
7/6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    

＝終演後ポストトークあり
《登壇予定者》　
7/16（金）14:00
上村聡史（演出）　成河　岡本健一／ 野村萬斎（世田谷パブリックシアター芸術監督）
7/22（木・祝）14:00
上村聡史（演出）　成河　瀧本美織　岡本健一　麻実れい
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 S席S席（1・2階席）（1・2階席） 8,300円　 8,300円　
A席A席（3階席）（3階席） 4,800円 4,800円
一般 S席 8,500円　A席 5,000円　　
高校生以下  S席 4,250円　A席 2,500円
U24 S席 4,250円　A席 2,500円
※1申込みにつき1公演1席種4枚まで
※未就学児入場不可
※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発売・発券はございま
　せん

成河　瀧本美織／
栗田桃子　前田亜季　岡本玲　松岡依都美／
亀田佳明　小柳友　大鷹明良／

岡本健一　麻実れい

作 = ワジディ・ムワワド
翻訳 = 藤井慎太郎
演出 = 上村聡史
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5/29（土）
一般 5/30（日）

発売
開始

7.6 24TUE SAT

画：榎本マリコ

問 世田谷パブリックシアターチケットセンター（ 5432-1515）

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　6月20日（日）まで
　　　　  「アイノとアルヴァ　二人のアアルト　フィンランド―建築・デザインの神話」展
                各料金より100円割引　※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　
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ※この割引引換券をご利用される方も、日時指定予約をお願いいたします

観覧料 P4詳細は　　 へ割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　8月31日（火）まで
　　　　  イラストレーター　安西水丸展　一般900→800円　65歳以上、
高校・大学生600→500円　小・中学生300→250円　※障害者手帳をお持ちの方 400→350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/ 

発行
・
編集

5432-1548 （10:00〜19:00）
せたがやアーツカード 検索

登録料・年会費無料
せたがや
アーツカード

区 民 限 定お得な
割引特典
をご用意！

本紙掲載の施設、事業部は緊急事態宣言延長に伴い、世田谷区の判断基準に従って、5月31日（月）まで臨時休館になっております。
最新の情報は各ホームページ等でご確認ください。本紙は5月17日時点の情報を掲載しています。 

せたがや 文化・スポーツ
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〒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

2021年5月25日2

市民目線で考える外国人との
コミュニケーション

世田谷観光ボランティア等で、長年外国人の
おもてなしをされている方から、外国人を相
手にしてみてわかる国民性の違いや面白かっ
たエピソードなどをお話ししていただきます。

長野理一郎／栗原晴美

安西水丸（1942-2014）は、1970年代より小
説、漫画、絵本、エッセイや広告など、多方面

講座、イベント等へご参加の際は、マス
クの着用をお願いします。また、体調の悪
い方には参加をご遠慮いただくことがあ
ります。新型コロナウイルス感染状況に
より変更となる場合があります。詳しく
はHPをご覧ください

東京YWCA「留学生の母親」運動って
何だろう

「留学生の母親」運動は、東京YWCAのボラン
ティア活動の一つとして、1961年より、一人
の会員に一人の留学生を組み合わせ、“家族” 
のような交流を続けてきました。留学生と日
本のお母さんの交流体験を聞いてみませんか。

先着40名
500円（中学生以下無料）　 電話（10:00～

18:00）または 申込フォームで

新型コロナウイルス感染症対策をしながらの
交流会を行います。
主に“やさしい日本語”を使った簡単な自己紹
介、お互いの国や地域の紹介、オリンピック・
パラリンピックをテーマにした話など、少人
数のグループに分けて交流するイベントです。

三田国際学園高等学校の留学プログラムによ
り、アメリカ、カナダ、ニュージーランドに留
学した学生による展示を行っています。現地
の学校生活やホストファミリーとの交流、ク
ラブ活動やボランティア活動など、学生たち
が留学先の国で体験した様子をご覧いただけ
ます。　 無料　

※開館情報をご確認のうえお出かけください。入場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拡大防止の観点から、混雑時は入場制限をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください

で活躍したイラストレーターです。村上春樹
をはじめとする本の装幀や、『がたん ごとん が
たん ごとん』などの絵本、和田誠との展覧会、
広告や執筆活動など、幅広く活躍しました。
本展では、「小さい頃よりずっと絵を描くこと
が好きだった」という安西の足跡を、原画と関
連資料あわせて500点以上によりご紹介しま
す。安西の旅をテーマにした特別コーナーも
あわせ、ユーモアと哀愁あふれる世界をお楽
しみください。

一般900（720）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

ワークショップ
「絵本のような傘をつくろう」

6月26日（土） 14:00～16:00
コミュニティカフェななつのこ（千歳烏山駅より
徒歩5分／集合場所）、世田谷文学館（解散場所）
安西水丸さんは絵の彩色をする際、透明感の
あるカラーシートをよく使っていました。本

ワークショップでは、色とりどりの半透明カッ
ティングシートをビニール傘に貼り、自由に
絵を描きます。出来上がったら、雨でも晴れで
も傘をさしながら、徒歩15分の道のりをみん
なで散歩しましょう。

前川拓路（株式会社中川ケミカル）　 小学4
年生以上どなたでも（大人可）

抽選15名　 無料　
event@setabun.net（件名：「傘をつく

ろう」として①氏名②年齢③住所④電話番号を
明記。連名可）　 6月11日23:59（必着）

昭和文学を代表する
世田谷ゆかりの作家・
石川淳の小説、随筆
の 原 稿 や 執 筆 メモ、
交流した文学者、研
究者からの書簡など
貴重な自筆資料を中
心 にご 紹 介し ま す。

「ムットーニのからく
り劇場」も同時開催。

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

世田谷区等々力の地で400年続く大平農園は、
農薬と化学肥料を一切使わない有機農業のパイオ
ニアです。
本展では大平農園と地域の農業の歴史をご紹介すると
ともに、畑の土壌の成り立ちを大型グラフィック
で展示しています。
くわえて、旬の野菜の保存の知恵や料理レシピ
も公開。ここではその一部をご紹介します。野菜が傷み
やすくなる季節の保存にお役立てください。

無料

土の中の出来事と今日のあなたの食卓は、
地続きでつながっている

1水曜教室（午前・午後）  
7月7、14、21、28日
作品：北大路魯山人著『春夏秋冬 料理王国』 

岩井正（NHK日本語センター）
2木曜教室（午後）
7月8、15、22、29日
作品：太宰治著『リイズ』　　　

高橋淳之（NHK日本語センター）
3金曜教室（午後）
7月9、16、23、30日
作品：乃南アサ著『Ｅメール』

金野正人（NHK日本語センター）
いずれも生活工房5Ｆ
午前講座：各回10:30～12:30　
午後講座：各回13:30～15:30
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通し
て体感します。NHK日本語センターアナウン
サーが講師となり、声の出し方、読み方などを
丁寧に指導します。

申込先着15名（継続受講の方で定員に達する
場合があります）　

4回分  18,800円、一般20,800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/

大平農園と畑のレシピ帖展 ～6月27日（日）
安西水丸ポスター展 7月3日（土）～18日（日）
色覚を考える展――人と動物の色世界 7月24日（土）～8月29日（日）
アメリカン・トイズ since1920s――暮らしと時代を映す玩具展 9月7日（火）～11月28日（日）

HIBIGEIデザインワークス展覧会――人生を変えるシゴト
の見本市 12月7日（火）～19日（日）

現代民話「きいろいてがみ」――未来に伝えるせたがや今ば
なし（仮） 1月8日（土）～3月6日（日）

市民活動支援コーナーの日々展 3月中旬～

【３F生活工房ギャラリー】2021年度スケジュール

関 連 イ ベ ン ト

芯は包丁でくり抜
き、濡らしたキッチン
ペーパーを詰める

葉物野菜より長持ちしそうに見
えるが、日を置くと中の種の周
りが黒ずみ、食味も落ちる。
出来るだけ早く茹でたり油で
炒めたり、下ごしらえをしておく

角切りにして冷凍しておく
と様々な料理に使える。
煮込みハンバーグには冷
凍キューブと缶詰のトマ
ト、両方入れるとおいしい

　《口笛のきこえる》1985年　illustrated by 
Mizumaru Anzai　©︎Masumi Kishida

イラストレーター　安西水丸展
8月31日（火）まで　2階展示室

企　画　展 
受贈記念　夷齋先生・石川淳

9月26日（日）まで　1階展示室

多文化交流について考える日
7月17日（土）　5Fセミナールーム

多文化理解講座  ─ 第２回 ─
6月19日（土） 14:00～16:00

5Fセミナールーム

コレクション展

パネル展示
三田国際学園高等学校の学生による

留学プログラムの紹介
展示中 ※5月31日（月）まで臨時休館中

2Fせたがや国際交流センター

朗読講座　豊かなことばの世界

■募集部門　詩､短歌､俳句､川柳､エッセイ
■募集期間　9月1日（水）～14日（火）
※詳細は次号にてお知らせします

　　　第36回 世田谷文学賞 作品募集！予告

野
菜
保
存
の
知
恵と

大平農園
帖展畑のレシピ

9:00～21:00
３F生活工房ギャラリー

※5月31日（月）まで臨時休館中です。
以降の状況はHP等でご確認ください

企画展

イラストレーション：伊藤ハムスター

抽選40名（日本人、外国人各20名程度）。講座、交流会の両方に参加できる方優先。
500円（多文化理解講座）、500円（にほんご交流会）　 電話（10:00～18:00）または 申込

フォームで。　 6月8日（抽選後6月20日までに結果をおしらせします）

第１部
多文化理解講座  ─ 第３回 ─

13:30～15:00

第２部
にほんご交流会

15:10～16:30

6.27日まで（月曜休み）

キャベツ

令和3年度 文化庁 
地域と共働した博物館創造活動支援事業

ナス

トマ
ト

▲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）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、世田谷文学館は5月31日（月）まで臨時休館いたします。

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。



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

お知らせ

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発売・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5月25日

ダンス Nibroll 
『センス・オブ・ワンダー』

7/2（金）
～4（日）

シ ア タ ート ラ ム

ダンス
Baobab第13回本公演
Re:born project vol.2

『アンバランス』
7/22（木・祝）
～25（日）

シ ア タ ート ラ ム

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／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 ▶︎

世田谷パブリックシアター
は、区立小中学校にて、先生
方の希望やクラスの様子を
踏まえたオーダーメイドの
演劇ワークショップ等を実
施します。ご 応募は学校経
由。現在お申込みを受け付け
ています。詳しくは各学校各
先生宛に配布しているリー
フレットをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、フォルモサ・
サーカス・アートの来日が困難となったため、今回は『悟空～冒険の幕開け～』映像上映
と、日本のサーカスアーティストによる現代サーカス公演の2部構成でおとどけします。
詳細は決定次第、劇場HPにてお知らせしてまいります。

作 Kinetic Art　演出 戸沢直子　杉本峻
作曲 ジョナス・デュフレン　

2,400円　一般 2,500円／
当日 3,000円　こども（小学生～高校生） 
1,000円／当日 1,500円
問 Kinetic Art（  HP https://kineticartcompany.com　

090-8597-7552）
※8/1（日）のみ未就学児入場可（３歳以下は保護者のひざ上のみ無料）
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要

6/12（土）
一般 6/13（日）

発売
開始

せたがやジュニアオーケストラ アンサンブル 
500円（企画展チケット付き）

申 詳細はせたおんホームページをご覧ください
※3歳以下ひざ上無料　

世田谷美術館の企画展チケットが付いた、アー 
トも楽しめるスペシャルなコンサートを開催。世
界の様々な音楽がもつ特徴的なリズムやメロ 
ディーを聴けば、一気に旅気分！ 心躍るひと時を、
緑あふれる美術館で過ごしてみてはいかがでしょ
うか？

（公財）せたがや文化財団 音楽事業部
（せたおん）では、今年度も様々な公演
を企画しています。どうぞお楽しみに♪
※予定が変更される場合があります

音楽の
世界旅行

7月18日（日）・25日（日）　世田谷美術館 講堂

野村万作、萬斎、裕基　“狂言三代”でおおくりするシリーズ最新作

狂言劇場 その九『武悪』『法螺侍』／『舟渡聟』『鮎』

せたがやこどもプロジェクト2021せたがやこどもプロジェクト2021
《ステージ編》

《ワークショップ編》

7月28日（水）・29日（木）
世田谷パブリックシアター

7月30日（金）～8月1日（日）　シアタートラム
8月15日（日）　世田谷パブリックシアター

8月7日 （土）・8日（日 ・ 祝 ）　シアタートラム

8月8日（日・祝）　世田谷パブリックシアター 孫悟空×サーカス！

フォルモサ・サーカス・アート（FOCA）
『悟空～冒険の幕開け～』
映像上映＋現代サーカス公演（仮）

ダンス×音楽×現代サーカス

キネティックアート『TANGLE／タングル』

6月18日（金）～27日（日）   世田谷パブリックシアター
劇場空間に特設能舞台を設置し、狂言の多角的な魅力を提示してきた「狂言劇場」。今回は、野村万作か
ら萬斎へ、萬斎から裕基へ、初めて役が引き継がれる『法螺侍』、作家・池澤夏樹が書き下ろした、文学と
狂言の出会い『鮎』をはじめとするシリーズ初登場となるプログラムを、あらたな演出でおとどけします。

『武悪（ぶあく）』／『法螺侍（ほらざむらい）』
『舟渡聟（ふなわたしむこ）』／『鮎（あゆ）』

総合演出 野村萬斎　 野村万作　野村萬斎　野村裕基　石田幸雄／
深田博治　高野和憲　月崎晴夫　野村太一郎／岡聡史　中村修一　内藤連　飯田豪　石田淡朗　

S席（1・2階席） 8,200円　一般 S席 8,500円　A席（3階席） 6,500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　※聞こえにくい方のための
音声サポート、視覚障害者のための解説付き音声ガイド、字幕タブレットの貸し出しあり。詳細は劇場HPをご確認ください

6/1819   20   21   22   23   24    25     26   27   

12 00:
14 00:
17 00:
19 00:

休
演
休
演
休
演
休
演

＝収録のため客席内にカメラが
　入ります（6月26日（土））

A

A

BA

A

B
BA

B

Aプログラム

Bプログラム ©マチェイ・クーチャ

台湾発・アジアを代表するサーカスカンパニーによ
る、「西遊記」のはじまりの物語。破天荒なヒーロー
が飛んで回って大あばれ！迫力のパフォーマンスを
映像でぜひお楽しみください。

ジャンルを飛び越え自由自在に身体をあやつり、海外で
も活躍するKinetic Art。「あやとり」をモチーフにした
話題作を日本初公演！

7/30 31 8/1

14 30:
18 30:
19 00:
　＝終演後トーク＆
ディスカッション

※詳細は次号でお知らせします

『せたがや 夏いちらくご』

小学生・中学生・高校生のため
の演劇ワークショップ

『日野皓正 presents “Jazz for Kids”』

朗読劇
『この子たちの夏』1945・ヒロシマ ナガサキ

春風亭一之輔 他

日野皓正 他

振付・構成・演出 北尾亘　 富岡晃一郎　佃井皆美　福原冠　
田中美希恵　河内優太郎 他

4,300円　一般 4,500円／当日 5,000円　高校生以下 1,000
円／当日 1,500円　U24 3,500円　U25 3,500円／当日 4,000円
問 ゴーチ・ブラザーズ（Mailbaobab.k08@gmail.com

6809-7125 平日10:00～18:00）　
※3歳以下は保護者のひざ上のみ無料。4歳以上はチケットを
お求めください

脚本 古川健　演出 日澤雄介 浅井伸治　岡本篤　
西尾友樹　堀奈津美 他

4,000円　一般 4,300円／当日 4,500円　
U25 3,800円
問 劇団チョコレートケーキ

（Mail info@geki-choco.com
080-9080-1861 

平日11:00～18:00）　※未就学児入場不可

振付 山田せつ子　木佐貫邦子　矢内原美邦
衣裳 ひびのこづえ　音楽 SKANK／スカンク　
映像・美術 高橋啓祐

整理番号付自由席 　 3,800円　一般 4,000円　
高校生以下 2,000円　U24 3,000円
問 Nibroll　Mailnibroll.info@gmail.com　

080-4384-0925　
※未就学児入場不可

 6/5（土）
一般 6/6（日）

発売
開始

 5/28（金）
一般 5/29（土）

発売
開始演 劇

劇団チョコレートケーキ
第34回公演

『一九一一年』
7/10（土）
～18（日）

シ ア タ ート ラ ム

7/22   23   24    25    

13 00:
18 00:

6/16（水）発売
開始

学校のためのワークショップ2021

かなりゴキゲンな
ワークショップ巡回団

7/10 11   12   13   14   15   16   17   18

14 00:
19 00:

休
演

＝アフターアクトあり
（詳細は公式HPをご確認ください）

7/2 3   4

14 00:
19 00:

 5/26（水）
一般 6/4（金）12:00〜

発売
開始

せたがやミュージックフェス

せたがやミュージックフェス

異分野とのコラボレーション
-お話と音楽でおくる- 山と音楽

せたがやジュニアオーケストラ　
第12回定期演奏会

2/6（日）｜玉川区民会館（玉川せせらぎホール）

3/19（土）｜北沢タウンホール

3/5（土）｜成城ホール

3/28（月）｜ミューザ川崎シンフォニーホール

コトコトさんのドレミ図書館
～耳をすますと きこえてくるよ♪～
※5月公演は中止・延期

シリーズ和・華・調  第4回　
沖縄伝統芸能特別公演  
美
ち ゅ

らなる島のうたと踊り

5/29（土）｜成城ホール

7/18（日）・25（日）｜世田谷美術館 講堂

音楽の世界旅行

宮川彬良のバラエティコンサート

室内楽シリーズ　
砂川涼子 ソプラノ・リサイタル

せたがやジュニアオーケストラ
オータムコンサート

Discovery Setagaya Sounds #1　
井上鑑 Try and Groove

9/23（木・祝）｜北沢タウンホール

11/20（土）｜成城ホール

11/28（日）｜烏山区民会館

12/18（土）｜玉川区民会館（玉川せせらぎホール）

2022年

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」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

©鈴木義明

宮川彬良　©Daisuke 井上鑑砂川涼子 池辺晋一郎西江喜春

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

2021年度

せせたたおおんん
イイべべンントト



　

〒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

〒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5月25日4

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
■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～

第71回世田谷区民体育大会
■サッカー競技（中学生大会）
7月18日（日）～8月8日（日） 9:00～　
二子玉川緑地運動場 他

2,000円／チーム　 所定の申込書を区

一般1,200円／65歳以上1,000円／高校・
大学生800円／小・中学生500円

　※障害者割引あり

フ ィ ン ラ ン ド の 巨 匠 建 築 家、ア ル ヴ ァ・ 
アアルトと、同じヴィジョンをわかち合った
妻、アイノ・アアルト。二人の協働と創造の軌
跡をたどります。
日時指定予約のお願い  ※詳細HP参照　

・ あらかじめ当館HPまたは右の
QRコードより日時指定券をご購
入ください

・ アーツカードなど各種割引をご
利用される方も、日時指定予約が必要です

・ 当日券は指定時間枠の定員に空きがある場合
のみ、当館受付にて販売します

・未就学児はご予約の必要はありません
・お電話でのご予約は受け付けておりません

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　
※企画展チケットでご覧いただけます

日本の現代美術を語るうえで常に重要な位置
を占める高松次郎、若林奮、李禹煥。この三人
は「版」による表現にも取り組みました。それぞ
れの版画作品は、その制作活動の全体と深く結
びついているようです。現代作家による「版」の
世界を、お楽しみください。

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

今年、生誕120年を迎え
る向井潤吉。明治から平
成の時代を歩んだその人
生と80年におよぶ画業
を、初期から晩年までの
作品で辿ります。あわせ
て、向井が手がけた書籍
の装幀や表紙画、着物の
帯など、向井潤吉のデザ
インの仕事を特集します。

洋画家・宮本三郎（1905-1974）の画業を、年
間を通して2期に分けてご紹介いたします。第
1部では、画家と
しての出発から初
の渡欧期の作品、
また従軍画家とし
ての仕事や、戦後
にみつめた故郷の
風景までをご紹介
します。

線と色面のみによる表現で、
ものの形態を写すことに捉わ
れない独自の抽象芸術を探求
した画家・清川泰次（1919-
2000）。本展では、清川の作
品における「線」に着目し、絵

清川泰次記念ギャラリー

サービスもあります。（プール教室は開催いた
しません）

プログラムにより異なります　 7,800円～　
先着順　

※6月1日9:00からの募集となります
※詳細はスポーツ振興財団ホームページ参照か
施設にお問合せください
※総合運動場体育館・大蔵第二運動場のコー
ス型フィットネス教室は6月25日9:00より募集
予定です

 4種目メドレーチャレンジ
6月9日～30日　毎週水曜

11:00～11:50（全4回）　総合運動場温水プール

高校生以上　 先着20名　 3,200円　
　

 元気なシルバーいきいき
トレーニング　池尻コース

7月9日～9月24日　※除外日あり　毎週金曜（全10回）
A9:30～10:30 B11:00～12:00
池尻小学校第2体育館　多目的室

腰痛・肩こりの改善や脳トレなど、楽しく運動
を行います。

60歳以上の方で医師に運動を止められてい
ない方　 先着各12名　 10,000円

 千歳コース型フィットネス教室
7月～9月　千歳温水プール

3ヶ月継続して運動します。親子体操・ヨガ・
ピラティス・骨盤ストレッチなど。一部託児

サッカー協会HP（ http://setagayaku-fa.
com/）からダウンロードし、必要事項を記入の
うえ以下メールアドレスへ添付送信　 6月28
日（必着）　 info@setagayaku-fa.com
※代表者会議は7月3日（土）18:30～成城ホー
ル4階集会室E
■ゴルフ競技
7月8日（木）　よみうりゴルフ倶楽部

［種目］18ホールストロークプレー（新ペリア
方式）　 4,000円（別途プレー代17,600円）　

区ゴルフ連盟HP・ハガキ・FAX（生年月日、
性別も明記）　 6月8日（必着）　

区ゴルフ連盟・服部（〒157-0067 喜多見
7-27-15  3417-6619）　
※区ゴルフ連盟の新型コロナウイルス感染症予
防対策にお一人おひとりご同意いただく必要が
あります

展覧会
宮本三郎、画家としてⅠ：

はじまりから 戦争を経て 1920s-1950s
9月26日（日）まで

展覧会
生誕120年 向井潤吉の歩みと作品

─ デザインの仕事を加えて
9月26日（日）まで

展覧会
清川泰次　線と立体表現

9月26日（日）まで

《ばらの花をもつ女
（ルノワールの摸写）》

1927年

《Painting No.3799》1999年

ミュージアム コレクション

《エトルタの海》1939年頃

世田谷美術館および分館（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）は新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、5月31日（月）まで臨時休館いたしま
す。最新情報はホームページにてお知らせいたします。

画と、鏡面仕上げのステンレスを用いた立体作
品を併せてご紹介します。

ホームページの動画ページが見やすくなりました
展覧会やパフォーマンスなど、多彩な活動を紹介する「世田美チャンネル」、ジュ
ニア（小学校高学年～中学生）向けの「セタビチャンネルJr.」、美術大学通信講座
ほか、約50本の動画を公開しているホームページのデジタルコンテンツのペー
ジが見やすくなりました。おうちでも動画でお楽しみください。

※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

6/1～6 第5回世田谷水墨画展 第16回地球色展
6/8～13 鈴木聖展 　　　
6/15～20 第25回水彩画の会“美匠”展覧会 ファミリーアート展

6/22～27
環境ポスターコンクール作品展

交響画展（Symphonic Art Exhibition）
じゆうに１２

※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

本展会場の展示風景 撮影：上野則宏

高松次郎《アンドロメダB-1》1989年 スクリーンプリント
 The Estate of Jiro Takamatsu蔵
©The Estate of Jiro Takamatsu,

 Courtesy of Yumiko Chiba Associates

企　画　展 

アイノとアルヴァ 二人のアアルト
フィンランド ── 建築・デザインの神話

6月20日（日）まで　1階展示室

ミュージアム コレクションⅠ
驚異の三人!!　高松次郎・

若林奮・李禹煥 ─ 版という場所で
6月13日（日）まで　2階展示室

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

総合運動場体育館、総合運動場温水プール、千歳温水プール

6月1日（火）～20日（日）募集期間 6月1日（火）～27日（日）展示期間

父の日似顔絵展
～お父さんの似顔絵を描こう！～

FAT H E R ' S  D AY

小学生以下　 無料
専用の用紙（対象施設にあり）にお父さんの似顔絵を描き、

各施設受付へ
　

※展示終了後、参加賞を進呈します

スポーツ教室

5月12日（水）より
屋外施設の利用及び教室開催を再開しました。

引き続き、

屋内施設の利用及び教室開催は5月31日（月）まで

休館・休止とさせていただきます。

なお、緊急事態宣言の状況により、変更となる場合があります。

詳しくはホームページをご覧ください。

重要

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
6/1～6 世田谷美術大学20期自由創作会展

6/8～13 恭泉書道会作品展　※公開は６月９日（水）から

6/15～20 成城油彩グループ展

6/22～27 第６回　アトリエ.ＳＡＮＡＥ　トールペイン
ト作品展

※ 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（6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・FAX5.25 TUE 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。


	sj_2105_01_nou
	sj_2105_02_nou
	sj_2105_03_nou
	sj_2105_04_nou

