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本紙は8月17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。
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暮らしと時代を映す玩具展
子どもは大人の生活を模倣してあそびを生み出してきました。ゆえに玩具には、
世の中の流行や、人々の暮らしが色濃く映し出されています。
本展では、監修者・春日明夫氏のコレクションから、アメリカの玩具メーカー、

フィッシャー・プライス トイズ
（現・フィッシャープライス®）
の製品を中心に、
約150点を展示し、玩具をとおして外国の暮らしや文化を紹介します。

❸

また同時代の日本の玩具も一部展示しながら、
異なる社会や文化のもとに生まれた玩具の歴史もあわせて振り返ります。

❺

❹

9 7 火 12 19 日

❻

9:00- 20:00 月曜休み（9/20 祝 のぞく）

生活工房ギャラリー
三軒茶屋・キャロットタワー3階

❽

¥ 入場無料

❼

❶ Two Tune Music Box TV 1966年 ❷ Cackling Hen 1958年 ❸ Chatter Telephone 1962年
❹ Tiny Teddy 1955年 ❺ Gabby Goofies Female Version 1963年 ❻ Big Bill Pelican 1961年
❼ F.P Cash Register 1961年 ❽ Bizzy Bunny Cart 1957年
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せたがや文化財団

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1

世田谷区スポーツ振興財団 〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1

5432-1501

3417-2811

開催中〜9月20日（月・祝）
詳細は P2
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
観覧料

世田谷文学館

2階展示室

イラストレーター

安西水丸展

へ

※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

https://www.setagaya-bunka.jp/
https://www.se-sports.or.jp/

割 引
引換券

主催：公益財団法人せたがや文化財団 生活工房

問 5432-1543

監修：春日明夫（東京造形大学名誉教授）
後援：世田谷区、世田谷区教育委員会

詳細は P2 へ

今だからこそ、文化・芸術に

ご支援のお願い
詳しくはこちらのQRコードから

世田谷美術館 1階展示室 9月4日
（土）
〜11月7日
（日）
まで
「塔本シスコ展 シスコ・パラダイス かかずにはいられない！人生絵日記」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
観覧料

詳細は P4 へ

※本券をご利用される方は、当日受付にて当日券をご購入ください。ただし、来場時に予定数の販売が終了している場合があります

〒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）
https://www.setabun.or.jp/
［休館日］毎週月曜日
（月曜日が祝·休日の場合は翌日）

LITERATURE

世田谷 文学館

※小・中学生は、土、日、祝・休日、夏休み期間、
「コレクション展」
の観覧料は無料です

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。お出かけ前にHPや電話で開催情報をご確認ください。

企 画 展

世田谷文学賞 作品募集！

イラストレーター 安西水丸展
開催中～9月20日
（月·祝） 2階展示室
※会期が延びました

1970年代より小説、漫画、絵本、エッセイや
広告など、多方面で活躍したイラストレーター
安西水丸の大規模回顧展。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

コレクション展

受贈記念

■部門・規定枚数

① 短 歌 ② 俳 句 ③ 川 柳＝ハガ キの 裏 面 に3首
（句）
連記④詩＝400字詰原稿用紙3枚以内
⑤エッセイ＝400字詰原稿用紙15枚以内
※各部門1人1通。日本語で書かれた未発表のオリジ
ナル作品に限る
※同人誌やウェブ上で公開された作品は既発表作品
に該当し、応募できません
※作品はすべて黒のペン、またはパソコンで楷書・縦
書き
※川柳部門では、ステイホームなど新しい生活様式の

夷齋先生・石川淳

世田谷文学館開館25周年記念事業

台湾交流ミニイベント

開催中～9月26日
（日） 1階展示室
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
※障害者割引あり

名と住所）⑥電話番号⑦友の会会員の方は会員
番号⑧お持ちの方はFAX番号・メールアドレ
※詩・エッセイ部門は、作品本編にページ数を記入。 スを明記し、当館
「世田谷文学賞」係へ郵送。
中で感じた思いを詠んだ作品のための特別賞を設けま

す

タイトルをつけ、ダブルクリップ留め。パソコン原稿の

※応募作品の訂正、差し替え、返却不可。入賞作品の

場合は無地A4用紙を横置きにして20×20字で片面

複製権
（第一出版権）
は主催者に帰属

印刷。パソコン使用の場合も縦書きで、400字詰換算
枚数も明記

■応募資格

世田谷区または群馬県川場村在住・在勤・在
学者と、世田谷文学館友の会会員（区外在住の
方も可）

■応募方法

9月1日 ～14日
（必 着）まで に 別 紙（短 歌・ 俳
句・川柳部門はハガキの表面）
に①応募部門②
住所③氏名
（本名・ペンネーム共にふりがな）
④年齢⑤職業
（区内在勤・在学者は会社・学校
1階文学サロン

無料

■オンライントークイベント「日本語で
読める絶対面白い台湾の本」

9月11日
（土）18:30～19:30
■ライブラリー〈ほんとわ〉台湾特集
太台本屋 tai-tai books 店長＆店員
ビデ
9月4日
（土）
～10月14日
（木）10:00〜18:00
オ会議ツール「Zoom」アプリをPC（推奨）
、タブ
1階ライブラリー〈ほんとわ〉
レット、スマートフォン等にダウンロードして参
無料
加
（詳細は申込返信時にお知らせします）
■サロン展示「台湾はどんな国？」
（台湾・
先着50名
無料
世田谷文学館HPよ
世田谷交流バナー）
り申込フォームにてお申込みください。8月25
9月4日
（土）
～10月14日
（木）10:00〜18:00
日10:00より募集開始

Intercultural Center

せたがや国際交流センター
多文化理解講座 ─ 第6回 ─

10月9日
（土）
午前の部 10:00～12:00 午後の部 14:00～16:00
（午前・午後、同じ内容です） 5Fセミナールーム

5432-1538

■選考委員

短歌：草田照子・佐佐木幸綱
俳句：高橋悦男、西村和子
川柳：おかの蓉子・速川美竹
詩：三田 洋・渡辺めぐみ
エッセイ：鴻巣友季子・堀江敏幸

■期間限定ポップアップストア「台湾雑
貨、お茶＆スイーツの販売」

9月18日
（土）
、19日
（日）11:00～17:00

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー2F
5432-1570
https://crossing-setagaya.com
［開館時間］10:00〜18:00 ［休館日］毎週月曜日

パネル展示

展示中〜9月12日
（日）
まで
2Fせたがや国際交流センター
世田谷区はアメリカ合衆国のホストタウン・共生社会ホストタ
ウンです。これまでに行わ
れてきた区民の皆さんと選
手との交流イベントの様子
等を館内に展示していま
す。どうぞお気軽にお立ち
寄りください。
無料

講座、イベント等へご来場の際は、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。新型コロナウイルス感染症の状況により
変更となる場合があります。最新の情報はHPをご覧くだ
さい。

〒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
企 画 展
色覚を考える展

ヒトと動物の色世界
開催中～8月29日
（日）
月曜休み
9:00～20:00 3F生活工房ギャラリー
生き物の「色覚」をテー
マ に し た、ア ートと テ
クノロジーの融合によ
る 体 験 型 展 覧 会。動 物
の色世界を再現したVR
映 像、紫 外 線 や 赤 外 線
を利用したアート作品
など、色覚の多様性と仕
組みについて楽しく学
ぶことができる作品を
展示しています。
無料

点を展示するとともに、同時代の日本の玩具約
40点もあわせてご紹介します。
入場無料
※1面も併せてご覧ください

【展示構成
（予定）
】
◆玩具とはなんだろう
◆アメリカ合衆国のこと
◆フィッシャー・プライス トイズの歴史
◆玩具の材料やデザインの変遷
◆同時代の日本の玩具

先着50名
500円
8月25日10:00より
オンラインにて受付。詳細は生活工房HPをご覧
ください。

2ワークショップ「たのしくダンスする
ハンペルマン人形をつくろう」

11月7日
（日）①13:00～14:30 ②15:30～
17:00 生活工房5F
フィッシャー・プライス トイズのプルトイに
ちなみ、ひもを引くと手足が動くハンぺルマン
人形をつくります。保護者とご参加ください。
春日明夫
（東京造形大学名誉教授）
5歳以上～小学3年生の児童とその保護者、2
人1組
各回抽選20組
500円
オン
ラインにて受付。
詳細は生活工房
HPをご覧くださ
い。
10月24
日
（必着）

Looky Chug Chug 1949年

次回企画展
春日明夫コレクション

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）
～12月19日
（日）
9月20日
（祝）
をのぞく月曜休み
9:00～20:00 3F生活工房ギャラリー
フィッシャー・プライス トイズの製品を中心に、
戦前から戦後にかけてのアメリカの玩具約110
2021年8月25日

※冊子の販売はいたしません

USAホストタウン交流のあゆみ

DESIGN

2

本紙12月25日号に掲載。入賞者には11月末
までに直接通知。入賞作品は2022年3月発行
の冊子「第36回世田谷文学賞」
に掲載。

8月25日10:00より受付開始。電話
（10:00～18:00）または
申込フォームで
≪予告≫ 多文化理解講座 第7回 11月6日
（土）
▶︎詳細は次号でお知らせいたします。

『世界のTea Timeを比べてみよう』

お茶の楽しみ方は千差万別。
日本でお茶といえば緑茶をイメージする人が多く、茶道といっ
た文化もありますが、海外のお茶文化は、世界各地でそれぞれ
の発展をしてきました。今回は、日本と世界のお茶文化の違い
について学べる講座です。外国に在住歴のある日本人をパネリ
ストとしてお迎えする他、野外で行う小さな
お茶会
（野点）の活動をされている先生や、外
国人の映像出演など、それぞれのお茶文化の
お話しをお楽しみください。
せたがや和文化国際交流会
先着15名／回
500円
（中学生以下無料）

■入賞者発表

関 連 企 画

1レクチャー
「アメリカ玩具とキッズデザインの100年」
10月3日
（日）14:00～15:30 生活工房5F
春日氏は長らく造形教育に携わる中で、研究資
料として世界中の玩具を収集してきました。今
回はその中から、アメリカの玩具のデザインや
造形性の変遷、その社会的背景などを中心にお
話をうかがいます。
春日明夫
（東京造形大学名誉教授）
申込

6歳女児の作品

生活工房アレコレ2021

8ミリフィルム常設上映

毎月8日入替で連続上映中
祝休日を除く月曜休み 9:00～20:00
３F生活工房ギャラリー付近
（主に室内階段下）
市井の暮らしの記録・8ミリフィルムのデジタ
ル公開・活用を行うプロジェクト「穴アーカイ
ブ」
の一環として、昭和の映像を月替わりで
“小
さく”
上映中です。
歳時記にあわせて映像を入れ替えながら、ご
来場の方々から映像をきっかけに思い出した
エピソードを募ります。9月8日から上映する
映像は、昭和37（1962）
年9月16日に撮影さ
や ぶ さ め
れたホームムービー
『流 鏑馬』です。撮影場所
は鎌倉の鶴岡八幡宮。
なお、収集・公開中の他の映像
（計84巻）は、
ウェブサイト「世田谷クロニクル」でご覧いた
だけます。
無料
［企画制作］
remo[NPO
法人 記録と
表現とメディ
アのための
組織]
『流鏑馬』
（昭和37年）

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。

①イベント名
（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
▲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 ②住所 ③氏名
（ハガキ・FAX・
メールの申込み）
記入方法
●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

〒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/

MUSIC

音楽事業部

チケットの申込み 世田谷パブリックシアターチケットセンター

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。

せたおんより 皆さまへ

砂川涼子
ソプラノ
・リサイタル
室 内 楽 シ リ ー ズ

発売
開始

先月、世田谷美術館 講堂にて開催した本公演は計
4回、いずれも満席となりました。演奏は、せたがや
ジュニアオーケストラ
（SJO）の各セクションによるア
ンサンブル。それぞれが進行に工夫を凝らし、世界の
音楽を披露しました。
7/18の＜金管・打楽器＞では華やかなブラスサウ
ンドが響き、打楽器の原点・アフリカ民族楽器も登

砂川涼子（ソプラノ） 園田隆一郎（ピアノ）
R.シュトラウス：朝 op.27- 4
R.レオンカヴァッロ：朝
O.レスピーギ：六つの抒情詩 第2集より
「夜」
A.ドヴォルザーク：歌劇《ルサルカ》op.114より
「月に寄せる歌」 他
※未就学児入場不可
3,500円 一般 4,000円

場し、盛りだくさんの内容に。＜木管＞ではイギリス

世田谷パブリックシアター

合った演奏で、会場は重厚な響きに包まれました。

《公開期間》
2021年10月31日まで

11月にはSJOオータムコンサートも予定していま
す。どうぞご期待ください！

世田谷パブリックシアターチケットセンター

チケットの申込み

https://setagaya-pt.jp/

5432-1526

5432-1559

5432-1515
（10:00〜19:00）

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では劇場ガイドラインに基づき新型コロナウイルス感染拡大予防のために対策を講じて公演・ワークショップを行います。
必ず事前に劇場HPにて詳細をご確認の上、チケットのご購入・ご来場をお願いします。

ご来場の皆さまへ

『愛するとき 死するとき』

発売
開始

オンライン劇場ワークショップ

9/18（土）
一般 9/19（日）

「あっちこっちつながってみよう」

どこでも劇場

11月14日
（日）
～12月5日
（日） シアタートラム

おうちにいながら誰かとおしゃべりしたいから、
おうち時間を少しでも楽しく過ごしたいからーー
世田谷パブリックシアターが、オンラインでの演劇ワークショップを初開催！

社会主義体制が永遠に続くかに見えた時代の若者と愛情の物語を、小山ゆうな
翻訳・演出、シアタートラム初登場となる浦井健治らの出演でお届けします。
作 フリッツ・カーター

翻訳・演出 小山ゆうな 音楽・演奏 国広和毅
浦井健治／前田旺志郎 小柳友 篠山輝信／岡本夏美 山㟢薫／高岡早紀
7,300円 一般 7,500円 高校生以下 3,750円 U24 3,750円

休演

14:00
16:00
18:00

休演

休演

※1申込みにつき1公演2枚まで
11/14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3012/1 2 3 4 5
※未就学児入場不可
※高校生以下は当日要証明書提示 13:00

発売
開始

『ゴールドシャワー』

9/10（金）
一般 9/12（日）

9月7日（必着）

大人向けプログラム～美術とつながる／真似してつながる～
『あなたもなりきりミュージアム!?』
日程 10月10日
（日）～17日（日）17:00～19:00（全3回）

9月27日（必着）

※詳細・お申込みは劇場HPをご覧ください

発売
開始

『フィアース 5 』

8/28（土）
一般 8/29（日）

10月9日
（土）～11日
（月） 世田谷パブリックシアター
現代サーカス界の次世代を担う、若きサーカスアーティストたちによる日仏
コラボレーション。新たに5つの魂が雄叫びをあげる！

コンテンポラリーダンス界の寵児フランソワ・シェニョー
と、舞踏界のレジェンド麿赤児が贈る、当代きっての魂の盟
約――。日仏両国で異彩を放つ2人の夢の競演による、待望
の日本初演！

ラファエル・ボワテル
ジュリエッタ・サルツ
皆川まゆむ 長谷川愛実 杉本峻 目黒陽介 吉川健斗
山本浩伸 安本亜佐美
おとな 3,500円／こども（4歳〜高校生、当日要証明書）1,500円
10/9 10 11
一般 おとな 4,000円／こども 2,000円 U24 2,000円
構成・演出

リハーサルアシスタント 吉田亜希

フランソワ・シェニョー 麿赤児
4,300円 一般 4,500円 高校生以下 1,500円
U24 2,250円
構想・出演

10/15 16 17

15:00
19:00

5432-1526

世田谷アートタウン2021関連企画 French Circus Focus 2021
フランス×日本 現代サーカス交流プロジェクト

10月15日
（金）
～17日
（日） 世田谷パブリックシアター

※1申込みにつき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

学生向けプログラム～世界とつながる／トークでつながる～
『おしゃべりからはじめよう～海外に住んでいる人編～』
日程 9月18日
（土）～20日（月・祝）17:00～20:00（全3回）

問 世田谷パブリックシアター学芸

世田谷アートタウン2021関連企画
日仏国際共同制作ダンス公演

※1申込みにつき1公演4枚まで ※3歳以下は保護者のひざ上のみ無料 15:00
19:00
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です

©ADELAP

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

撮影：後藤武浩

シ ア タ ート ラ ム

11/20（土） 『古武道文化祭～霜月の交響曲
（シンフォニー）～』

発売
8/30（月）
開始 一般 8/31
（火）

KOBUDO－古武道－
（古川展生：チェロ／妹尾武：ピアノ／藤原道山：尺八） ※ゲストあり
11/20

※高校生以下は当日要証明書提示

15:30

シ ア タ ート ラ ム

演劇

10/28（木）
～11/7（日）

横山拓也
モロ師岡 杉田雷麟 清水直子
橋爪未萠里 ザンヨウコ 平塚直隆 長橋遼也 鈴木こころ
作・演出

発売

古家優里 協力 荒井良二
（絵本作家）
古家優里 三輪亜希子 松岡綾葉 長谷川風立子 加藤未来 仁科幸
整理番号付自由席
3,700円 一般 前売 3,800円／当日 4,000円
高校生以下 1,500円 U24 2,500円 親子ペア（一般＋3歳～高校生）4,500円

8/26（木）
一般 8/27（金）

演出・振付

9/23 24 25 26

14:00
18:00
19:00
＝前夜祭

※9/23（木・祝）前夜祭（前売・当日1,000円）あり

問 プロジェクト大山
（
090-4430-7394）
※3歳未満のお子様はご入場いただけません
※3歳のお子様は保護者のひざ上での鑑賞無料。
お席が必要な場合はチケットをお買い求めください
※高校生以下は当日要証明書提示

10/28 29 30 3111/1 2 3 4 5 6 7

13:00
14:00

4,700円 一般 前売 5,000円／当日 5,500円
18:00
19:00
高校生以下 1,000円 U25 2,000円
問 サンライズプロモーション東京
（
0570-00-3337 平日12：00～15：00）

※1申込みにつき1公演4枚まで

プロジェクト大山 15周年記念『グッバイ！キャラバン』 開始

発売
9/24（金）
開始 一般 9/26
（日）

iaku『フタマツヅキ』

※未就学児入場不可

休演

7,300円 一般 7,500円 高校生以下 2,000円
3478-9999 平日12:00～17:00）

問 キャピタルヴィレッジ
（

9/23（木・祝）
〜 26（日）

https://www.setagayamusicpd.com/event/4145.html

の＜弦楽＞は作曲家の出身地を名曲で巡る旅。息の

〒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

THEATRE

ダンス

公演の一部をYouTubeにて公開しています。
ぜひご覧ください。

と日本の民謡を柔らかな音色で楽しみました。7/25

砂川涼子 ©Yoshinobu Fukaya

©Fabio Parenzan

※未就学児入場不可

検索

音楽の世界旅行

9/1
（水）

沖縄出身で、世田谷にもゆかりのある日本を代表するソプラ
ノの待望のリサイタル！ 聴くものの心を震わせる歌声は高い
人気を誇ります。歌曲からオペラ・アリアまで、選りすぐりの
名曲をお楽しみください。

音楽

せたおん

公 演 報 告

11/20（土）15:00 成城ホール

園田隆一郎

5432-1515
（10:00〜19:00）

※高校生以下・U25は当日要証明書提示

シ ア タ ート ラ ム
演劇

10/9（土）
・
10（日）

SACミュージカル『怒羅吸羅』

脚本・構成・演出・振付 渡部朱美

SACメンバー

振付・ダンス指導

柳川なつ未

作曲・歌唱指導

前売 1,800円／当日 2,000円 小学生以下・幼児 無料

秦朋子

※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取扱いはございません
※チケット取扱いはSAC事務局
070-6985-3933、 3429-2194、Mail sac-musical@
10/9 10
y-mobile.ne.jp（件名を
「チケット予約」
として、希望回の時間・氏名・連絡先を記載の上、
ご予約
:
13
00
ください）

問 SAC事務局
（

17:00

070-6985-3933）

新型コロナウイルスの影響により、掲載している公演・ワークショップの内容やチケット発売について変更となる場合がございます。最新情報は劇場HPをご確認ください。
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。
世田谷パブリックシアター友の会

（定員あり・要予約）
車椅子スペースあり

会員先行予約・割引あり
（公演により異なります）

凡例

出演

講 講師

対象

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

定員

料金

申込み

締切

問合せ先

（定員あり・要予約）
託児サービスあり
生後6カ月～9歳未満対象／料金：2,200円
申込：ご希望日の3日前の正午までに劇場受付

せたがやアーツカード会員先行発売・割引対象（前売のみ）
5432-1526へ

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

2021年8月25日
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〒157-0075 世田谷区砧公園1-2

ART

世田谷 美 術館

＊小・中学生は、土、日、祝･休日、夏休み期間、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

企 画 展
塔本シスコ展 シスコ・パラダイス
かかずにはいられない！人生絵日記
9月4日
（土）
～11月７日
（日） 1階展示室
50代から独学で油絵を始め、自宅の四畳半
をアトリエに、自由奔放に描いた塔本シスコ
（1913–2005）
。人生を丸ごと絵日記に描き
出すかのごとく、日々の暮らしを題材に、キャ
ンバスのみならず、空箱やガラス瓶、はては
しゃもじにまで、よろこびあふれる創造のエネ
ルギーを発散しました。本展では200点を超え
る 作 品をとおして、自分らしく描きつづけた
塔本シスコの自由
な創作の世界をご
紹介します。
一 般1,000円 ／
65歳 以 上、高 校・
大学生800円／小・
中学生500円

《絵を描く私》
1993年

※障害者割引あり

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）

日時指定券ご購入のお願い ※詳細HP参照

・あ らかじめ当 館HPまたは右の
QRコードよりご購入ください
・オンラインでのご購入が難しい
方およびアーツカードをご利用
の方には、当日券の入場枠を設けています。当
日受付にてご購入ください。ただし、ご来場時
に予定数の販売が終了している場合があります

ミュージアム コレクション

一般200円／高校・大学生150円／65歳以
※障害者割引あり
上、小・中学生100円
※企画展チケットでご覧いただけます

世田谷美術館 区民ギャラリー

ミュージアム コレクションⅡ

期 間

それぞれのふたり 大沢昌助と建畠覚造
9月11日
（土）
～11月21日
（日） 2階展示室
洋画家・大沢昌助（1903–1997）と彫刻家・
建畠覚造（1919–2006）
。分野は違いますが、
ともに写実的な具象から出発し、新しい表現を
求め抽象へと展開した芸術家
でした。それぞれ独自の抽象
世界を切り拓いた二人の作品
をご紹介します。
大沢昌助
《類推
（青）
》
1981年

令和3年度
世田谷区民絵画・写真展 作品募集

区民ギャラリーB
the CCC作品展
（30周年記念）
高橋幸子 百人一首・古都風景・作品展
（10日〜公開）

第七回創の会 和紙造形展
（8日〜公開）

9/7〜12

ムラカミチュウ展 生誕50周年記念大博覧会

第9回桜丘写友会写真展

第27回 青人会展
世田谷美術大学21期生作品展

第22回パレット９９絵画会

9/14〜19
9/20〜26

空蝉の色相 西山均作品展

アート・ジャムin世田谷

休館日：21日
（火）

Les liens d'amitié 絆展

※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

世 田 谷 美 術 館 分 館
［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）
※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

向井潤吉アトリエ館

新型コロナウイルス感染症対策のためこれま
で隔年で行ってきた写真展と絵画展を統合し、
従来の募集方法を大きく変更した区民展を開
催します。
［募集テーマ］絵画部門：①人物 ②生きもの
③写生 ④静物 ⑤心象 ⑥年中行事・生活 ⑦そ
の他 写真部門：自由
［出品規定］絵画：70×80㎝以内
（額装含む）
写真：A4サイズ
［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
（絵画部
門は15歳以上）
［応募方法］
事前に申込書と作品の写真を提出
していただき
（11月10日
（水）
締切）
、展覧会直
前に実際の作品を美術館へお持ち込みいただ
きます
（12月25日
（土）
、26日
（日）
）
［展覧会］
2022年1月4日
（火）
～7日
（金）

宮本三郎記念美術館

5450-9581
〠154-0016 世田谷区弦巻2-5-1
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

展覧会

5483-3836
〠158-0083 世田谷区奥沢5-38-13
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

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

宮本三郎、
画家としてⅠ：
はじまりから 戦争を経て 1920s-1950s

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
《天長節蘭貢への途上
集します。
（軍用機内無線士）
》
1944年

洋画家・宮本三郎
（19051974）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 《ピアノ》1945～48年頃
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。

開催中～9月26日
（日）

開催中～9月26日
（日）

清川泰次記念ギャラリー

※1月8日
（土）
～2月末までオンライン公開を予定
※詳細および要項・申込書は当館HPにて公開。当
館 および 分 館、区 役 所、支 所、出 張 所、図 書 館、
区民センターなどへの配布は10月中旬より

〠157-0066 世田谷区成城2-22-17

3416-1202

展覧会

開催中～9月26日
（日）

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー

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、絵画と、鏡面仕

発熱や風邪、味覚・嗅覚障害の症状等のある方、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。

http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

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。

清川泰次 線と立体表現

区民ギャラリー利用申込受付 2022年4月～9月の区民ギャラリー前期分
利用申込受付
（世田谷美術館）
［受付日］10月2日
（土）
・3日
（日）10:00～16:00
［受付場所］創作室 ＊今回は清川泰次記念ギャラリーでは受付を致しません
［抽選会］講堂 10月24日
（日）
受付10:00～、抽選会開始10:30～ ※詳細は受付時にご案内します
入館の際の
注意事項

区民ギャラリーA

2021グレートリープ選抜展

8/31〜9/5

開催中〜8/29

※公開は9月1日
（水）
から

ねこじゃらし展
1616会 第16回グループ展
アトリエ野ばら 生徒作品展
［Art Brut］

9/7〜12
9/14〜19
9/20〜26

《Stainless Object No.4291》
1989年 撮影：上野則宏

※9月21日
（火）
は休館日

※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）

SPORTS

世田谷区スポーツ振 興 財団

8.25 9:00
WED

申込

当財団ホームページから申込み
（要登録）

スタート

スポーツ教室・イベント

世田谷246オンラインハーフマラソン
〔開催期間〕
11月6日
（土）9:00～13日
（土）23:59

［エントリー期間］
9月1日
（水）
～30日
（木）
1500名（先着）

本気のBODYmakeプログラム
2nd SEASON
10月4日
（月）
～12月27日
（月） 毎週月曜・木曜
①午前コース 月 9:45～11:45、木 10:45～11:45
②午後コース 月 13:00～15:00、木 12:15～13:15
（①②とも全25回） 大蔵第二運動場休憩所2階

3ヶ月で結果をだすために筋トレ・有酸素運
動・測定・食事指導を取り入れたパーソナル
トレーニング。
高校生相当以上の女性
抽選各6名
月19,500円 ×3ヶ 月
（別 途 入 会 金20,000
円）
9月5日
（必着）

4


烏

凡例

出演

講 講師

千歳温水プール
「健康測定会」

9月20日
（月·祝）10:00～12:00
（最終受付11:30） 千歳温水プール集会室

60歳以上の方とそのご家族
当日受付

はじめようスイミング
①太子堂中学校温水プール ②烏山中学校温水プール

先着30名

8,000円

ジュニア水泳教室

小学生

先着30名

先着30名

8,000円

9月24日
（金）11:00～11:50

各先着順

高校生相当以上
当日受付

②レベルアップクロール

9月29日
（水）10:00～10:50

申込み

先着各20名

330円

苦手克服！ワンポイントアドバイス

③シルバー健康水中ウォーキング

料金

10月～12月
総合運動場・総合運動場温水プール・
千歳温水プール

9月18日
（土）
・25日
（土） ※雨天中止
11:00～12:00
（受付10:30～）
千歳温水プール地下１階サンクンガーデン

①ベーシッククロール

定員

12,500円

青空太極拳教室

総合運動場温水プール
コース型教室体験会

9月29日
（水）11:00～11:50
いずれも総合運動場温水プール
①②高校生相当以上③60歳以上
20名
800円

抽選30名

コース型フィットネス教室

レベルアップスイミング

対象

レディースフットサル

6,400円

10月7日～11月25日 毎週木曜
10:00～12:00
（全８回） 烏山中学校温水プール

18歳以上

①月曜コース 9月27日～11月15日
②火曜コース 9月28日～11月16日
18歳以上の女性
各抽選20名
20,700円

18歳以上の女性

9月30日
（木）11:00～11:50
総合運動場温水プール

各先着

締切

高校生相当以上

3417-0013
3322-6617
問合せ先

先着10名

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。

シルバー健康水中ウォーキング
10月6日～27日 毎週水曜 11:00～11:50
（全4回） 総合運動場温水プール

60歳以上

先着15名

3,200円

10月3日～11月28日 ※除外日あり 毎週日曜
9:00～11:00
（全8回） 大蔵第二運動場テニスコート

10月7日～11月25日 毎週木曜 10:00～11:30
（全8回） 総合運動場体育館

10月8日～11月26日 毎週金曜 16:30～18:00
（全8回） 太子堂中学校温水プール

https://www.se-sports.or.jp/

ソフトテニス教室

9:20～10:40
（全8回） 総合運動場テニスコート

10月5日～11月30日 毎週火曜
（11月23日は除く）10:00～12:00
（全８回）

18歳以上

無料

レディーステニス

65歳以上
（健康運動室は60歳以上）
①
②
③太 ④玉 ⑤烏 ⑥梅

〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1

3417-2813

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

敬老の日イベント お孫さんとご一緒に！
！

9月20日
（月·祝）9:00～21:00
①総合運動場温水プール
②千歳温水プール
（健康運動室含む）
③太子堂中温水プール ④玉川中温水プール
⑤烏山中温水プール ⑥梅丘中温水プール

総合運動場
3417-4276
3417-1734
総合運動場温水プール
3417-0017
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

2021年8月25日

ハガキ・FAX

敬老の日イベントプール無料開放

元気なシルバーいきいきトレーニング
①大蔵月曜コース
【総合運動場第2武道場
（床）
】
10月4日～2022年3月28日 毎週月曜
（全21回）
②大蔵水曜コース
【総合運動場第1武道場
（畳）
】
10月6日～2022年3月23日 毎週水曜
（全21回）
①②とも A9:20～10:20 B10:40～11:40
21,000円
③千歳コース
（千歳温水プール体育室）
10月7日～2022年3月24日 毎週木曜
（全23回）
A12:55～13:55 B14:00～15:00
23,000円
④池尻コース
（池尻小第2体育館 多目的室）
10月8日～12月10日 毎週金曜
（全10回）
A9:30～10:30 B11:00～12:00
10,000円
※①～③は除外日あり
①～④60歳以上

その他

※ハガキ・FAX申込みも可
（別途手数料220円）

①～③抽選各15名④抽選各12名

※詳細はHPまたは各問合せ先へ

問合せ先

3417-2811

子どもの創造画と大人の油絵展
第三回春陽会門下展

8/31〜9/5

800円

小学生以上
先着27名
1,900円、大人3,900円

中学生以下

大会
（共催事業など）

※詳細はHPまたは各問合せ先へ

第71回区民体育大会
■ラグビー競技

10月10日
（日）
～2022年2月27日
（日）
13:00～ 二子玉川緑地運動場球技場
5,000円
区ラグビーフットボール協
会･塩野
（
3484-1561）
9月10日
（必着）

■ソフトバレーボール大会

11月14日
（日）9:00～ 総合運動場体育館
1チーム 一般3,000円、小学生1,500円
〒156-0054 桜丘3-27-16 棚網宛に郵送
9月30日先着
区バレーボール連盟・棚網
（
3477-1242）

共催大会
■第135回世田谷区卓球団体戦

①男子 10月3日
（日）
・10日
（日）
②女子 11月20日
（土）
・12月11日
（土）
いずれも 9:15～ 総合運動場体育館
1チーム 一般6,000円・中学3,000円・高
校4,000円
参加費を振込の上、申込書に必
要事項を記入し郵送または、WEBフォームより
申込み 〒158-0095 瀬田2-18-8 斉藤正江宛
①9月10日②10月29日
（必着）
区卓球連盟・佐藤
（
090-7203-5754）

千歳温水プール
3789-3911
3789-3912
大蔵第二運動場
3416-1212
3416-1777
玉川中学校温水プール
3701-5667 太 太子堂中学校温水プール開放事務室
3413-9311

玉

次回
（9月25日号）
は
「区のおしらせ」
に折り込まれます
再生紙を使用しています

