
しめかざり

展 覧 会

日本各地のしめかざり約１００点を展示紹介し、

風土に根差した素材やかたち、

そこに込められた先人の智恵を探り、

現代に生かせる 「未来の民具」 としての

可能性に光を当てます。

「トシガミを迎える」という一つの目的の為に、
しめかざりはなぜここまで多様化したのか。

主  催：公益財団法人せたがや文化財団　生活工房　｜　企画制作：森須磨子　｜　協  力：公益財団法人下中記念財団　｜　後  援：世田谷区､世田谷区教育委員会

福岡県田川郡「鶴」

京都府京都市「ちょろけん」

撮影：森須磨子

広島県広島市「宝珠」

11.28Sat
生活工房ギャラリー＆ワークショップルームAB

10:00−18:00
月曜休み／入場無料

（三軒茶屋・キャロットタワー3・4階）

5432-1543　 https://www.setagaya-ldc.net/

12.27Sun
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　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜12月6日（日）
　　　　  井上ひさし展
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 P2詳細は　　 へ

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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詳しくはこちらのQRコードから 

今だからこそ、文化・芸術に

ご支援のお願い
コロナ禍のアーティストや文化施設等を支援！
「せたがや元気出せArtsプログラム」

「世田谷芸術百華」
「世田谷芸術百華」せたがや文化プログラムVol. ５号
(2020年12月～2021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。詳しくはこちらから▶︎

せたがや 文化・スポーツ

2020.11.25
毎月25日発行

vol.235

Event Guide
Arts & Sports
in Setagaya

P3 音楽事業部P2 生活工房P2 世田谷文学館 P4 世田谷美術館P3 世田谷パブリックシアター P4 世田谷区スポーツ振興財団P2 せたがや国際交流センター

本紙は11月16日時点の情報を掲載しています。新型コロナウイルスの影響により内容が変更となる場合があります。最新の情報は各ホームページ等でご確認ください。

もご覧くださいP2



〒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/

　※小・中学生は、土、日、祝・休日、「コレクション展」の観覧料は無料です世田谷文学館
LITERATURE

〒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

DESIGN

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1　キャロットタワー2F
5432-1538　 5432-1570　 https://crossing-setagaya.com

［開館時間］ 10:00〜18:00   ［休館日］ 毎週月曜日せたがや国際交流センター
Intercultural Center

12月21日（月）～2021年1月4日（月）は館内整備等のため休館します。

2020年11月25日2

で話すコツを楽しく
学びます。

吉開章（やさしい日
本語ツーリズム研究会
代表）
特別出演：フランポネ

（吉本興業お笑い芸人）
第2部「国境なき医師団」から世界の今を
学ぶ
14:00～15:30
南スーダンなどで活動された西野恭平医師が、
疫学専門家として新型コロナウ
イルス感染症対応にあたった経
験や、これまでの派遣地の状況
などをお話します。

西野恭平（国境なき医師団、救
急医／疫学専門家）

の豊かさを教えられたことでしょう。本展は、
短期間ではありますが世田谷にも暮らした 
井上ひさしを顕彰し、当館の開館25周年とい
う記念の年に開催する待望の展覧会です。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学
生600（480）円／小・中学生300（240）円 　
※障害者割引あり

一般200円／高校・大学生150円／65歳以
上、小・中学生100円 　※障害者割引あり

【事前予約制】2週間先までの受付となります。

世田谷文学館公式 www.setabun.or.jpで
ご予約いただけます
※企画展「井上ひさし展」チケットとは、別料金です
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から入場制
限をさせていただきます。あらかじめご了承ください

いくつかの「ことば」からひらめいた、みんなの
「からだ」（ポーズ）をつなげ、ダンスをつくりま
す。最後はみんなでオンライン・ダンス！　
※ワークショップのダイジェストや完成したダンス映
像の動画配信を予定しています。お顔などが映る旨ご
了承の上ご応募ください

日本女子体育大学 ダンス・プロデュース
研究部　 小学1～6年生　※ビデオ会議ツール

「Zoom」アプリをウェブカメラ付きPCにダウンロー
ドして参加（詳細は申込返信時にお知らせします）

各回抽選15名　 無料　

入館の際はマスク着用のうえ検温にご協力ください。また、発熱等、風邪のような
症状があるお客様は、ご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染状況により、内容に変更が生じる場合があります。お手数ですが、
HP内Top Newsにて開催情報や感染症対策をご確認の上、マスクを着用してご来場くだ
さい。

第1部やさしい日本語で話そ
う！
10:00～12:00
日本語を学んでいる外国人にも
伝わりやすい「やさしい日本語」

 
P1もご覧ください。　 無料
【展示構成】
第1室　しめかざり時空探訪　3F
しめかざりの多様性、構造、歴史等を写真・グ
ラフィックで紹介。しめかざり文化の時空を行
き来し、新しい視点で見つめ直します。
第2室　月下のしめかざり　4F
トシガミは大晦日の夜にやって来ます。月あか
りに照らされた姿をイメージして、約100点の
しめかざりを展示します。
第3室　渦巻く智恵　未来の民具　4F

「輪飾り」の展示を中心に、現代に生かせる「未
来の民具」として提案。入口には戦前の宮城県
丸森町の門飾りを再現します。

「孤独の解消」を目標に開発されたOriHime
［オリヒメ］は、遠くはなれていても、会いたい
人に会いにゆくことができる分身ロボットで
す。製作者である吉藤オリィ氏に、ロボットが
生まれるまでのお話や、コロナ禍のOriHime
を使った新たな働き方についてお話を聞きま
す。

吉藤オリィ（ロボットコミュニケーター）　
10～18歳くらいの方　 会場参加：抽選

45名／オンライン参加：抽選100名（詳細は
HP参照）　 会場・オンラインともに500円　　

申込フォームで生活工房へ　 11月30日
（必着）

【レポート構成】
［対談］「穴アーカイブのアーキテクチャ」松本篤×板坂留五
［レビュー］「“記録”というトリガー、“記憶”という謎」辻本力
［コラム］�「食卓でしたためられた覚悟」末崎光裕／「食と 

記憶」佐藤正実／「穴アーカイブの穴」角尾宣信／ 
「エトセトラの時間」林建太

世田谷の家庭に眠っていた、昭和の暮らしが映
る84巻の8ミリフィルム（記録）と、12人のフィ
ルム提供者の語り（記憶）を手がかりに、新時代
を生きるヒントを探る展覧会が、去る3月下旬、
新型コロナウイルスの影響により、会期半ばで
やむなくクローズとなりました。また予定してい
た関連イベントも全て中止されました。
コロナ禍であいた穴を少しでも埋めるべく、同

井上ひさし（1934-2010）の紡ぎ出した劇作・
小説・ことばから、私たちはどれほど日本語

区内国際交流活動団体の紹介、海外交流都市お
よび多文化共生関連パネルの展示も行います。

世田谷区で活動されている地域活動団体と「国
境なき医師団」の活動内容を展示しています。

（「国境なき医師団」の展示は12月20日まで）
無料　
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事前申込制　 各回先着130名　 無料　
せたがやコール 5432-3333（8:00～

21:00） 5432-3100またはHPをご覧く
ださい

event@setabun.net（件名：「ことばと
からだ」として、①希望の回、②氏名、③年齢／
学年、④住所、⑤電話番号を明記）で当館イベ
ント担当へ　 12月1日（必着）

図書館職員の皆様より、「馬」「スポーツ」「オリ
パラ」の3テーマで絵本や図鑑・小説など様々
な本を選書いただきました。世田谷ゆかりの
作家たちによる同テーマの書籍もお読みいた
だけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。　

無料　
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（19:00～21:00）

2021年1月27日、2月3日、
2月17日、2月24日、
3月10日

土
ど
曜
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日
び
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（14:00～16:00）
2021年1月30日、2月6日、
2月20日、2月27日、
3月13日

◆〈せたがやアカカブの会〉会員募集中！
「せたがやアカカブの会」では、ウェブサイト
「世田谷クロニクル」に収録されている84巻の
映像を少人数でじっくりみる、定期的な上映会
を開催しています。現在は、感染防止の観点か
ら、ハガキを介してご自宅からご参加いただく
特別編を隔月開催しています。
ご参加希望の方は「せたがやアカカブの会」に
まず会員登録をお願いします。当会のお知らせ
を定期的にお届けし、ご参加方法をご案内しま
す。みなさまのご登録をお待ちしています。

無料　 ハガキかメール（欄外記入方法参
照、動機や関心も付記）で生活工房へ

◆昭和12年の初詣をお楽しみください
1937（昭和12）年の三重県で伊勢神宮と多度
大社での初詣を撮影した8ミリフィルム。初売
りと思しき賑わう街並み、七里の渡し、さらに
当時の競馬場の様子もご覧いただけます。ま
た、20年足らずで廃止となった、全長わずか
1kmの路面電車・桑名電軌の姿も。

展をHPの読み物（レポート）とし
て再生し、その全容を公開中で
す。展示の様子やプロセスについ
て、会場設計者と企画制作者の
対談、関連企画の登壇予定者の
寄稿や、映像・図版をまじえて盛
り沢山に紹介しています。

イベントや講座へご来場の際は、マス
クの着用をお願いします。また、体調
の悪い方には入場をご遠慮いただくこ
とがあります。詳しくはHPをご覧くだ
さい。

《猫町》1994年　原作：萩原朔太郎「猫町」

三重県伊賀市の「エビス馬」
撮影：森須磨子

─�綴じられた時間の物語�─
ムットーニのからくり文学館
開催中～2021年3月31日（水）【予定】

1階展示室

コレクション展

吉藤オリィ氏とOriHime 『清坊の正月』

イラスト：ナガノチサト

せたがや国際メッセ2020
～多文化共生と国際貢献を

考える講演会～
12月19日（土）　成城ホール

10代に向けたセミナー
OriHimeで会いにゆく
孤独を消すためのテクノロジー

12月13日（日）�14:00～16:30　生活工房5F

コロナ禍、会期途中で閉幕した展覧会をHPで再生中
穴アーカイブ�:�an-archive��世田谷クロニクル1936－83

パネル展示
多文化共生や国際交流、国際貢献
に取り組む団体を紹介しています

12月27日（日）まで
2F�せたがや国際交流センター
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5F�セミナールーム

世田谷区立図書館との連携企画
《馬とスポーツのライブラリー》

開催中～2021年3月31日（水）【予定】
1階ロビー

企　画　展 
渦巻く智恵　未来の民具

しめかざり
11月28日（土）～12月27日（日）　月曜休み

10:00～18:00
３F生活工房ギャラリー＆生活工房4F

「ことばとからだ」
オンラインワークショップ
～ダンスでつながろう～

12月13日（日）
第1回�13:00～14:30、第2回�15:00～16:30

企　画　展 
没後10年�井上ひさし展
─�希望へ橋渡しする人
開催中～12月6日（日）　2階展示室

▲

こちらから
ご覧いただけます

▲

こちらから
ご覧いただけます

吉開章氏 西野恭平氏　©MSF

フランポネ

令和2年度 文化庁 地域と共働した博物館創造活動支援事業

▲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

※記入には通常のインクペン等をご使用ください。こすると消える筆記用具は送信の際に文字が消えてしまうことがあります　※先着順のイベントは、本紙発行時点ですでに定員に達している場合があります

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）
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＜せたがや音楽プロジェクトプレゼンツ＞　
～音楽は自由をめざす Vol.7～

トーク＆ライブ 自主規制を
強いられた歌を聴く

KOBUDO－古武道―（古川展生：チェロ
／妹尾武：ピアノ／藤原道山：尺八）　
ゲスト渡辺真知子

7,300円　
一般 7,500円　高校生以下 2,000円
※未就学児入場不可　
※高校生以下は当日要証明書提示
問 キャピタルヴィレッジ　

3478-9999（平日12:00～17:00）

原作 サムイル・マルシャーク（湯浅芳子訳による）　台本・作曲 林光　演出 眞鍋卓嗣
A組：大石哲史　佐藤敏之　花島春枝　佐山陽規（客演） 他

　 B組：青木美佐子　富山直人　髙野うるお　彦坂仁美 他
A席（1階席・2階中央1列目） 5,800円　B席（2階席） 4,800円　

一般 A席 おとな 6,000円　おとなペア 11,000円　こども・学生 3,000円　
U25（25歳以下） 4,500円　B席 おとな 5,000円　おとなペア 9,000円　
こども・学生 2,500円　U25 3,500円　C席（3階席） おとな 3,500円　
こども・学生 2,000円　※当日各500円増　※おとなペア・学生・U25は
当日要証明書提示、こんにゃく座のみ取扱い　
問 オペラシアターこんにゃく座　 044-930-1720

世田谷パブリックシアター
THEATRE 〒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

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515（10:00〜19:00）　チケットの申込み
　 https://setagaya-pt.jp/　 チケット予約・購入はコチラから ▶︎

世田谷パブリックシア
ター／シアタートラムは、
皆さまに安心してご来場
いただくために、新型コロ
ナウイルス感染拡大予防
のための取組みを行って
まいります。ご理解・ご協
力のほど、何卒よろしくお
願い申し上げます。

世田谷パブリッ
クシアターにお
ける新型コロ
ナウイルス感染
拡大予防のた
めの取組み ▶︎

お 知 ら せ

11月29日（日）〜12月20日（日）   
シアタートラム

現代能楽集X

『幸福論』
～能「道成寺」「隅田川」より

作 長田育恵（弐「隅田川」）・瀬戸山美咲（壱「道成寺」）
演出 瀬戸山美咲　
監修 野村萬斎

瀬奈じゅん　相葉裕樹　清水くるみ　明星真由美　
高橋和也　鷲尾真知子

7,300円　一般 7,500円　
高校生以下 3,750円　U24 3,750円　
※未就学児入場不可　
※高校生以下は当日要証明書提示

能・狂言を土台に現代演劇を創作する人気シリーズ「現代能
楽集」。記念すべき第10弾となる今回は、近年の演劇界で熱
い視線を注がれている2人の気鋭・長田育恵×瀬戸山美咲
が、現代に生きる人々の幸福について描き出します。
6名の多彩なキャストが、「道成寺」「隅田川」で異なる役を演
じ、それぞれの幸福論を立ち上げてゆく。ぜひ劇場でご体感
ください。

12月13日（日）、三軒茶屋のふれあい広場（世田谷区
太子堂出張所脇広場）にサンタがやってきます！
サンタと一緒に、クリスマスカードや帽子をつくった
り、記念写真を撮影したりしてみませんか？
当日のワークショップ参加費や募金は全額、区内の経
済的にお困りのご家庭のお子さんへの支援とさせて
いただきます。
みんなでクリスマスを楽しみましょう。
※各ワークショップには定員を設けます。当日のプログラムや
参加方法などは決定次第、以下のHPに公開します

日程 12月13日（日） 13:00～16:00
場所 �三軒茶屋ふれあい広場（世田谷区太子堂2-17-1）
 HP https://www.sancha-santa.com
問 世田谷パブリックシアター学芸　 5432-1526
主催 三茶にサンタがやってくる!実行委員会
協力 �世田谷パブリックシアター、
せたがやこどもフードパントリー、
三軒茶屋銀座商店街振興組合、
三軒茶屋まち道楽 他

撮影：ヤン・ブース

せたおんより 皆さまへ せたおんでは、公演を安心してお楽しみいただけるように、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策を講じ、
また、ご来場のお客様へご協力をお願いしております。詳細はホームページをご覧ください。

世田谷パブリックシアターチケットセンターおよびオンラインチケットでのお支払い方法は
「セブン-イレブン」または「オンラインクレジット決済」、お引取り方法は「セブン-イレブン発券」のみとなります
世田谷パブリックシアターチケットセンター窓口での販売・発券はございません

音楽事業部・世田谷パブリックシアター
チケットセンターからのおしらせ

11/29 12/130    　　2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   

＝収録のため客席内にカメラが入ります

14 00:
19 00:

休
演

休
演

休
演

＝終演後ポストトークあり　
　12/  9（水）19:00　鷲尾真知子　明星真由美　野村萬斎
　12/10（木）19:00　長田育恵　瀬奈じゅん　清水くるみ
　12/11（金）19:00　瀬戸山美咲　高橋和也　相葉裕樹　　

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー 世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー 世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

音 楽
『古武道新年会 Vol.7
～初春の狂

ラ プ ソ テ ィ ー

詩曲～』
2021年
1/24（日） 
16:30

ダンス 大駱駝艦・天賦典式
『ダークマター』

2021年
2/4（木）
〜7（日）

音 楽 オペラシアターこんにゃく座創立50周年記念公演〈第一弾〉
オペラ『森は生きている』新演出　オーケストラ版　

2021年
2/19（金）
〜24（水）

チャリティイベント
三茶にサンタがやってくる！

2020

 12/11（金）
一般 12/12（土）

発売
開始

振付・演出・美術 麿赤兒　
麿赤兒　村松卓矢　田村一行　松田篤史　高桑晶子

鉾久奈緒美　藤本梓 他
4,800円　

一般 S席（1・2階席） 5,000円／当日 5,500円　
A席（3階席） 4,000円／当日 4,500円　※未就学児入場不可
問 大駱駝艦　 0422-21-4984

（平日11:00～18:00）　
Mail ticket@dairakudakan.com

 12/3（木）
一般 12/4（金）

発売
開始

2/4  5   6   7

15 00:
19 30:

2/19 20   21   22   23   24 

1100:
13 00:
16 00:
18 30: AA AA

AA
AA

AA

BB

BB
BB
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フリーステージ
2021

参加団体の募集は
ございません。

▼

イベントの詳細につきま
しては後日、劇場HPにて
お知らせいたします。

2020年11月25日会員先行発売・割引対象（前売のみ）

須川展也
サクソフォン・リサイタル 

――バッハ・シークェンス

せたおん 検索
         

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

〒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 （平日：10:00〜18:00）
FAX 5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 https://www.setagayamusic-pd.com/

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515（10:00〜19:00）チケットの申込み音楽事業部
MUSIC

Gentle�On�My�Mind［梅垣達志　神谷信行　奏子］　
岩坂遼　佐藤剛（司会進行）
ヨイトマケの唄　竹田の子守唄　イムジン河�他　

出演者オリジナル曲等
 1,800円　一般 2,000円　 　

※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
問 �（一社）Network�of�Music�&�Art�Setagaya事務局　
6804-9710

須川展也（サクソフォン）　小柳美奈子（ピアノ）
J.S.バッハ：G線上のアリア　

A.ピアソラ：天使のミロンガ�（小松亮太�編）�他
 3,000円　一般 3,500円　

※未就学児入場不可　※2020年5月の延期公演です

長谷川哲夫（お話／天文学者）　池辺晋一郎（お話／作曲家）
東京六人組
　［上野由恵（フルート）　
　荒絵理子（オーボエ）　
　金子平（クラリネット）　
　福士マリ子（ファゴット）　
　福川伸陽（ホルン）　
　三浦友理枝（ピアノ）］
ホルスト：惑星「火星」「木星」　

ドビュッシー／日高哲英�編曲：「月の光」�他
（いずれも東京六人組版）

 3,200円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

かつて自主規制を強いられた歌や、放送を禁じられた歌があっ
た。なかなか先が見えない不安が続く今、この息苦しさから私
たちはどうすれば明日への希望を見いだせるのか。

日本が誇るクラシック・サクソフォン界のパイオニア！ 
世界も注目する唯一無二のレパートリーと圧倒的な演奏を
ご堪能ください。

果てしなく広い宇宙に輝く、神秘に満ちた天体の数々。せた
おん音楽監督 池辺晋一郎が、天文学者を迎えて音楽との密
接な関係についてひもときます。

12/1（火）発売
開始

12/21（月）発売
開始

12/14（月）発売
開始

室内楽シリーズ 異分野とのコラボレーション

天体と音楽

2021年2月23日（火・祝） 15:00
成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

2021年3月6日（土） 15:00
成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

小柳美奈子須川展也
©Tey Tat Keng

池辺晋一郎　　 
©東京オペラシティ文化財団　

撮影：武藤章

長谷川哲夫

東京六人組

2021年2月7日（日） 15:00
烏山区民会館（京王線 千歳烏山駅）

       〔お知らせ〕 2021年2月に予定しておりました「せたがや名曲コンサート」は中止とさせていただきます

岩坂遼

Gentle On My Mind 佐藤剛

あなたと、ともに歩む舞台でありたい 　
100年後に残る思い出を

世田谷区本庁舎等整備プロジェクト【寄附金募集中】
～庁舎の改築、区民会館ホールの保存改修～ 詳しくはこちら▶︎



　

〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1 
3417-2811　 3417-2813　 https://www.se-sports.or.jp/世田谷区スポーツ振興財団

SPORTS

� 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　

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　 3415-6011　ハローダイヤル 050-5541-8600　 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）

＊小・中学生は、土、日、祝･休日、次の観覧料は無料です。 ●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世田谷美術館
ART

再生紙を使用しています
2020年11月25日4

100名の作家による1989年～1999年の間に
発行された版画集『東京百景』には、様々な版
画作品が収められています。木版画や、銅版画
など技法もバラエティーに富んでいますが、各
作家の東京のイメージも個性豊かです。新宿の
高層ビル群や、上野公園など同じような場所で
も、作家によって捉え方が異なり、また風景そ
のものも変化していきます。作家のメッセージ
とともにお楽しみください。

当館ホームページで『セタビチャンネルjr. 
世田谷美術館の展示室から①「吹田先生の木版
画」』を公開中です。

2016年に「コレクションの5つの物語」として
開催した展覧会を再構築。様々な作品が発する
メッセージは、生活と美術がゆるやかに連携し
た物語と読むことができるでしょう。

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

〠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/

［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円／高校・大学生150円／65
歳以上、小･中学生100円 　※障害者割引あり

世 田 谷  美  術  館  分  館

休館のお知らせ
清川泰次記念ギャラリーは、空調設備等の改
修工事のため、2021年1月4日（月）まで休
館いたします。

入館の際の
注意事項

発熱や風邪、味覚、嗅覚障害の症状等、マスクを着用していないお客様
は入館をご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

向井潤吉が民家を描いた作品の多くは、向井が
カンヴァスとイーゼルを携え現地に赴き、実際
の民家を前に制作されたものです。本展では
こうした現地制作の作品とともに、アトリエで
手がけた大作を併せて展示し、その比較から 
向井潤吉の風景へのまなざしと、絵画制作のう
えでの様々な表現技法を探ります。

宮本三郎は、初期
から晩年に至るま
で、様々な女性を
描きました。身近
な存在から華やか
な 舞 台 で 活 躍 す
るスターまで、描
かれた女性そのひ
とに焦点をあてつ
つ、それぞれの時
代の空気感や気配をまとった女性像の数々を
ご紹介します。

清川泰次記念ギャラリー

20,700円

 メリハリビューティー
2021年1月16日～3月6日　毎週土曜　

13:00～14:00（全8回）
総合運動場体育室

18歳以上の女性　 先着20名　
16,600円

 スマイルバルシューレ
2021年1月12日～3月9日　※除外日あり

毎週火曜（全7回） ①15:10～15:50　
②16:00～16:50　大蔵第二運動場体育館

①幼児　②小学1年～3年生
先着各15名　 ①10,300円　②11,000円

 ファミリースポーツ観戦デー
2020明治安田生命J2リーグ　第40節　

東京ヴェルディ　対　V・ファーレン長崎
12月13日（日） 14:00 kick off

味の素スタジアム

世田谷区在住のご家族（2～5名）
50組400名　 無料

［応募期間］12月１日（火）12:00
～12月12日（土）23:59

QRからお申込みください。

 ソフトバレーボール教室
2021年1月18日～2月15日　毎週月曜

19:15～20:45（全5回）
大蔵第二運動場体育館

小学生以上　 先着30名　 3,300円

 ゴルフ教室（成城の部）
2021年1月16日～3月6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10名　 20,700円

 コース型フィットネス教室
2021年1月～3月

①総合運動場②千歳温水プール
③大蔵第二運動場④総合運動場温水プール

3カ月間週1回定期的に運動できる教室です。
※一部託児サービスがあります

プログラムにより異なる　 ①7,200円～②
8,000円～③8,100円～④5,600円～　

先着順　 ① ② ③ ④

 レディースフットサル
2021年1月7日～3月4日（2月11日を除く）　

毎週木曜 10:00～11:30（全8回）　
総合運動場体育館 

18歳以上の女性　 抽選30名　
12,500円

 レディーステニス
2021年1月12日～3月9日（2月23日を除く）

毎週火曜 9:30～10:50（全8回）
総合運動場テニスコート 

18歳以上の女性　 抽選20名　

 ゴルフ教室（千歳の部）
2021年1月7日～3月4日（1月21日を除く）　

毎週木曜 14:00～15:30（全8回）
千歳ゴルフセンター

18歳以上　 先着10名　 20,700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）
2021年1月5日 ～3月9日（1月26日、2月2日、
23日を除く）　毎週火曜
10:00～12:00（全7回） 
②梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
2021年1月6日～3月10日　毎週水曜
10:00～12:00（全10回）

①②18歳以上　 ①先着24名②先着36名　
①7,000円②10,000円　 ①烏 ②梅

 レベルアップスイミング
2021年1月7日～3月4日

（1月28日、2月4日、11日を除く）　
毎週木曜 10:00～12:00（全6回）

烏山中学校温水プール

18歳以上   先着24名   6,000円   烏

■第４期バスケットボール教室
2021年1月12日～3月30日（2月2日、23日を
除く）　毎週火曜（全10回）

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8,500円　 定員に達し次第締め切
り　※申込みは12月25日からとなります　

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

①12,500円～②20分2,100円～　

 親子スイミングレッスン 
12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）

千歳温水プールクリスマス特別企画
クリスマスイルミネーション
12月24日（木）、25日（金） 17:30～20:00
地下１階サンクンガーデン
輝くイルミネーションで夜景を楽しもう！
※雨天中止　 どなたでも　

その他 第70回区民体育大会
■スキー競技
2021年1月24日（日）
長野県菅平高原パインピークスキー場

［種目］ 詳細は財団HPに掲載　 申込書に
必要事項を記入し郵送

2021年1月8日（必着）
区スキー協会・土谷（ 090-5776-4301）　

展覧会
宮本三郎　描かれた女性たち

── そのひと、そのしごと
開催中～2021年3月14日（日）

展覧会

向井潤吉の現場とアトリエ
開催中～2021年3月14日（日）

《一隅の風景》［茨城県東茨城郡大洗町］1975年

《踊子》1962－64年頃

《碧 水 帖　 上 州 ぬ る 湯 の 記》は、俳 人 の 
河
か わ

東
ひがし

碧
へ き

梧
ご

桐
と う

と画家の水木伸一が、群馬県の温
泉を巡りつつ共同制作した画帖です。碧梧桐
の字は個性的な形をしていますが、添えられ
た水木の写実的な絵と不思議な調和をみせて
います。「木枕を」、「膝を」、「白を」と三つあ
る「を」の筆運びが、だんだん軽やかになって
い く と こ ろ
に、温泉の気
持 ち よ さ が
現 れ て い る
ようです。

展示作品より

 第46回　区民元旦あるこう会

2021年1月1日（金·祝）

新年の幕開け！総合運動場まで歩き、健康
的な新年を過ごしましょう！

先着800名　 無料 参加賞（干支の根付等）
〔申込受付〕12月1日（火）～
※本年度は事前の申込みが必要となります
※スタート時の集合はありません。各自総合
運動場陸上競技場を目指して歩きます
※ゴールは10:00～12:00の間となります

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

ミュージアム コレクションⅡ　その2
再読!!　5つの物語

── 美術が語る夢と現実
開催中～12月6日（日）　1階展示室

ミュージアム コレクションⅡ　その1
吹田文明と版画集『東京百景』

開催中～12月6日（日）　2階展示室
後期：10月13日（火）～12月6日（日）

ミュージアム コレクションⅢ
美術家たちの沿線物語　田園都市線・世田谷線篇

12月19日（土）～2021年3月28日（日）　2階展示室

※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ご確
認ください　※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、中止または変更になる場合がござ
います

大 会（ 共 催 事 業 な ど ）

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

11/23～29
休館日：24日（火） 第五回翠月会展

12/1～6 第29回世田谷人物を描く会グループ展 第5回28期の会展

12/15～20 私学協会令和2年度第8支部連合美術展

※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

桑原甲子雄《松陰神社前駅》〈世田谷ボロ市〉より 1936年

画・水木伸一、書・河東碧梧桐、
《碧水帖　上州ぬる湯の記》　1932年

会場写真

一般200円／高校・大学生150円／65歳以上、小・中学生100円
　※障害者割引あり　※「ミュージアム　コレクションⅡ　その１・その2」を併せてご覧いただけます

1907年に世田谷で最初に開通し、“玉電”の愛称で親しまれた
玉川電気鉄道（現・東急田園都市線、世田谷線）。
本展では、三軒茶屋や駒沢、桜新町など、沿線にゆかりの美術
家たちを取り上げ、数々のエピソードとともに作品をご紹介し
ます。美術家たちの創作と交流の足跡、沿線で織りなされた、
様々な物語をお楽しみください。

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

問合せ先

スポーツ教室

次回（12月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

スタート ※ ハガキ・FAX申込みも可（別途手数料220円）
当財団ホームページから申込み（要登録） 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・FAX11.25

W
ED 9:00申込
新型コロナウイルス感染症の状況により
教室・大会が中止となる場合がございま
す。予め、ご了承ください。
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