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瀬戸康史

イギリスの劇作家フィリップ・リドリーが2005年に書き下ろし、

白井晃演出により2015年にシアタートラム公演で初演され

大きな注目を集めた『マーキュリー・ファー』を

キャストも一新しさらに進化させて待望の再演

ボロボロの部屋にエリオット(吉沢)とダレン(北村)の兄弟がやって来る。ふた
りは急いでパーティの準備にとりかかる。そこに青年がひとり偶然顔を出し、
“バタフライ”が欲しいので手伝うと言う。しばらくするとローラと呼ばれる美
しい人物と、パーティの首謀者らしき男が謎の婦人を連れてやって来る。彼
らの関係は……？　そして彼らの会話の中で語られる、バタフライの秘密と
は……？　やがて、きょうのパーティゲストが到着するが、用意した“パーティ
プレゼント”に異変が起きて、事態は思わぬ展開に……。

2021年、仕事に行き詰まっていた新聞記者の伊知哉(瀬戸）は、亡くなった
祖父・吾郎もかつては新聞記者で、1960年の安保闘争の年に辞めていたこ
とを知る。安保闘争に参加する学生たちを取材していた吾郎は、激化する闘
争の中で命を落とした女子学生の死の真相を追っていたが、その頃、新聞
社の上層部では、闘争の鎮静化に向けた「共同宣言」が準備されつつあった。
吾郎の道筋を辿る伊知哉。報道とは何か。本当の“声なき声”とは何か。やが
て60年以上の時を経て、ふたりの姿は重なっていく――。

撮影：マチェイ・クーチャ

木下晴香

演出：栗山民也

近藤公園

作：瀬戸山美咲

渡邊圭祐

演出：白井晃 吉沢亮 北村匠海

©️白鳥真太郎
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作瀬戸山美咲　演出 栗山民也　
瀬戸康史　木下晴香　渡邊圭祐　近藤公園　

阿岐之将一　魏涼子／吉見一豊　大鷹明良
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マーキュリー・ファー
MERCURY FURMERCURY FUR

by Philip Ridley
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主催公演

作フィリップ・リドリー　演出 白井晃　翻訳 小宮山智津子　
吉沢亮　北村匠海　

加治将樹　宮崎秋人　小日向星一　山﨑光　
水橋研二　大空ゆうひ

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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割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館 2階展示室 　開催中〜2022年2月27日（日）
　　　　  描くひと　谷口ジロー展　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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜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」
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　
※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

観覧料 P4詳細は　　 へ

P3詳細は　　 へ P3詳細は　　 へ

P4詳細は　　 へ
5432-1548 （10:00〜19:00）

入会金・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！

せたがや 文化・スポーツ

2021.10.25
毎月25日発行

vol.246

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10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

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10月25日2

TUJは、文部科学省がはじ
めて「外国大学の日本校」と
して指定したアメリカの総
合大学です。
日本語を学んでいる学生た
ちが、地域住民と外国人と
の交流について発表を行い
ます。後半は、日本語で参加者との交流を行います。
※新型コロナウイルスの感染状況によってはオンラインへ変更する可能性
があります。オンラインの場合無料 

先着30名

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。

『ミャンマーの今とこれから』
2月の軍事クーデター以降
のミャンマー市民の反応と
生活について、現地NGOス
タッフと農村部の児童養護
施設で働く2名のスタッフ
が現地の声をお届けします。

認定NPO法人CFF ジャパ
ン／内海健嗣、池谷海人　

先着25名

区立船橋希望中学校の2年生が、総合学習の時間に世田谷を訪
れる外国人向けに英語でパンフ
レットを作りました。世田谷の良
さ、ローカルな情報などに焦点
をあてた生徒たちの調べ学習の
成果を館内でご覧いただけます。

無料

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

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、1920年代から80年代にかけてのアメリカの
玩具をご紹介します。あわせて同時代の日本の玩具や、アメリ
カに影響を受け
た日本製玩具の
比較展示もして
い ま す。子 ど も
の玩具をとおし
て外国の暮らし
や文化を伝える
展覧会です。

無料　

日本はもとより海外でも多くの読者を持つ漫
画家・谷口ジロー（1947-2017）の作品世界
を、貴重な自筆原画など約200点でご紹介す
る大規模個展です。
緻密な作画、構成によって描き出されるその
作品は、谷口ならではの世界、時空間に読者を
惹きこむ力に満ち、深い読後感を残すことで
も知られています。海外では大人の読者に堪
える芸術として語られるなど高い評価を受け、
フランスのルーヴル美術館からもオリジナル
作品を委嘱されています。
世界で認められる日本のマンガ文化の中でも、
その成熟を象徴する存在として挙げられる 
谷口ジロー作品の魅力を是非ご堪能ください。

一般900（720）円／65歳以上、高校・大学
生600（480）円／小・中学生300（240）円

「働くってどういうこと？」「何にな
りたいか分からない」など、自分の
将来について、疑問や悩みを抱く
方に向けたセミナー。働き方研究
家の西村佳哲さんやゲストととも
に「働き方・生き方」「仕事との出
会い方」について考えます。

西 村 佳 哲（働 き 方 研 究 家）、 
本城愼之介（学校法人軽井沢風越
学園理事長）、牟田都子（校正者）、
東野華南子（リビルディングセン
タージャパン取締役）、団 遊（ア
ソブロック株式会社代表取締役
社長）　 10～20代の方　 各日抽選30名　 各日1,000円　

申込フォームで生活工房へ　 11月25日（必着）

 

1水曜教室（午前・午後） 11月24日、12月1、8、15日
作品：江國香織著『デューク』　 岩井正（NHK日本語センター）
2木曜教室（午後） 11月25日、12月2、9、16日
作品：宮部みゆき著『謀りごと』　

高橋淳之（NHK日本語センター）
3金曜教室（午後） 11月26日、12月3、10、17日
作品：遠藤周作著『勇気ある言葉』

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/

※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり　

世田谷文学館は昨年開館25周年を迎えまし
た。この間収集した10万余点の資料の中から
特色あるコレクションを「セタブン大コレク
ション展」として2シーズンにわたってご紹介
してまいります。文学史上貴重な創作資料か
ら作家の日常使いの品まで、コレクションが

持つひとつひとつの「モノ」語りをひもとき、私
たちの人生の諸相を映し出す確かな記録とし
てお届けいたします。「ムットーニのからくり
劇場」も同時開催（上映作品「アトラスの回想」

「月世界探検記」「漂流者」）。
【主な出品予定資料】
●會津八一　書「学規」
●舟越保武　《萩原朔太郎像》
●正岡子規　佐藤紅緑あて書簡
● 夏目漱石　 書「幽居人不到」（自作の五言絶

句）
● 森鷗外　 次女杏奴のための自作の歴史教科

書
●宇野千代　富本一枝あて書簡
●中野重治　「第一章」原稿
●山田風太郎　日記
●横光利一　「微笑」原稿
● 中村汀女　 書「外にも出よふるゝばかりに春

の月」
●齋藤茂吉　「白き山」歌集稿本
●「ゴジラ」絵コンテ写真スクラップブック
●植草甚一　古書店構想メモ
●横尾忠則　「天井棧敷」設立時のポスター
●萩原葉子　ダンスシューズ

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　

500円（中学生以下無料）　
10月25日10:00より 申込フォームでの受付開始。電話受付は10月26日10:00からになります。

「神々の山嶺」　ⒸPAPIER

會津八一　書「学規」

描くひと　谷口ジロー展
開催中～2022年2月27日（日）

2階展示室

企　画　展 

どう？ 就活
自分と仕事の出会い方

12月4日（土）・5日（日） 13:00～18:30
生活工房5F

多文化理解講座  ─ 第8回 ─

12月18日（土） 14:00～16:00　5Fセミナールーム

開館25周年記念
セタブン大コレクション展　

PARTⅠ  ふかくこの生を愛すべし
開催中～2022年3月31日（木）

1階展示室

コレクション展

パネル展示
中学生が英語で紹介する「世田谷の歩き方」

展示中～11月14日（日）まで
2Fせたがや国際交流センター

TUJ（テンプル大学ジャパンキャンパス）
学生発表会の聴講者募集

12月6日（月） 12:00～14:00
テンプル大学ジャパンキャンパス（太子堂1-14-29）

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
開催中～12月19日（日）　月曜休み　

9:00～21:00　3F生活工房ギャラリー

企　画　展 
朗読講座　豊かなことばの世界

市民活動支援コーナー新規運営団体募集！
市民活動支援コーナー（キャロットタワー3F）では、現・運営団体の委託期間満了に伴い、令和
4年4月1日より、生活工房と協働で当コーナーを運営する団体を募集します。
詳細については生活工房HP、あるいは生活工房5F受付窓口で配布している募集要項をご覧く
ださい。

［応募締切］12月13日17時（必着）ⒸTsuchiya koji

Caring for the Future Foundation Japan
未来を担う子どもと青年の育ち合い
認定NPO法人 CFFジャパン

▲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。

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：2,200円
申込：ご希望日の3日前の正午までに劇場受付 5432-1526へ

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

（公演により異なります）

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

高校生以下割引あり
 （当日要証明書提示）

11/14 12/115   16   17   18   19   20   21   22   23   24    25     26   27   28   29   30    　　2   3   4   5
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休
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＝終演後ポストトークあり
登壇予定者：小山ゆうな　浦井健治　高岡早紀 他

＝収録のため客席にカメラが入ります

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。

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・U24 一般料金の半額　
※1申込みにつき1公演2枚まで　
※未就学児入場不可　

作 瀬戸山美咲　演出 栗山民也　
瀬戸康史　木下晴香　渡邊圭祐　近藤公園　

阿岐之将一　魏涼子／吉見一豊　大鷹明良
S席（1・2階席） 8,300円／A席（3階席） 6,300円　

一般 S席 8,500円／A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

11月14日（日）～12月5日（日）　シアタートラム

12月10日（金）～12日（日）　シアタートラム

12月4日（土）～18日（土）　世田谷パブリックシアター

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。

栗山民也と気鋭・瀬戸山美咲の強力タッグが実現！多彩な
キャストが現代と安保闘争の時代を舞台に正義と真実を問う。

僕と弟は…生きるため、愛のため、今この刹那を、光の果てへとひた
走る――。フィリップ・リドリー×白井晃による2015年日本初演の
衝撃作を、キャストも一新し、さらに進化させて待望の再演！

『彼女を笑う人がいても』 『マーキュリー・ファー Mercury Fur』

子どものためのリーディング+
ワークショップ公演　『ホーム』

　＝収録のため客席にカメラが入ります
　＝終演後ポストトークあり　
　　12月7日（火） 18:30　  瀬戸康史　近藤公園　阿岐之将一
　　12月9日（木） 18:30　  木下晴香　渡邊圭祐　阿岐之将一
　　12月14日（火） 18:30　瀬戸山美咲　野村萬斎
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撮影：マチェイ・クーチャ

宣伝美術：秋澤一彰　撮影：牧野智晃

作 フィリップ・リドリー　
演出 白井晃　翻訳 小宮山智津子　

吉沢亮　北村匠海　
加治将樹　宮崎秋人　小日向星一　山﨑光　水橋研二　大空ゆうひ

S席（1・2階席） 8,300円／
A席（3階席） 6,300円　
一般 S席 8,500円／A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2枚まで　
※未就学児入場不可

作 神野誠人　演出＋ワークショップファシリテーター 橋本昭博
有吉宣人　佐久間麻由　田村優依　野口卓磨　渡邊まな実　（五十音順）

〈ホーム〉に暮らすアメとキリと、そこに訪れる動物たち
との交流を描いた心温まる物語。子どもから大人まで、
誰もが〈ホーム〉の世界の住民になって物語を体感でき
る、リーディングとワークショップが一体化した観客参
加型の演劇公演をおおくりします。

全席自由　一般 おとな 2,000円　こども（小学生～中学生） 1,000円　
ペア券（おとな1枚＋こども1枚） 2,500円　※中学生以下は当日要証明書提示　※ペア券は前売のみ　
※チケット購入時には、ワークショップのグループ分けに必要となるため、必ずご来場者全員のお名前・年齢を
お知らせください　
※未就学児入場不可

　＝収録のため客席にカメラが入ります

14:00
18:30

13:00
演
休

演
休

演
休
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『愛するとき 死するとき』

オンライン演劇ワークショップ 
どこでも劇場「あっちこっちつながってみよう」レポート

世田谷パブリックシアター若手演劇人育成プログラム ハッチアウトシアター2021

12/10 11   12   

11 00:
13 00:
16 00:
18 00:

18 00:

©山崎泰治

2022年1月28日（金）～2月16日（水）　世田谷パブリックシアター

一般10/30（土）発売
開始

※せたがやアーツ
カード先行・割引
はございません

11/27（土）
一般 11/28（日）

発売
開始

応募・参加歴のある団体を対象に募集をいたします。
▶︎ 詳しくは劇場HPをご覧ください。

『フリーステージ2022』
参加団体募集について

世田谷パブリックシアターで初の試みとなる、オンラインを
活用したワークショップを行いました。
8月に中高生対象の『疫病退散！アマビエ祭り！』、9月に学
生対象の『おしゃべりからはじめよう～海外に住んでいる
人編～』、10月に大人対象の『あなたもなりきりミュージア
ム!?』と、対象別に3企画を実施、オンライン上で様々な参加者と演劇を作り、Zoomを通し
て新しい出会いが生まれるワークショップとなりました。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

せたおん 検索

32021年10月25日

せたがやジュニアオーケストラ〈弦楽・木管・金管・打楽器〉アンサンブル
〈弦楽〉ヴィヴァルディ：《四季》より「秋」「冬」

〈金管〉ガブリエリ：第7旋法による8声のカンツォン第2番 他
一般 500円　 　※未就学児入場不可

                  

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

ご来場の皆さまへ 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。

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 ▶︎

11/20sat 15:00成城ホール
/  室内楽シリーズ  /

©︎Koichi Morishima

砂川涼子
©︎Yoshinobu Fukaya

トンキン  ジェームズ
（コンサートマスター・
 高校3年生）

Discovery Setagaya Sounds #1井上鑑井上鑑
Try and GrooveTry and Groove

12.18sat 16:30シアタートラム

砂川涼子砂川涼子
ソプラノ・リサイタルソプラノ・リサイタル

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

今年のオータムは、各セクションによるアンサンブルコンサート。
小編成ならではの、音の深みをじっくり堪能できるひとときをお届けします。
どうぞお楽しみください♪

武蔵野音大、大学院修了ののち、イタリアに留学。2000年に新国立劇場でイタリア・オペラデビュー
以来、活躍を続ける、日本を代表するプリマドンナのリサイタルです。

「朝」と「夜」をテーマとした歌曲からオペラ・アリアまで、選りすぐりの作品を、指揮者でもある
園田隆一郎のピアノとの共演でお届けします。

実はどこかですれ違っていたかもしれない！？ 
ここ世田谷に暮らすトップアーティストがあなたへ送る音楽会。
この街にハッと驚き、この街がもっと好きになる、
新たなコンサートシリーズが始まります！

砂川涼子（ソプラノ）　園田隆一郎（ピアノ）
W.A.モーツァルト：歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》より「岩のように」

R.シュトラウス：「朝」　O.レスピーギ：「夜」 他
 3,500円　一般 4,000円　 　※未就学児入場不可

井上鑑（キーボード）
〈Très joyeux〉金原千恵子（ヴァイオリン）　笠原あやの（チェロ）
〈DSD trio〉山木秀夫（ドラムス）　三沢またろう（パーカッション）

大瀧詠一トリビュート組曲　夏のクラクション　Tokyo Installation 他
 4,000円　一般 4,500円　 　※未就学児入場不可

せたがやジュュニニアアオオーーケケスストトララ
オオーータタムムココンンササーートト
11.28 14:00

烏山区民会館日

10/28（木）発売
開始

©︎鈴木義明弦楽アンサンブル ©︎鈴木義明打楽器アンサンブル

コンサートに向けてメン
バーで音を合わせると、
一人で弾いているのでは
気付かない曲の良さが分

かり、楽しんで練習をしています。
演奏者、そしてアンサンブルとして練習を
積み重ね、表現豊かな演奏をお客様にお届
けできるよう頑張っています。
皆様のご来場をお待ちしています！

DSD trioTrès joyeux

追加席販売決定！

園田隆一郎
 ©︎Fabio Parenzan



入館の際の注意事項 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。

　
〒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

総合運動場温水プール 3417-0017 3417-0013　 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

v

●世田谷パブリックシアター／音楽事業部
　▶チケット先行発売・会員割引（一部を除く）
　　オンライン予約・購入可能
●世田谷美術館・分館／世田谷文学館
　▶観覧料割引（一部を除く）

区内在住で15歳以上の方ならどなたでも登録できます。
せたがや文化財団の各施設で、会員割引など特典をご利用いただけます。

※�現在の青い会員証の有効期限を延長します。廃棄しないよう、ご注意ください。�
2021年12月31日�➡�2022年6月30日

せたがやアーツカード事務局　三軒茶屋キャロットタワー5階
☎5432-1548（10:00～19:00）　  5432-1559

お問合せ
入会受付

入会金・年会費無料！

●入会受付はせたがや文化財団の各施設またはファックスや郵送でも受付けています。
●お申込みの際は、ご本人の現住所が確認できる書類（運転免許証、各種保険証、住民票の写しなど）をご

提示ください。申込書はホームページからもダウンロードできます。 せたがやアーツカード

●生活工房
　▶講座受講料割引
　　�（一部を除く）
●メールマガジン毎月配信
　（ご希望の方のみ）

  artscard@
setagaya-pt.jp

2021年10月25日4

日時指定制　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

一般1,000円／65歳以上、高
校・大学生800円／小・中学生
500円 　※障害者割引あり　

一般1,600円／65歳以上1,300円／高校・
大学生800円／小・中学生500円 　
※障害者割引あり　
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
コードより日時指定券をご購入く
ださい　10月26日より販売開始
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

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　
※同時開催の企画展チケットでご覧いただけます

絵画と彫刻において、戦後の抽象表現をリード
した二人の芸術家を紹介します。

［応募書類締切］11月10日（水）
［作品持込］12月25日（土）、26日（日）
［展覧会］2022年1月4日（火）～7日（金）
当館区民ギャラリー（インターネットでも1月8日

（土）～2月末まで展覧会動画を配信予定）
※詳細は募集要項および申込書をご覧ください

（美術館HP又は美術館、支所、出張所、まちづくりセン
ター等で配布）

出 紀野洋孝（テノール）、小林滉三（ピアノ）
［曲目］別宮貞雄／歌曲集《智惠子抄（改訂新
版）》全曲 他　

抽選30名　 無料　 往復ハガキ（P2記入
方法参照、1枚のハガキにつき1名のみ応募可）
で当館へ　 11月30日（消印有効） 
※未就学児入場不可　※詳細HP参照

2021年10月5日、6日に世田谷美術館エント
ランス・ホールで開催した、トランス／エン
トランス特別篇「夢の解剖――猩々乱」の映像
を12月1日より2022年3月31日まで有料配
信いたします。演出はルカ・ヴェジェッティ、
出演は長山桂三（シテ）、観世銕之丞（地謡）、�
大倉源次郎（小鼓）ほか。詳細は当館HP参照。

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 5450-9581

http://www.mukaijunkichi-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

向井潤吉の80年におよぶ画業を初期から晩年
までの作品で通覧するとともに、愛用の家具や
調度品を特集し、木工作家・林二郎や民藝運動
家の吉田璋也など
をご紹介します。

高校生相当以上　 先着20名　 4,000円

親子スイミングレッスン 
11月20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15組（30名）　

1,100円（別途施設利用料）　

■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～　

展覧会
生誕120年 向井潤吉の歩みと作品

─ 向井が愛した家具とともに
開催中～2022年3月13日（日）

《湖東の家》
［滋賀県愛知郡湖東町］

1989年

清川泰次撮影
　昭和14（1939）年　日光にて

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

《黄色バックの花》1961年頃

ミュージアム コレクション

あなたの身近な地域で、スポーツ・レクリエーショ
ンの指導等において陰の力となって活動している
方を推薦してください。

［推薦基準］10年以上にわたりスポーツ・レクリエー
ションの振興に尽力し、身近な地区・地域で陰の
力となって活動している方

［推薦方法］所定の推薦書をスポーツ振興財団へ郵
送（推薦書は、スポーツ振興財団HPからダウンロー
ド、もしくは当財団、スポーツ推進課、総合支所地
域振興課、出張所、図書館等にて配布）

11月19日（必着）

「スポーツ・レクリエーション推進賞」
の募集

※指導イメージ

宮本三郎記念美術館
〠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/

洋画家・宮本三郎
（1905-1974）の画
業を、年間を通して
2期に分け、その後
半部をご紹介。戦後、
表現者としての葛藤
を経て、円熟の晩年
期へと転換してゆく
道筋をゆっくりと辿
ります。

慶應義塾大学経済学部で学んだ清川泰次は、在学中、写真部に所
属し、熱心に写真の研究に取り組んでいました。本展では、清川が
昭和初期に撮影したモノクロ写真から、旅先などで水辺の景色や
人々を美しく捉えた写真の数々をご紹介します。

清川泰次記念ギャラリー

展覧会
宮本三郎、画家としてⅡ：

混沌を貫け、花開く絵筆 1950s-1970s
開催中～2022年3月13日（日）

展覧会
清川泰次　水のある風景と昭和の人々

開催中～2022年3月13日（日）

 短期集中型！ベーシッククロール
11月10日～12月8日　毎週水曜

11:00～11:50（全5回）　総合運動場温水プール

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

10/26～31
第8回世田谷美術館美術大学26期展

第29回モナミ洋画会展
誠之フォトクラブ写真展

11/2～7
坂本ひろの　大人のための美術教室作品展７ 世田谷美術館美術大学28期生・第6回28期の会展
第２回さんまる展　世田谷美術館美術大学30期展

（3日～公開） どこかのいつかの断片

11/9～14 世田谷区障害者施設アート展 アトリエ・アウトス展
11/16～21 世田谷美術館友の会　第35回会員作品展（17日～公開）
※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

アンナ・メアリー・ロバートソン・“グランマ”・モーゼス 
《アップル・バター作り》 1947年 個人蔵

（ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク寄託） 
© 2021, Grandma Moses Properties Co., NY

大沢昌助《レダ》1985年

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

開催中～11月７日（日）　1階展示室

生誕160年記念
グランマ・モーゼス展
──素敵な100年人生

11月20日（土）～2022年2月27日（日）
1階展示室

ミュージアム コレクションⅡ
それぞれのふたり 

大沢昌助と建畠覚造
開催中～11月21日（日）　2階展示室

第267回　プロムナード・コンサート
紀野洋孝テノール・リサイタル 
12月19日（日） 14:00～（開場13:30）

世田谷美術館パフォーマンスシリーズ
トランス／エントランス特別篇

「夢の解剖──猩々乱」
映像有料配信

令和3年度 世田谷区民絵画・写真展
作品募集

第6回宮本三郎記念デッサン大賞展
明日の表現を拓く

11月23日（火·祝）～12月5日（日） 11月29日（月）は休館
10:00～18:00　区民ギャラリーA・B　 無料

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

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
10/26～31 2020東京ビオトープ「紙の舟」　※公開は10月27日（水）から

11/2～7 藤田 明 個展 アダージオの香り　※公開は11月3日（水·祝）から

11/9～14 色鉛筆アート作品展

11/16～21 シボリコミュニティ東京展・EXHIBITION SHIBORI-now 2021 
TOKYO　※公開は11月17日（水）から

11/23～28 SAORI パステル画展
※ 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（11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・FAX10.25

M
ON 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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