
2021 世田谷ジュニアアカデミー
多様なスポーツ活動を通して子
どもの体力・基礎運動能力の向
上に取組むとともに、団体行動
の中での規律性・積極性・協調
性といった心（人格）の成長を育
み、子どもが自らの夢を実現で
きる人間力の形成をします。

（当面の間）

区立総合運動場 体育館

世田谷ジュニアアカデミーは新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じた上で開催・運営を
行いますが、感染症拡大の状況により、一時
的に教室開催を中止する場合があります

新型コロナウイルス感染症への対策について

※除外日あり
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活 動 期 間

2月10日 2月24日-
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年少～高校３年生 ※アカデミーによって異なります
対 象

世田谷区スポーツ振興財団の
ホームページよりお申込みください

抽選

詳細は「世田谷ジュニアアカデミー」ホームページをご覧ください
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※器械運動アカデミー  希望丘地域体育館のみ
　区立千歳温水プール管理事務所 3789-3911
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2021年4月から新規開講！
・4月〜6月：プレ開講
・9月〜：定期開講

新体操アカデミー

Giants Method

総合監修 河本 育之
元読売ジャイアンツ投手

ベースボール
アカデミー

Lifesaving Spirit

スイミング
アカデミー

区立総合運動場 温水プール
区立玉川中学校 温水プール
区立烏山中学校 温水プール NEW
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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
もっとアートを楽しもう！

せたがやアーツカード
●登録料・年会費無料
せたがやアーツカード事務局 5432-1548（10:00～19:00）

●世田谷区在住で15歳以上の方 せたがやアーツカード 検索

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜3月31日（水）
　　　　  あしたのために　あしたのジョー！展
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 P2詳細は　　 へ 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜2月28日（日）
　　　　  世田谷美術館コレクション選「器と絵筆 魯山人、ルソー、ボーシャンほか」展
一般500→400円　65歳以上、高校・大学生400→300円　小・中学生300→200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 P4詳細は　　 へ
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せたがや 文化・スポーツ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

本紙は1月15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。



〒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
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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「あしたのジョー展」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

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。

「新しい生活様式」が提唱された2020年。本展
では、開館して23年経つ生活工房のバックヤー
ドに眠っている約200点の資料をとおして、こ
れからの生活を考えるヒントを探ります。
開館前につくられた街歩き本、事業を記録した
VHSテープ、いつかの展覧会の忘れ物。さらに
新型コロナウイルスの影響で中止になってし
まった企画の顛末や、新たな企画の展望もご紹
介します。何気ない事々物々から、今後の暮ら
しを考えます。　　

無料

　　　　　　バックヤード・ツアー！
2月7日（日） 14:00～14:30　生活工房3～5F
スタッフが生活工房のバックヤードと全フロ
アをご案内します。希望者には、生活工房ア
ニュアルレポート過去10年分（計10冊／約
1.8kg）もプレゼントします。

申込先着10名　 無料　 電話か 申込
フォームで生活工房へ（残席僅少）

23区内で屈指の農地面積を誇る世田谷。等々
力に400年続く大平農園を通して、土と人、農
業とのつながりを考える展覧会です。地域の農

業の歴史や、土壌
の微生物・野菜・
動物・人との円環
について知り、有
機農家と消費者か
らなる「若葉会」に、
旬の野菜のおいし
さを長く楽しむ知
恵も学びます。
※関連企画「ドキュメ
ンタリー上映会」の詳
細は、2月下旬にお知
らせします

哲 学 を め ぐ る 対 話 か ら、日 々 の 生 活 に
“P

パ ラ ダ イ ム

ARADIGM S
シ フ ト

HIFT”を起こすことを目指
す、大人のためのゼミナールです。
※後日web上で一部公開することを前提に、両日撮影
が入ります
1「翌日の医者」　
3月27日（土） 14:00～17:00　生活工房4F
私たちは、大震災や大事件などの「強烈な出来
事」について多くを語ります。しかし「その後」
に続く生活の方にこそ、語るべきことがあるの
ではないか。非日常的な出来事の後に、人はい
かにして日常を取り戻し、新たに作り直してい
くのか。精神科医・中井久夫が提示した「翌日
の医者」という概念から考えます。
2「死ぬこと／生き延びること」　
3月28日（日） 14:00～17:00　生活工房4F 

「私たちは生き延びるた
めにこそ思想を必要と
している」と、社会学者・
上野千鶴子は言ってい
ます。これまで思想は

「死」について多く論じて
きましたが、「生き延び
る」という当たり前の日
常はどこか置き去りに
されてきた感がありま
す。死について考察した哲学者・ハイデガーと
上野の思想を取り上げながら、現代の臨床につ
いて考えます。

松本卓也（精神科医）　 18歳以上　 各
日抽選20名　 各日3,000円　 申込
フォームで生活工房へ　 2月28日（必着）

“14歳の私”を記録するワンピースをつくりま
す。自分の好きな言葉からイメージをふくらま
せて、心の模様をデザインし、シルクスクリー
ンの技法で布にプリントします。布は専門の工
場でワンピースに仕立て、後日お家に届けま
す。4月には、写真家・池田晶紀氏を迎え、各自
ワンピースをまとっての撮影会も行います。
※4日間で完結するワークショップです

spoken words project 飛田正浩（ファッ
ションデザイナー）　 中学2年生　 抽選15
名　 4,000円（オンライン決済）　 申込
フォームで生活工房へ　 3月1日（必着）

NPOや市民活動に関心がある方を対象に、ス
キル向上のための座学や事例紹介、交流を行っ
ています。今回は、コロナ禍での取り組みに焦
点をあて、事例紹介や意見交換を行うととも
に、市民活動団体同士のつながりやコミュニ
ティづくりを考えます。

［企画］（株）世田谷社　
【第1回】コロナ禍での課題や取組を振り
返ってみよう
3月6日（土） 14:00～16:30　生活工房4Ｆ

［進行］ 呉哲煥（NPO法人CRファクトリー代表
理事）　

1968年の連載開始から50年を経て、スポーツマンガの金字塔といわれる『あしたのジョー』は、
国民的マンガ作品として、今も世代を超えて多くのファンに愛されています。
本作では登場人物たちの葛藤や生き様が、数々の名言とともに描かれています。本展は〈魂のス
ポーツマンガ〉を通じ､心身ともに情熱的にあすを生きる術をご紹介するものです。

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

Instagramでのライブ配信の読み聞かせと、
おうちに届くpipioオリジナルの工作キットを
作って遊ぶオンラインワークショップです。お
うちでリラックスしながら、pipioといっしょ
におはなしと工作を楽しみましょう！

pipio（武本佳奈絵＋平澤朋子）　 5歳以上
（4歳以下のお子様は保護者の方とごいっしょ
に作業してください）　 先着35名（定員に達
し次第締め切ります）　 無料　 世田谷文学
館HPをご覧ください

松田妙子（NPO法人せたがや子育てネット代
表理事）、鈴木佑輔（社会福祉法人世田谷ボラン
ティア協会）

【第2回】これからの市民活動団体同士の
つながりを考えてみよう
3月14日（日） 14:00～16:30　生活工房4Ｆ

［進行］ 呉哲煥（同前）　
西川正（NPO法人ハンズオン埼玉常任理事）

※オンライン参加
主に世田谷で活動するNPO法人、市民活動

団体のスタッフ・役員ほか、関心ある方　 各
日申込先着30名　 各日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

本年度の朗読講座受講生による公開発表会。朗
読を通して、ことばと向き合ってきた受講生た
ちが、その成果をお披露目します。
ことばが開く豊かな時間を体感してください。

［共催］（一財）ＮＨＫ放送研修センター
当日先着50名　 無料　
不要、直接会場へ

過去の様子

整理整頓を促すスタッフ向けサイン
撮影：アカセユキ

撮影：ゆかい（池田晶紀＋池ノ谷侑花）

©高森朝雄・ちばてつや／講談社

メインビジュアル

雪の結晶コマ 完成イメージ

─ 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～3月31日（水）　1階展示室

コレクション展

中学生向けワークショップ
14歳のワンピース

［制作］ 3月26日（金）～28日（日） 10:00～17:00
［撮影会］ 4月25日（日）　生活工房4F

豊かなことばの世界　朗読発表会

3月７日（日） 13:30～16:00　生活工房5F

企　画　展 

企　画　展 

あしたのために  あしたのジョー！展 ─ 情熱的にあすを生き抜くために ─

開催中～3月31日（水）　2階展示室

大平農園と畑のレシピ帖展

3月2日（火）～6月27日（日）
祝休日を除く月曜休み 9:00～21:00

３F生活工房ギャラリ―

次回企画展 

生活工房バックヤード展

1月23日（土）～2月21日（日）　月曜休み　
9:00～20:00　３F生活工房ギャラリ―

関 連 企 画

哲学対話　P
パ ラ

ARA S
シ フ

HIF

NPO・市民活動のためのステップアップ講座
これからの時代における

市民活動のつながりを考える

講師：松本卓也氏

昨年の開催風景

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、開催を中止い
たします

どこでも文学館
オンラインワークショップ
「pipioといっしょに
雪の結晶コマつくり」

2月28日（日） 14:00～（所要時間30分程度）

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）



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 ▶︎

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

32021年1月25日

振付・演出 井出茂太　音楽 原摩利彦　
斉藤美音子　依田朋子　宮下今日子　福島彩子　後藤海春

酒井幸菜　小山達也　中村達哉　原田悠　井出茂太
4,300円　一般 4,500円／当日 5,000円　

U24 3,500円　高校生以下 1,500円（前売のみ）　未就学児 1,000円（前売・当日）　
※高校生以下は当日要証明書提示
問 days　 3464-5026  Mail info@idevian.com

作 竹田出雲・三好松洛・並木千柳　監修・補綴 木ノ下裕一
演出 多田淳之介［東京デスロック］　

佐藤誠　大川潤子　立蔵葉子　夏目慎也　武谷公雄　
佐山和泉　山本雅幸　三島景太　大石将弘

4,300円　一般 4,500円　高校生以下 1,000円　U24 3,500円
問 木ノ下歌舞伎　 075-285-2485　 HP http://kinoshita-kabuki.org
※1申込につき1公演4枚まで　※未就学児入場不可　※高校生以下は当日要証明書提示

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

＜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

3月19日（金）〜30日（火）   世田谷パブリックシアター

『子午線の祀り』

作 木下順二　
演出 野村萬斎　
音楽 武満徹

野村萬斎　成河　河原崎國太郎　吉見一豊　村田雄浩　
若村麻由美／星智也　月崎晴夫　金子あい　時田光洋　
松浦海之介／岩崎正寛　浦野真介　神保良介　武田桂　
遠山悠介　森永友基

S席（1・2階席） 8,300円　A席（3階席） 4,800円　
一般 S席 8,500円　A席 5,000円　
高校生以下・U24 各一般料金の半額
※1申込につき1公演1席種4枚まで　
※未就学児入場不可
※高校生以下は当日要証明書提示

チケット発売日、公演日時は
劇場HPをご確認ください

公演日時は
劇場HPをご確認ください

公演日時は
劇場HPをご確認ください

「平家物語」に材をとり、日本演劇史上に燦然と輝く名作『子
午線の祀り』。野村萬斎が2017年に新演出で上演し、数々
の演劇賞を受賞した本作が、戯曲の芯をとらえ直し、2021
年度版として新たに生まれ変わる！

シアタートラム 世田谷パブリックシアター

演 劇 木ノ下歌舞伎『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』2/25（木）
〜3/8（月） ダンス イデビアン・クルー『義務』3/12（金）

〜14（日）

　須川展也
サクソフォン・リサイタル 

――バッハ・シークェンス

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

湯川れい子　井上鑑　鳴瀬喜博　上田正樹
土方隆行　今井義頼
KEMUSHI　名ヲ問ウナカレ　MKG

1,800円　 　※未就学児入場不可
※開演時間・チケット発売開始日調整中

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：組曲『惑星』より「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。

今年のバンドバトルは、特別版! 過去の出場バンドの
ライブと、審査員によるスペシャルセッション。玉川
せせらぎホールのオープニングを飾ります。

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。そして天体にまつわる曲目
を、精鋭の管楽器奏者とピアニストによる「東京六人組」の演
奏でお楽しみいただく贅沢な試みです。

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

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）  第11回定期演奏会

3月6日（土） 15:00　成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

2月7日（日） 15:00　烏山区民会館（京王線 千歳烏山駅）

2月23日（火・祝） 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

3月26日（金） 17:00　昭和女子大学人見記念講堂（東急田園都市線 三軒茶屋駅）

2月21日（日） 
玉川区民会館（玉川せせらぎホール）

（東急大井町線　等々力駅）

岩坂遼

Gentle On My Mind

せたがやバンドバトル 
FINAL LIVE

第8回グランプリバンド　
名ヲ問ウナカレ

©中西多恵子

湯川れい子

鳴瀬喜博

井上鑑

上田正樹

2021年度入団員募集！

キハラ良尚（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
 池辺晋一郎：星をかぞえる（SJO委嘱作品、世界初演）

シベリウス：交響詩「フィンランディア」作品26
モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」 

1,000円　 　
※未就学児入場不可　※チケット発売開始日調整中

応募方法 SJOホームページ
（  HP https://s-j-o.jp/）よ
りオンラインで申込み
応募締切 1月31日（日）　
選考方法 書類審査、実技オーディション

前回の定期演奏会が中止となり、その後も活動がままならない状況です
が、様々な事情を乗り越え、一生懸命に取り組んできた成果を披露します！ 音楽をともに奏でる仲間

を募集中！ 締切間近！

キハラ良尚

ゆうじさんって知ってる？電動車いすに乗ってる最
高にファンキーなおじさん。知ってる子も知らない子
も、話を聞いてみたくない？
ゆうじさんは、下馬の団地に住みながら、電動車いす
で世田谷区やあちこちを爆走したり、ケーキ屋さんを
したり、ロックミュージシャンをしたりしています。
ゆうじさんが下馬のまちで、どんなふうに生きてきた
のか？みんなでゆうじさんに聞いた
お話から演劇をつくってみよう！

【日程】1/30（土）～3/21（日）
全8回ワークショップ＋発表会

世田谷区にお住まいの
小学3年生～6年生

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

 1/29（金）
一般 1/30（土）

発売
開始

詳細・お申込みは
　　 こちらから ▶︎

残席
僅少

残席
僅少

2/20（土）
一般 2/21（日）

発売
開始

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

世田谷区が支援を決定した「アーティスト」「文化施設」の動画配信中！
視聴無料！ぜひお楽しみください。 詳しくはこちらから ▶

文化の灯を絶やさない！

せたがや元気出せArtsプログラムせたがや元気出せArtsプログラム



　

〒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　太太子堂中学校温水プール開放事務室� � 3413-9311　

〒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　●清川泰次記念ギャラリー　●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
2021年1月25日4

一般500円／65歳以上、高校・大学生400
円／小・中学生300円

　※障害者割引、リピーター割引あり

日々愛着を持って使われた器、不思議に親し
みやすい絵画。世田谷美術館のコレクション
のなかでも人気の高い北大路魯山人の器と、 
アンリ・ルソーやアンドレ・ボーシャンなど
素朴派の作品を紹介します。魯山人の器は、作
家と親交のあった世田谷の実業家、塩田岩治氏
が長年にわたり集め、使っていたものです。素
朴派は、日常の延長線上にある表現の世界を示
すものとして、当館の活動のシンボルにもなっ
ています。当
館の出発点に
立ち戻り、創
造する喜びを
静かに味わっ
ていただく機
会 と な る で
しょう。

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　
※企画展チケットでご覧いただけます

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、東急
世田谷線）。本展では、沿線の三軒茶屋や桜新

町などで活動した美術家をはじめとする、文化
人同士の創作と交流の足跡をたどります。

出 星 美南子、添田 哲平（ピアノ4手連弾）　
［曲目］シューベルト 幻想曲 ヘ短調 作品103/ 
D.940、ドヴォルジャーク　ボヘミアの森より　
全6曲　作品68　 抽選40名　 無料　

往復ハガキ（※1枚のハガキで1名様の応募のみ受
付　P2記入方法参照）で当館へ　 2月15日（消印
有効）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来の開
催概要とは大幅に異なります　※未就学児入場不可　
※詳細HP参照

作品や展覧会の紹介、美術館の仕事や美術の
ことなど、「美術」についていろいろな視点から
楽しく、おもしろくお届けする小学4年生～中
高生のジュニア向け動画コンテン
ツ。当館HPからご覧いただけま
す。ジュニアといえども内容は本
格的！大人の方も楽しめます！

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

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

清川が本格的に抽象表現
へ歩みを進めるきっかけと
なった1950年代の渡米と、
後の白を基調とした独自の
スタイルに繋がる60年代の
渡米に注目し、現地で制作
された作品を展示します。

清川泰次記念ギャラリー

④中学生運動教室（尾山台地域体育館）
14:00～15:30
⑤コアラ運動教室（八幡山小地域体育館）
14:00～15:10
④⑤ともに4月～2022年3月の原則第2･4土曜

軽度の知的障害のある①③⑤小学生、②④中
学生。①～⑤トイレの際に介助が不要で、付添
人の会場待機が可能な方　 抽選各若干名（当
選後、事前面談あり）

4,000円（全18回）参加は１名１教室　
2月16日（必着）　※教室見学できます

 4種目（メドレー）チャレンジ！
3月3日～24日　毎週水曜 11:00～11:50 （全4回）

総合運動場温水プール
高校生相当以上　 3,200円　

 太子堂ジュニア水泳体験会
3月12日（金） 16:30～18:00　

太子堂中学校温水プール

5月より太子堂中学校ジュニア水泳教室が開
催！まずは体験会にご参加ください！

小学生の初心者・初級者　 先着30名　
500円　 太

■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
2月6日（土） ①10:00～10:50②11:00～11:50

総合運動場温水プール

①幼児（年中・年長）とその保護者②幼児（年
少・年中）とその保護者　

先着各15組（30名）　 1,100円（別途施設
利用料）　

①ひまわり運動教室（尾山台地域体育館）
14:00～15:30
②ハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育館）
14:00～15:10
①②ともに4月～2022年3月の原則第1･3･（5）
土曜
③みつばち運動教室（砧中学校格技室）
15:30～16:35
4月～2022年3月の原則第1･3･（5）水曜

その他 第23回世田谷オープン
ティーボール大会
2月28日（日） 9:00～　

世田谷公園野球場　※雨天中止

①オフィシャルルールの部②どか点ルールの
部（①②とも親子、高齢者、障害のある方など、
様々な方たちの混成可）　 各チーム10～15
名以内（個人での参加可）　 1チーム1,000円

（個人参加100円）　 郵送・FAX（所定の申
込用紙）　 日本ティーボール協会世田谷区連
盟事務局・佐藤（〒157-0071 千歳台3-21-14 

3482-7732 3482-3090）　 2月15日

（必着）　※新型コロナウイルス感染症の状況
によっては中止の可能性があります

その他 第54回世田谷区春季バスケット
ボール大会

3月20日（土·祝）～4月29日（木·祝）
大蔵第二運動場体育館 他

区内在住・在勤の方で構成された団体
一般7,000円　シニア10,000円
2月21日～開始　所定の申込用紙を総合運

動場会議室兼軽運動室へ持参　 世田谷区バ
スケットボール 協 会（Mailsbbanet@yahoo.
co.jp）

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～3月14日（日）

展覧会
向井潤吉の現場とアトリエ

開催中～3月14日（日）

展覧会
清川泰次とアメリカ
開催中～3月14日（日）

《山居立春》
［神奈川県足柄上郡山北町世附］

1975年

《静物 イン シカゴ》
1952年

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

 障害児運動教室

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。

ミュージアム コレクション

《假眠》1974年 

障害児運動教室補助指導員募集
18歳以上（高校生を除く）の健康な方。ス

ポーツや障害児指導の経験がある方は尚
可。謝礼あり

［従事内容］スムーズにかつ安全に運営でき
るよう、指導員と協力しての児童・生徒の
指導

［従事場所］尾山台地域体育館、八幡山小地
域体育館、砧中学校格技室

［従事日］開催日程で従事可能な日（シフト
制）

［従事時間］教室開催時間（1時間程度）およ
びその前後30分程度

［募集人数］10名程度
［選考方法］個別面接（3月上旬予定）　

2月16日までに、所定の履歴書（顔写真貼
付）を郵送か持参でスポーツ振興財団

世田谷美術館美術大学は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、令和3年度は受講生
を募集いたしません。

世田谷美術館美術大学
受講生募集中止のお知らせ

※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　

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

1/26～31 第25回世田谷区特別支援学級連合展覧会　※27日～公開 最終日15:00まで

2/16～21
Ga「雅」・Bi｢美｣絵画会展

アトリエミュレット　easobi-ten2021『オカモトHEROES』岡本福祉作業ホーム作品展　
※16日15:00～公開 17～19日午後～公開

2/23～28 有賀忍展ー童心の情景・幸せの在りかー　※24日～公開 第39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

アンリ・ルソー《サン=ニコラ河岸から見たシテ島（夕暮れ）》
　1887-88年頃

緑川廣太郎《祈る人》1966年

企　画　展 

世田谷美術館コレクション選
器と絵筆 ── 魯山人、ルソー、

ボーシャンほか
開催中～2月28日（日）　1階展示室

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
開催中～3月28日（日）　2階展示室

プロムナード・コンサート
星 美南子・添田 哲平

ピアノ・デュオ・コンサート 
 3月13日（土） 14:00～（開場13:30）　講堂

動画コンテンツ
「セタビチャンネルJr.」

続々配信中！

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・イベント

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
1/26～31 「60歳からの暮らし事」いと物語
2/2～7 アトリエ虹 作品展
2/9～14 日本画家 伊東正次 アーティスト村 絵画展

※ 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）

次回（2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・FAX1.25

M
ON 9:00申込

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、
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。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う教室・大会お
よび施設情報につきましては、当財団のHP（右上参
照）もしくは右記二次元コードよりご確認ください。 ◀︎ 財団HPはこちら

◀︎ 緊急事態宣言に伴う
　重要なお知らせについてはこちら
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