
次回（12月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます「世田谷芸術百華」プログラムVol.3（12月～2020年3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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フリードリヒ・シラー作

スティーブン・スペンダー上演台本

安西徹雄 森新太郎翻訳 演出

出演

二人の女王、メアリとエリザベス
その美貌と誇りは救いか？破滅か？

2020.1/27MON SUN2/16

撮影：山崎伸康／デザイン：秋澤一彰
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倉持裕が江戸川乱歩の八つの短編を
大胆に再構築し上演、
好評を博した「お勢登場」から３年…
世田谷パブリックシアターで
個性的な俳優たちが集結し、
再び倉持×乱歩の迷宮世界が
立ち上がります。
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《　出　演　》

撮影：山添雄彦

世田谷パブリックシアター
チケットセンター前売情報
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■ギャラリートーク
11月30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

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） 
 

『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）の作品世界を多彩な資料でご
紹介します。

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

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。

絵本・紙芝居の語り読みと、冬にぴったりの小
さな工作（万華鏡づくり）を一緒に楽しみませ
んか？
どちらかだけのご参加でもかまいません。

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「新 宮沢賢治幻想紀行」展
より12点、また、なかのビレジでは4点。一方、
ふじやまビレジ内せせらぎの湯（休み処）では、

「セタブン人生相談～あなたのための人生処方
箋～」展の全7点を、展示しています。

無料

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
◆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

先人たちの技と心を受け継ぎつつ、新たな表
現に挑戦する工芸作家の作品を紹介します。 
山田貢（染色）、柚木沙弥郎（染色）、志村ふくみ 

（染織）、小栁種𡈁（漆） 他。小コーナーでは彫刻
家で能面師の入江美法（1896-1975）の能面
などを展示します。

当館の講座「美術大学」の講師であり、2019
年、イギリス王立園芸協会ボタニカルアート展
最高賞を受賞した葉画家・群馬直美の作品《下
仁田ネギ連作》6点を展示します。

無料

出大滝俊（ピアノ）　［曲目］スクリャービン 左
手のための二つの小品、M. ポンセ マルグレ・
トゥ　 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　 2020年１月6日（消印有効）　
※未就学児入場不可　※詳細HP参照

戦後日本の新しい写真動向を牽引してきた 
奈良原一高。本展では、主にシリーズ〈スペイ
ン 偉大なる午後〉に注目し、モノクロ写真約
135点を厳選して展覧するとともに勝井三雄
による写真集デザインも紹介します。

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

ミニレクチャー「30分でよくわかる！
『奈良原一高のスペイン』展のポイント」
11月30日（土）、12月21日（土）、2020年1
月25日（土）　各日とも15:00～15:30（開場
14:45）　講堂　

塚田美紀（本展担当学芸員）　 140名　
無料　※手話通訳付　※当日14:30からエントラ

ンス・ホールにて整理券を配布
レクチャー「奈良原一高　生と死の交錯
する文明の光景」
12月15日（日） 15:00～16:30（開場14:30）　
講堂

蔦谷典子（島根県立美術館主席学芸員）
140名　 無料　※手話通訳付　※当日14:00

からエントランス・ホールにて整理券を配布
◆美術と演劇のワークショップ「えんげ
きのえ」
12月１日（日） 13:00～18:00　創作室 他

柏木陽（演劇家、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

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中～2020年1月26日（日）
　　　　  「奈良原一高のスペイン──約束の旅」 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

2020年1月4日（土）～12日（日） 10:00～18:00
※1月6日（月）は休館、最終日は16:00まで
世田谷美術館　区民ギャラリー　 無料

第25回 
世田谷区民写真展

審査員による写真教室（入賞作品講評）
1月12日（日） 13:30～15:30（開場13:15）　講堂　 当日先着140名　 無料

《熱海夜景》1963年頃

12月21日（土） 14:30～16:00　1階講座室
音域豊かなクロマチックハーモニカの魅力を
トークと演奏でご紹介。
出木谷悦子（クロマチックハーモニカ奏者）　

申込先着50名　 1,000円　 下記参照
※詳細HP参照

2020年1月26日（日） 19:30 ～ 21:00（開 場
19:00）
新春の美術館で、作品とともに弦楽四重奏の
調べをお楽しみください。
出アコルディ弦楽四重奏団　 申込先着45名　

1,500円（展覧会観覧料含む）　 下記参照

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
音広場「ニューイヤーコンサート」

音広場「クロマチックハーモニカ　
トーク＆コンサート」

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
11/26～12/1 純子織展

12/3～8 横山鈴　花の絵画展

12/10～15 彩りに遊ぶ　（11日（水）より公開）

12/17～22 趣好会31周年記念展

※ 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
清川泰次　色・線・形の探求と

デザインへの展開
開催中～2020年3月15日（日）

《Painting No.497》1997年

休館のお知らせ
向井潤吉アトリエ館は、改修工事のため、
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）　 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

■ギャラリートーク
2020年2月29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　

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

11/26～12/1 STOP AIDS　第19回アール・エスポワール展
※27日～公開

関宗里展　※27日～公開
「香凛の風」土橋まゆみ（アトリエ青い月）＆諏佐田鶴子

12/3～8
明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞作品展示会

第４回写友至誠会展小瀬正博遺作展
第4回28期の会展

12/10～15 学習院桜美会合同展2019　※11日～公開 北からの風（高森明・早矢仕素子二人展）
12/17～22 「現代中国芸術国際交流東京展」第3回目 第38回かしのき会児童美術展
※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

宮本三郎　風景を描く
開催中～2020年1月13日（月・祝）

〠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

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

生賴範義「小松左京氏肖像」
（「小松左京マガジン」第29巻表紙画）2008年

横溝正史「鬼火」挿絵
　画・竹中英太郎

●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　●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。

小松左京展─Ｄ計画─

開催中～12月22日（日）　2階展示室
「新青年」と

世田谷ゆかりの作家たち
開催中～2020年4月5日（日）　1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

企　画　展 

どこでも文学館　出張展示
開催中～2020年3月31日（火）

群馬県利根郡川場村世田谷区民健康村
ふじやまビレジ・なかのビレジ

pipioといっしょに 親子で楽しむ
クリスマス特集・おはなしと万華鏡づくり

12月8日（日）
 ①10:30～11:00（おはなし）、

11:00～12:00（万華鏡）
 ②13:30～14:00（おはなし）、

14:00～15:00（万華鏡）
1階ライブラリー

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～12月22日（日）
　　　　  小松左京展─D計画─　
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→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

奈良原一高のスペイン
──約束の旅

開催中～2020年1月26日（日）　１階展示室

ミュージアムコレクション 

受け継がれる工芸の技と心
──そして現代へ

12月7日（土）～2020年4月12日（日）　2階展示室

企　画　展 

関 連 企 画

小栁種𡈁《蒔絵平瀬桜木図箱》
2006年　撮影：上野則宏

《フィエスタ　セビーリャまたはマラガ》
〈スペイン　偉大なる午後〉より　1963-65年　

©Ikko Narahara

世田谷美術館美術大学講師作品展
群馬直美「神の仕業─下仁田ネギの一生」

 12月10日（火）～2020年1月13日（月·祝）
2階ライブラリー前

プロムナード・コンサート
大滝 俊 ピアノ・リサイタル

2020年2月1日（土） 14:00～（開場13:30）　講堂

▲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/

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）
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地域の物語ワークショップ2020
参加者募集中！

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

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の対立、そして
2人の女王をめぐる男たち。交錯する人々の思惑と共に、運命の歯車が
大きく回りはじめる-。

乱歩の世界を踏襲しながらも、稀代の悪
女・お勢という魅力的なキャラクターをモ
チーフにした、善悪せめぎ合う全く新たな
謀略の物語!どうぞお楽しみに。

ベルギー発のダンスカンパニーによる3年ぶり待望
の来日公演。無機質な空間に立ちあがる、独創的な
ステージにご期待ください。

『メアリ・スチュアート』 『お勢、断行』 ピーピング・トム
『マザー』

作 フリードリヒ・シラー　上演台本スティーブン・スペンダー　
翻訳安西徹雄　
演出森新太郎　

長谷川京子　
シルビア・グラブ　
三浦涼介　吉田栄作 他

S席（1・2階席） 7,800円　A席（3階席） 4,600円　一般 S席 8,000
円　A席 4,800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1席 種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

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　大空ゆうひ　
正名僕蔵　梶原善 他

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　※各発売初日は窓口販
売なし　※高校生以下は購入時要
証明書提示　※未就学児入場不可

構成・演出 ガブリエラ・カリーソ
ドラマトゥルク・演出補佐   
フランク・シャルティエ

ユルディケ・デ・ブール　
マリア・カラリナ・ヴィエイラ 他

5,200円　一般 5,500円　
ペア 10,000円（前売のみ取扱）　
高校生以下 2,000円　U24 2,750円
※未就学児入場不可

 12/14（土）
一般 12/15（日）

発売
開始

 12/21（土）
一般 12/22（日）

発売
開始

 11/30（土）
一般 12/1（日）

発売
開始

2020年 1月27日（月）～2月16日（日）　世田谷パブリックシアター 2020年 2月28日（金）～3月11日（水）   
世田谷パブリックシアター

2020年 3月19日（木）～21日（土）   
世田谷パブリックシアター

1/27 28   29   30    31   2/1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

13 00:
14 00:
18 30:

休
演

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）
＝終演後ポストトークあり（登壇予定：森新太郎（演出）、長谷川京子、
シルビア・グラブ、三浦涼介、吉田栄作）

2/28 29  3/1   2   3   4    5   6   7    8   9   10   11      

14 00:
19 00:

休
演

休
演

＝終演後ポストトークあり
（3/3（火）19:00　出演：倉持裕×野村萬斎／
3/4（水）19:00　出演：上白石萌歌・江口のりこ・
池谷のぶえ・千葉雅子・大空ゆうひ／
3/6（金）19:00　出演：倉科カナ・柳下大・
粕谷吉洋・正名僕蔵・梶原善）
＝収録のため客席内にカメラが入ります
（3/4（水）14:00、19:00の回）
＝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）

12月4日（水）～8日（日）   シアタートラム
『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

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　中西柚貴　潮みか
東直輝　畑中華香　植田順平　山崎彬

3,200円　一般 3,500円　高校生
以下・U24 一般料金の半額　※高校生以
下は当日要証明書提示　※未就学児入場不可

新たな才能を発掘する「シアタートラム ネクスト・ジェネ
レーション」。第12弾は、劇作家・演出家・俳優の山崎彬
率いる 悪い芝居 が登場!

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:

©Herman Sorgeloos

藤原祐規

山崎彬

日比美思

2020年1月18日（土） 16:00
世田谷パブリックシアター

劇場から“寄席のにぎわい”をお届けしてきた“て
やん亭”。今回は春風亭昇太、立川談春、林家彦いち
を迎えて、にぎやかにおおくりします！

春風亭昇太　立川談春　林家彦いち　
 3,800円　

一般 4,000円　
高校生以下・U24 一般料金の半額　
※各発売初日は窓口販売なし　
※高校生以下は購入時要証明書提示　
※未就学児入場不可

『爆笑寄席●てやん亭』

『フリーステージ2020』参加団体募集！
 12月1日（日）締切。詳細はホームページをご覧ください。

集った人たちと「家族」をテーマに演劇をつくりあげ、
3月にシアタートラムで発表します。
募集コース
❶『家族と移動』について考える　ごちゃまぜ部
期間 2020年1月12日（日）～3月22日（日）全13回＋発表会
❷『変化する家族』について考える　男子部
期間 2020年1月25日（土）～3月22日（日）全13回＋発表会

●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110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/

未就学児
入場不可

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

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

杜このみ（演歌歌手）　中澤卓也（演歌歌手）　瀧川鯉斗（落語家）　三遊亭わん丈（落語家）
曲目天城越え（予定） 他　演目紙入れ（予定） 他

 1,500円　一般 2,000円　 　
※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
問一般社団法人Network of Music & Art Setagaya

（せたがや音楽プロジェクト事務局）　 6804-9710

故芥川也寸志氏の呼びかけで結成された2つの区民団体が、
1989年から毎年開催している演奏会です。ベートーヴェン
生誕250年を記念するプログラムでお届けします。

政治風刺の歌から、悲恋・心中の人情を歌う遊芸となった「艶歌」。そし
て、男女の色事に関する落語「艶話」。これらが禁止される時代の中でも
大衆に広まっていった魅力をお届けします。

いよいよ残すは最終予選（12/8）と決勝大会！
観客投票による賞もあります。ぜひ会場で応援
してください。

10回目となる記念すべき今回は、第1回
定期演奏会で披露した『新世界より』に再
挑戦。これまでの活動を振り返り、未来に
向かって新たな一歩を踏み出します。

石川星太郎（指揮）　盛田麻央（ソプラノ）　富岡明子（メ
ゾソプラノ）　宮里直樹（テノール）　大川博（バリトン）　
世田谷フィルハーモニー管弦楽団　世田谷区民合唱団　

ベートーヴェン：序曲コリオラン／交響曲第9番ニ短調
 S席 2,000円（A席取扱い無し）　

一般 S席 2,500円　A席 1,000円　 　※未就学児入場不可

予選通過の10団体
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）

全席自由　
前売 800円　
当日 990円

円光寺雅彦（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
チャイコフスキー：スラヴ行進曲　

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」 他
1,000円　 　※未就学児入場不可

2020年2月23日（日・祝） 14:00
昭和女子大学人見記念講堂

（東急田園都市線 三軒茶屋駅）

2020年2月11日（火・祝） 14:00
成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

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）

2020年2月16日（日） 15:00
世田谷区民会館（東急世田谷線 松陰神社前駅）

2020年3月28日（土） 15:00　世田谷区民会館（東急世田谷線 松陰神社前駅）

ベートーヴェン「交響曲第9番」

艶歌と艶話 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

せたがやバンド
バトル決勝大会

第8回

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）

第10回定期演奏会

せたがや名曲コンサート

11/２５（月）発売
開始

12/10（火）発売
開始 12/12（木）発売

開始

©中西多恵子

円光寺雅彦　
©K.Miura

＜せたがや音楽プロジェクト＞　～音楽は自由をめざす Vol.6～

杜このみ 中澤卓也 瀧川鯉斗 三遊亭わん丈

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。ぜひ会場でゴスペル音楽を体感しませんか！

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

Ⓒ武藤奈緒美

応募期間12月下旬～2020年1月31日（金）必着

SJOでは、音楽をともに奏でる仲間を募集します。
オーケストラの一員となって、一緒に音楽を創り上げませんか？

2020年度入団員募集！

詳しくはせたおんのホームページをご覧ください

詳細は随時劇場ホームページにてお知らせします。

お申込み・詳細は劇場ホームページをご覧ください。

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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

シ ア タ ート ラ ム

未就学児
入場不可

1/24 2/1 25     26   27   28   29   30    31  　2   3   4   5   6   7   8   9   

13 00:
14 00:
17 00:
19 00:

休
演

休
演

＝終演後アフタートークあり

演 劇 『少女仮面』2020年 
1/24（金）〜2/9（日）

作唐十郎　演出・舞台美術 杉原邦生　
若村麻由美　木崎ゆりあ　大西多摩恵／武谷公雄　

井澤勇貴　水瀬慧人　田中佑弥　大堀こういち
一般 8,000円　U25 5,000円（世田谷パブリックシア

ターチケットセンターでのみ取扱い。枚数限定、当日要証
明書提示）　※アーツカード会員割引なし

トライストーン・パブリッシング　 3422-7520
（平日12:00～17:00）

演 劇 庭劇団ペニノ『蛸入道　忘却ノ儀』2020年 
2/15（土）〜23（日・祝）

★せたがやアーツカード会員先行（先行中のみ割引あり）
　12月13日（金）10:00～20日（金）電話予約・店頭販売は19:00まで、オンラインチケットは23:59まで受付

作・演出タニノクロウ　
木下出　島田桃依　永濱佑子　西田夏奈子　日高ボブ美　森準人　

森山冬子　山田伊久磨
全席自由／入場整理番号付き　 4,600円★　一般 4,800円／プレ

ビュー 4,300円　U24 3,950円　高校生以下 2,000円
※2/15（土）14:00の回はプレビュー料金のみ（各種割引なし）　
※高校生以下はチケットぴあでのみ取扱い、当日要証明書提示

庭劇団ペニノ　 080-4414-2828

　 16   17   18   19   20   21   22   23   

1130:
14 00:
15 00:
19 00:
＝プレビュー公演　

2/15

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（〜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

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

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

 12/13（金）
一般 12/21（土）

発売
開始

★



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220円）

申 込
11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

2019年11月25日4

いずれも谷 浩明（杉並区広報専門監／コミュ
ニケーションデザイナー）　 NPOなどの団体
スタッフ・役員　  各回申込先着24名　

各回1,000円（1団体から複数参加の場合、2
人目から半額）　 電話か 申込フォームで
生活工房へ

哲学者と日常の
中にある身近な
テーマについて
対話しながら、
普段当たり前と
思っている考え
方がガラリと変
わるパラダイム
シフトを起こす
ことを目指します。

福尾匠（哲学者・批評家）　
18歳以上の方　 抽選各日20名　
各日4,000円（コーヒー・ケーキ付き）　

申込フォームで生活工房へ　
2020年1月27日（必着）　

※Web上での一部公開を前提として撮影が入ります
【1】「やる気と元気」　
2020年2月15日（土） 18:30～21:30
社会では、「やる気があること」や「元気でいる
こと」を常に求められます。これらの通念につ
いて<主体性><意志><健康>という3つのキー
ワードを手掛かりに対話をしながら、より良く
生きることについて問い直します。

【2】「作品と広告」
2020年2月22日（土） 18:30～21:30
私たちは日 「々広告」を浴びるように受け取っ
ています。一方で昨今の文化芸術をめぐる“炎
上”は、私たちから「作品」を遠ざけるように思
えます。広告と作品の違いを見極めたうえで、
改めて作品鑑賞の意義について対話を深めた
いと思います。

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。井上耕一氏が
デザインの視点でリ
サーチした、各地域
の腰かけの実物30数
点と写真200点から、
人間の身体と道具の
関係に迫ります。

無料
　　　　　　　※詳細HP参照
■「あの坐り方」でティーブレイク 
11月29日（金）、12月5日（木）　各日14:00～
15:30（入退場自由）　生活工房4Ｆ
アジアとアフリカの様々なお茶を、「あの坐り
方」に挑戦しながらその体勢で味わい、語らい
ます。

100円（お茶代、おかわり自由）　 不要、
当日直接会場へ

1979年夏、日本で初めて、子どものための常
設の冒険遊び場「羽根木プレーパーク」が羽根
木公園の一画に誕生しました。本展では、「自
分の責任で自由に遊ぶ」を標語に掲げてきた
プレーパークの成り立ちを紐解き、その歴史

を写真や映像作品等を通して“プレーバック”
しながら、遊び場をめぐる自治と運動を考えま
す。

無料

　　　　　　　※詳細HP参照
■はじめてのプレーパーク・ツアー
12月20日（金）・21日（土） 11:00～12:30
集合場所：小田急線・梅ヶ丘駅（現地解散） 
運営に携わるプレーワーカーや世話人が羽根
木プレーパークをご案内します。　※雨天決行

大人・子ども問わずどなたでも　 各日
抽選10名　 500円（保険料込）　 申込
フォームか往復ハガキ（Ｐ2記入方法参照、希
望日と年齢も明記）で生活工房へ　 12月6日

（必着）
■４つのプレーパーク誕生秘話
―世田谷の市民活動とそれぞれの時代
2020年1月9日（木） 19:00～21:00　
生活工房4F
初めて常駐のプレーリーダーとして羽根木プ
レーパークに関わって以来、現在に至るまで運
営に携わってきた天野秀昭さんが、各々の“そ
の頃”を語ります。

当日先着40名　 無料　 不要、当日直接
会場へ

1964年の東京五輪の際、ホストファミリーと
して外国人の方々をご自宅で受け入れた方（＝
民泊提供家庭）を探しています。当時の資料や

エピソードを取材させていただき（謝礼あり）、
来年夏頃に生活工房ギャラリーで開催予定の
展覧会「うちも泊められる」（仮称）にて、紹介す
る予定です。　※詳細HP参照

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。

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
■Vol.3「火がつくるもの」
12月21日（土） 14:00～17:00　生活工房4F
上映作品：『茂庭の炭焼き』（1989年／民族文
化映像研究所）、『飲物用の土器づくり』（1968年
／ナタール・ズールー族／エンサイクロペディ
ア・シネマトグラフィカ）など計10作品
■Vol.4「火に祈る」
12月28日（土） 14:00～17:00　生活工房4F
上映作品：『土と火と水と　バリ島の葬式』

（1988年／国立民族学博物館）、『那智の扇祭
り』（1979年／東京シネマ新社）など計10作品

活動内容や情報を発信する
ために欠かせない広報の役
割について、組織運営の視
点も交えながら学びます。

［企画進行］（株）世田谷社　
［共催］世田谷区生活文化部 
市民活動・生涯現役推進課

【第1回】 「伝わる」広報の基本と
チラシづくりのコツ！

12月3日（火） 19:00～21:30　生活工房5F
【第2回】 みんなの「伝わる」

チラシクリニック！
12月17日（火） 19:00～21:30　生活工房5F

②大蔵コース
2020年1月8日～3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
③千歳コース
2020年1月16日～3月19日　毎週木曜 13:00
～15:00（全10回）　千歳温水プール

①②③60歳以上で医師に運動を止められて
いない方　 ①②抽選30名③先着25名　

①11,000円②③12,000円　 ①2020年1
月6日（必着）②12月25日（必着）

①ゴルフ教室②個人レッスン
4人のプロが初心者にも丁寧に指導します。　

①12,500円～②20分2,100円～　

①成城コース（ニュー成城ゴルフセンター）
2020年1月18日～3月7日　毎週土曜 18:00～
19:30（全8回）
②千歳コース（千歳ゴルフセンター）　
2020年1月7日～3月10日　※除外日あり　
毎週火曜 14:00～15:30（全8回）

①②18歳以上　 ①先着12名②先着10名　
①②20,700円

①小1～3クラス②小4～高3クラス　
①40名②50名（抽選）　 1,000円　
2020年1月16日（必着）　

①きれいに泳ぐ平泳ぎ
12月24日（火） 10:00～10:50
②チャレンジバタフライ

〈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

開催中～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

企　画　展 

哲学対話

P
パ ラ

ARA S
シ フ

HIF
【会場】各回 Cafe Mame-Hico 三軒茶屋店

（世田谷区太子堂4-20-4）

1977年頃の桜丘冒険遊び場 
©NPO法人プレーパークせたがや

マリ、2011年

photo:Takashi Arai

 プレーバック、プレーパーク！
遊び場をめぐる冒険

12月14日（土）～2020年1月19日（日）
祝·休日をのぞく月曜休み

※12月29日（日）～1月3日（金）は年末年始休館 
9:00～21:00　３F生活工房ギャラリー

次 回 企 画 展

NPO・市民活動のためのステップアップ講座
組織づくりのための

ヒント／コツを学ぼう!! 
〈広報編〉

1964年の“ホストファミリー”を
探しています！

関 連 企 画

関 連 企 画

火と人の上映会
生活工房４F

3カ月間週1回定期的に運動できる教室です。　
※詳細は財団HPに掲載　※一部託児サービス
があります

プログラムにより異なる　 ①9,200円～②
3,500円～③5,600円～④3,200円～　

先着順　 ① ② ③ ④

①幼児②小学1年～3年生　 先着各20名　
①9,800円②10,500円　
2020年1月13日（必着）

詳細は財団HPに掲載

詳細は財団HPに掲載

①楽らくフィットネスコース
2020年1月20日～3月16日　※除外日あり
毎週月曜 9:30～11:00（全8回）　
総合運動場第2武道場

12月24日（火） 11:00～11:50
③ベーシッククロール
12月26日（木） 10:00～10:50
④ワンポイント4泳法（中・上級者向け）
12月26日（木） 11:00～11:50

高校生相当以上　 各先着15名　 500円
（別途施設利用料）　

梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
2020年1月8日～3月11日　毎週水曜
10:00～12:00（全10回）

18歳以上　 先着50名　 10,000円　
梅

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

①タイムトライアル（プール）
12月22日（日） 10:00～11:00
25mまたは50mの測定　

25m以上泳げる方
②水中トレジャーハンティング（プール）
12月22日（日） 11:10～12:00

中学生以下　 先着50名　
③ぱちゃぱちゃ水遊び（幼児用プール）
12月1日（日）～28日（土） 9:00～20:45

幼児とその保護者
①～③いずれも　 施設使用料　
① ②いずれも　 当日受付（プールサイドにて
開始10分前より）

無料 参加賞あり　 当日受付

※詳細は、本紙12月25日号に掲載します

■スキー競技
2020年1月26日（日） 8:30～　
長野県菅平高原パインビークスキー場

［種目］ 詳細は財団HPに掲載　 郵送（所
定の申込書）で区スキー協会･辻（〒144-0055 
大田区仲六郷1-6-9-225）　 区スキー協会・
土谷（ 090-5776-4301）　 2020年1月10
日（必着）
■フェンシング競技
2020年1月18日（土）、19日（日） 10:00～　
大蔵第二運動場体育館

［種目］ 詳細は財 団HPに掲 載　 ハガ
キ　 世田谷区フェンシング協会・浅田恵一

（〒152-0035 目黒区自由ヶ丘2-19-8 東京
フェンシングスクール内） 3718-0665　

2020年1月14日（必着）
■卓球競技
2020年1月26日（日） 9:15～　
区立総合運動場体育館

［種目］ 詳細は財団HPに掲載　 参加料
を振込後、振込書のコピーと所定の申込書に
必要事項を記入の上、郵送　 連盟事務局・ 
斉藤（〒158-0095 瀬田2-18-8）　 12月26日

（必着）

■第44回世田谷区スキー選手権大会
2020年1月25日（土） 8:30～　
長野県菅平高原パインビークスキー場

［種目］ 詳細は財団HPに掲載　 郵送（所
定の申込書）で区スキー協会･辻（〒144-0055 
大田区仲六郷1-6-9-225）　 区スキー協会・
土 谷（ 090-5776-4301）　 2020年1月
10日（必着）

イ ベ ン ト

コース型フィットネス教室
2020年1月～3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

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 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　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

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
ゴルフ教室・個人レッスン

Lifesaving Spirit
世田谷スイミングアカデミー体験会

2020年1月24日（金）
①16:20～17:50　②18:20～19:50 

総合運動場温水プール

総合運動場温水プール 
コース型水泳教室体験会

第45回　区民元旦あるこう会
2020年1月1日（水·祝）

レディースフットサル
2020年1月9日～2月27日　毎週木曜 

10:00～11:30（全8回）　総合運動場体育館

レディーステニス
2020年1月14日～3月10日　※除外日あり

毎週火曜 9:30～10:50（全8回）
総合運動場テニスコート

スマイルバルシューレ
2020年1月14日～3月3日　毎週火曜（全7回）

①15:10～16:00　②16:10～17:10
※除外日あり　総合運動場第２武道場 他

元気なシルバーいきいき
トレーニング（フィットネスコース）

ゴルフ教室 

千歳温水プールクリスマス特別企画

はじめようスイミング 

親子スイミングレッスン 
12月21日（土） 10:00～11:00　

総合運動場温水プール

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

その他 第69回区民体育大会

その他 共催大会

スポーツ教室
東京2020大会1年前記念！

 ポイント10倍キャンペーン中 

再生紙を使用しています

esign 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
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