳥』12/25（水）〜28（土）

翻訳・演出・振付 堀川炎　 佐藤優子　武井希未　堀川炎 他
 4,100円　一般 4,200円／当日 4,500円　

学生 3,500円（世田谷シルクのみ取扱い、当日要証明書提示）　
世田谷シルク　 090-8025-5044（〜12/22）

『ミー・アット・ザ・ズー』

シアタートラム ネクスト・ジェネレーションvol.12
悪い芝居vol.25

次世代を担う新しい才能を発掘する「シアター
トラム ネクスト・ジェネレーション」シリーズ。
12回目となる今回は、脚本家・演出家・俳優
の山崎彬が主宰する  悪い芝居 が登場! 

 9/28（土）
一般 9/29（日）

発売
開始

 10/11（金）
一般 10/12（土）

発売
開始

古代ギリシャの叙事詩「オデュッセイア」を原典に、
前川知大が挑む、神話的世界とSF的世界。
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 
各一般料金の半額
※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
※サイド席・注釈付指定席・補
助席あり。詳細はHPをご覧くだ
さい

『終わりのない』

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）

11/21 22   23   24    

15 00:
19 30:

ダンス 大駱駝艦・天賦典式『のたれ●』11/21（木）〜24（日）

振付・演出・美術 麿赤兒　 麿赤兒　村松卓矢　田村一行　松田篤史　
我妻恵美子　高桑晶子　鉾久奈緒美 他

 4,800円　一般 S席（１・2階全席指定） 5,000円／当日 5,500円　
A席（3階自由整理番号付） 4,000円／当日 4,500円

大駱駝艦　 0422-21-4984

 10/3（木）
一般 10/4（金）

発売
開始

未就学児入場不可

1/19

16 30:

音 楽 古武道　新年会　Vol.6　～初春の狂
ラプソディー

詩曲～2020年 1/19（日）

KOBUDO－古武道－（古川展生：チェロ／妹尾 武：ピアノ／藤原道山：尺八）
ゲスト 佐藤和哉（篠笛奏者）／風雅竹韻（尺八アンサンブル）

 7,000円　一般 7,200円　高校生以下 2,000円
キャピタルヴィレッジ　 3478-9999（平日 11:00〜18:00）

 10/3（木）
一般 10/4（金）

発売
開始

未就学児入場不可

未就学児入場不可

 10/24（木）
一般 10/27（日）

発売
開始

演 劇 シス・カンパニー公演　
日本文学シアターVol.6［坂口安吾］『風博士』

11/30（土）〜
12/28（土）

 10/9（水）
一般 10/１３（日）

発売
開始

作 北村想　
演出 寺十吾　
音楽 坂本弘道

中井貴一　段田安則　吉田羊　趣里　林遣都　松澤一之　内藤裕志　大久保祥太郎　 渡辺えり
S席（1階） 9,000円　A席（2階） 7,000円　B席（3階） 5,000円　

※各発売初日は窓口販売なし　※1申込みにつき1公演4枚まで　10/13一般発売初日は特電 5432-1570（10:00〜
19:00）及びオンラインにて取扱い。10/14以降残席あれば窓口、 5432-1515及びオンラインにて取扱い

シス・カンパニー　 5423-5906（平日11:00〜19:00）

11/3012/1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    25     26   27   28   

14 00:
19 00:
＝収録のため客席内にカメラが入ります

休
演

休
演

休
演

休
演

未就学児入場不可

2019年10月1日消費税率変更に伴うシステムメンテナンスと発券手数料改定のおしらせ
【システムメンテナンス】2019年9月30日（月）19:00〜10月1日（火）10:00　 
【セブン-イレブン発券手数料】10月1日（火）10:00以降のご予約から<110円／1枚>に改定します。

10月29日（火）〜11月17日（日）   
世田谷パブリックシアター

12/25 26   27   28   

14 00:
19 30:

12/4  5   6   7   8

＝収録のため客席内
にカメラが入ります

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

上：日比美思　
下：山崎彬

撮影：江森康之

作・演出 山崎彬　音楽 岡田太郎
日比美思　藤原祐規　田中怜子　

久保貫太郎　東直輝　植田順平　潮みか　
中西柚貴　畑中華香　山崎彬

3,200円　
一般 3,500円
高校生以下 1,750円　
U24 1,750円　
※未就学児入場不可
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

10月18日（金）〜 20日（日）
世田谷パブリックシアター

中国雑技芸術団／TOKYO 雑技京劇団／Funny Bones／
芸人まこと／加納真実／大駱駝艦／ココナッツ山本／
SUKE3＆SYU／和田静男／NAO＆WAGAN Brothers／
博雅会／チャラン・ポ・ランタン／Los Ojillos Negros／
ブラックエレファンツ／Cocochi-kit／セクシーDAVINCI／
ゼロコ／四家卯大 ／松鶴家天太 他（順不同）

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

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

回限定15名様。
2,000円（要予約）　※付添いの保護者の方は無料
せたがや箏カフェ実行委員会　Mail setagaya.kotocafe@

gmail.com　 080-6573-1803　担当：小山 

12月15日（日）コンサート 13：30〜14：45
パーティ 15：00〜16：00
世田谷区立尾山台中学校（尾山台3-27-23）
邦楽器とインドのタブラとの共演‼
子ども達も心を合わせて奏でます。

コンサート　無料　パーティ参加費2,000円
世田谷三曲協会　 3426-4163　担当:牧原

2020年1月7日（火） 午前の回11：00〜12：00（9：30より受付）
午後の回13：00〜14：00（12：30より受付）
瀬田4丁目旧小坂緑地内、旧小坂家住宅内洋間（瀬田4-41-21）
区の有形文化財の一室で「人日の節句」に生花を楽しみませんか？

無料（当日受付先着順）
カタクリの会　 H P http://www.re-forest.com/seta4/

ikebana1.html

10月29日（火）〜11月1日（金） 10:00〜18:00　
但し、29日は13:00〜18:00
キャロットタワー4階ワークショップルームB（太子堂4-1-1）
世田谷とその周辺を描いた風景水彩画作品展。初心者向けの体験
教室を毎日13:00〜実施（申込みは期間中会場で受付）。

無料
つくしの会　Mail tsukushi20070901@gmail.com

 

10月27日（日）、2020年1月19日（日） 11：00〜15：00   
12月21日（土）、22日（日） 12：00〜19：00
こはぜ珈琲前（北沢2-33-6 グリーンテラス1F）
＊しもきたスクエア（北沢2-24-3） ＊12月のみ
季節に合わせた地域密着参加型マーケットです。お子様と一緒に
音楽ライブや読み語り、ワークショップをお楽しみください！　

入場無料　ドネーション制（一部有料）
おひるのかほり     Mailohirunokahori@gmail.com 

12月1日（日） ①14:00〜16:00②15:30〜17:30
せたがやがやがや館 交流室（池尻2-3-11-3階）
はじめての方を対象とした箏体験ワークショップ&コンサート。各

せたがや箏カフェ2019

世田谷の魅力・風景水彩画作品展
2020年2月22日（土） 13:30〜15:00
三茶しゃれなあどホール（太子堂2-16-7）
東洋と西洋の歌劇比較ワークショップ第3弾。プロの実演と指導。

一般1,800円／学生500円　※要事前申込　※託児サービス
あり

一般財団法人　日本京劇振興協会　
6411-4168　担当：梅木・江崎

H P https://www.shincyo.com     
Mail opera2019@shincyo.com  

2020年2月24日（月・休）ワークショップ 13:00〜15:00
「もうひとつのヘレン・ケラー」 公演 18:00〜20:00
オーキッドミュージックサロン（玉川2-2-1二子玉川ライズバーズ
モールB1）
一流演奏家自らが演奏と芝居をする新感覚エンターテイメント。
世界に本当に必要なものを問う作品。WS参加者もステージ出演！
「ワークショップ」  3,000円　「もうひとつのヘレン・ケラー」　一般

2,500円、高校生以下1,500円、親子3,500円　未就学児膝上無料
アイラボグループ　 6310-4195　 H P http://t-c-t.jp      

Mail info@t-c-t.jp

区 民 団 体 に よ る
イ ベ ン ト

世田谷区では、文化・芸術の振興を目的としてお寄せいただいた寄附金の一部を「地域文化芸術振興事業補助金」に活用し、
区内各地で行われる文化・芸術活動の支援を行っています。今年度、世田谷芸術百華に参加の区民団体主催のイベントです。
申込みやお問合せ等詳細は各連絡先まで。

世田谷アートタウン2019

Chipolatas（チポラタス）　
［イギリス］ジャグリング、パーカッション

Julot（ジュロ）　
［フランス］エアリアルポール

毎年恒例の大道芸フェスティバルが今年も開幕します！街
中で国内外の一流パフォーマーたちが、パントマイムや
ジャグリング、アクロバットなど華麗な技を繰り広げま
す。その他、商店街自慢の「屋台」や手作りアート小物が並
ぶ「アート楽市」など三軒茶屋に現れる2日間のお祭りをお
楽しみください。

三軒茶屋駅周辺、
キャロットタワー、
近隣商店街など問 5432-1547　 H P http://arttown.jp/

10.19 ・20土 日

世田谷区が商店街に
ヘブンアーティストを派遣し、

商店街のイベントを
さらに盛り上げます！
ぜひご来場ください！

「秋のイベント」
 （10:00～16:00）

10月20日（日）
①11:00　②13:00　③15:00 

（各回演奏30分　②は公園付近でパレード）
※雨天時は集会所で実施

HIBI★Chazz-K　
会場 くすのき公園（用賀4-9-10）

用賀商店街
「山下　秋の味覚まつり」

山下商店街

（11:00～16:00）
11月4日（月・休）

①11:10（ステージ演奏）②12:00
③13:00（②③はパレード）　

※雨天実施（豪雨を除く）
Cocochi-kit

会場 豪徳寺駅前

「第21回喜多見商店街感謝祭」
（15:00～18:00）

11月17日（日）
①15:30②16:30

※雨天時はテントで実施（豪雨を除く）
Cocochi-kit

会場 喜多見駅南口広場（喜多見8-21）

喜多見商店街
商 店 街
ア ー ト
プロジェクト

灰色の世界で、未来をみつめて
立ち上がる孤高の天使、、、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！

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
※未就学児のご入場は保護者の同伴が必要です

世田谷アートタウン2019関連企画
カンパニー ルーブリエ／ラファエル・ボワテル

10/18 19

15 00:
19 30:

20

©Marina Levitskaya

「やなかまストリートマーケット」
（12月は「小径のノエル」内にて）

カタクリの会　お節句に無料で生花体験 
楽しい生花ワークショップ

邦楽コンサートと国際親善交流パーティ 
箏・三味線・尺八がフルート・インドのタブラと共演

オペラと京劇

心に響く東京コンテンポラリーシアター     
音楽演劇「もうひとつのヘレン・ケラー」
＆子供のための音楽演劇ワークショップ

『When Angels Fall／
    地上の天使たち』

少しでも気になった方は、まずは説明会に遊びに来てみ
てください。活動内容のご説明後、実際に三茶の街を歩
いてまわります。どうぞお気軽にご参加ください！詳細は
公式ＨＰよりご確認ください。

フェスティバルを一緒に盛り上げてくださる
当日ボランティアスタッフ募集中！

【活動内容】①パフォーマーの付き人／海外パフォーマーの付き人・
通訳（英、仏）②フェイスペイント③写真・映像撮影④そのほか、皆
さまの得意なこと（パフォーマンス以外）

【活動日時】10月19日（土）・20日（日）終日　【対象年齢】18歳以上
◆当日スタッフ説明会＆まちあるき◆

【日時】9月29日（日）、10月5日（土） 14:00～16:00
©SHELLEY

出演パフォーマー

スペシャルゲスト

©waits©waits



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
　（別途手数料がかかります）

オリンピック種目短期体験教室
【Smash！バドミントン】

10月28日～12月23日（11月4日除く）　
毎週月曜（全8回）　

小学生 17:00～18:15　中学生 18:30～20:00
総合運動場体育館・大蔵第二運動場体育館

町田文彦（元日本代表）、藤本ホセマリ（元日
本ユニシス所属）　 小・中学生　 先着各
30名　 小学生13,000円　中学生14,500円　

10月18日（必着）

トップアスリートに学ぼう！
ラグビー教室

11月16日（土） 14:00～16:00
リコー総合グラウンド

リコーブラックラムズコーチ及び選手　
小学1～6年生　 ①小学1～3年生②小学4

～6年生　先着各20名　 2,000円　
11月8日（必着）

船橋ふれあいまつり
スポーツフェスタin千歳温水プール

11月3日（日・祝） 9:00～21:00

楽しいイベントが盛りだくさん！
［主なイベント］
・幼児用プールぱちゃぱちゃ水遊び 9:00～
・ダンス教室体験会 9:30～
・花の苗配布 9:30～　
・水中トレジャーハンティング
　①11:00～②15:00～
・エコ工作教室 9:30～　など

スポーツ教室・イベント ※一部有料、一部事前申込が必要です。詳細は
HPをご確認ください　

親子スポーツ観戦デー
車いすラグビーワールドチャレンジ2019

10月19日（土） 
準決勝戦16:15～と19:15～の2試合

東京体育館

区内在住・在勤・在学の方　 先着各100名　
無料　 10月6日

親子スイミングレッスン
10月19日（土） 10:00～10:50　

総合運動場温水プール

幼児（年中・年長）とその保護者　 先着15組
（30名）　 1,100円（別途施設利用料）　 

水中トレジャーハンティング
10月19日（土） 11:00～11:50 

総合運動場温水プール

すべって、跳んで、潜ってプールで楽しく遊ぼう！
幼児～小学3年生　 無料（別途施設利用

料）　 当日直接会場へ　

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
■第３期バスケットボール教室
10月8日～12月17日（10月22日除く）
毎週火曜（全10回）

A小学生17:00～19:00
B中学生・高校生相当19:00～21:00　

先着順A45名B35名　 各8,500円　
定員に達し次第締め切り　

■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。

①12,500円～②20分2,100円～ 　

座禅＆ヨガ体験教室
10月29日（火）・11月26日（火） 18:00～19:30

千歳温水プール健康運動室

高校生相当以上　 先着各30名　
1,100円　

バドミントン教室
10月26日～11月23日　毎週土曜　

19:00～20:30（全5回）　北沢中学校格技室

高校生相当以上　 先着30名　 3,300円

卓球教室
10月22日～12月3日（11月12日･19日除く）

毎週火曜　19:00～20:30（全5回）　
松原小学校体育館

小学3年生以上　 先着30名　 大人3,300
円、中学生以下1,600円

フライングディスク体験会
11月9日（土） 10:00～12:00

大蔵第二運動場体育館

小学生以上　 先着30名　 無料　 定員
に達し次第締め切り

ジュニアゴルフスクール
A火曜日コース　10月29日～12月17日（全
8回）
B土曜日コース　10月19日～12月14日（全

8回）　※除外日あり
①小学生の部（小学4年～6年） 17:00～18:15
②中学生の部（中学１年～3年） 18:30～19:45

先着各５名　 19,800円　

ビリヤード教室
10月26日～11月16日　毎週土曜　

10:30～12:00（全4回）　ビリヤードニュー文化

小学3年生以上　 先着20名　 6,300円

世田谷246ハーフマラソンイベント
「視覚障害者と伴走者のランニング教室」

11月10日（日） 10:30～12:30　
駒沢オリンピック公園　第二球技場

視覚障害への理解、介助方法や伴走の基本技
術習得とランニング講習を実施

①視覚障害のある方（ランニングを含め、こ
れから運動を始めたい方）②伴走未経験者また
は伴走技術を向上させたい方　 ①②ともに
抽選各25名　 無料　 対象者の番号も明記
し、スポーツ振興財団へ　 10月25日（必着）

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HPまたは各問合せ先へ

その他 共催大会
■第105回世田谷区民バドミントン大会

（前期）
11月10日（日） 9:00～　大蔵第二運動場体育館

一般　 ①1,400円／ペア（別途登録料500
円／人）　 郵送（所定の申込書で）　 区バド
ミントン協会・安藤（〒157-0074 大蔵5-8-6 

3415-0692）　 10月25日（必着）

▶問合せ先　 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　太太子
堂中学校温水プール開放事務室  3413-9311　玉玉川中学校温水プール開放事務室  3701-5667　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

申 込
9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/

マーク
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小さいお子様、ご年配の方、障害のある方誰でもご参加いただけます。
楽しいアトラクションやスポーツ体験コーナーなど、イベントが盛りだくさん。
ご家族・お友達をたくさん誘って『区民スポーツまつり』に遊びにきてください！

●�マルチスポーツ体験コーナー（スラックライン、ボルダリングなど）
●各種スポーツ・レクリエーション体験コーナー
●世田谷オリジナルダンス「ひろがれ・せたがや」
●昔の遊びコーナー　●大道芸　
●模擬店　●縁日　�●フリーマーケット
●ウルトラマンタイガショー・握手会
　❶12:15～❷14:15～（握手会は❶のみ）　
���※雨天時は12:30～の1回のみ（握手会なし）

1初心者のための弓道　10:30～13:30　総合運動場弓道場
経験者（無段者）を対象とした個人戦と連盟による講習。風船・板割りなどの余興
もあります。

中学生以上の経験者（無段者）　 区弓道連盟HPから申込書をダウンロー
ドの上、区弓道連盟・田中（Mail Ktanaka@arion.ocn.ne.jp）まで　

10月4日（必着）　

2空手体験コーナー　10:30～12:00　 総合運動場第１武道場（畳）　 
小学生以上　 先着30名　 ①氏名②年齢③電話番号を明記の上、区空手道

連盟（ 6325-5244 Mailtao_of_peace_wado@yahoo.co.jp）まで
10月15日（必着）　

3 フリーマーケット出店者（約4～5㎡）　
10:30～15:30　大蔵第二運動場芝生広場　 
※連名・複数申込不可、手持ち出店のみ可　 抽選20店舗　 1,500円　

10月6日（必着）

【主なイベント】

世田谷ジュニアアカデミー

【事前申込が必要なイベント】 温水プール無料開放
9:00～21:00

総合運動場温水プール、
千歳温水プール、
太子堂中学校温水プール、
玉川中学校温水プール、
烏山中学校温水プール、
梅丘中学校温水プール
※水着･水泳帽が必要です　
※ 詳細は各施設へお問合せく

ださい

太 玉 烏 梅©円谷プロ　
©ウルトラマンタイガ製作委員会・テレビ東京

①プログラムは変更となる場合があります。②なるべく公共交通機関をご利用く
ださい。③運動ができる服装・靴でお越しください（体育館は室内履き、プールで
は水着と水泳帽が必要）④詳細はスポーツ振興財団へお問合せください。

注 意
事 項

区民スポーツまつり　
第５５回
世田谷区スポーツ振興財団設立20周年 10.20 日

10:30〜15:30 
開会式9:45〜
総合運動場、
大蔵第二運動場

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

再生紙を使用しています

GO GO Sports　
ワンポイントクリニック

5種目： アスレティクス、フットボール、
　　　器械運動、ベースボール、テニス
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