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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。
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世田谷美術館
発行
・
編集

公益財団法人
公益財団法人

割 引
引換券

せたがや文化財団

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（ただし、1/10［月・祝］は開館、
翌1/11［火］は休館）および 12/29［水］〜 1/3［月］

主催＝世田谷美術館（公益財団法人せたがや文化財団）/ 東映 / BS-TBS / 朝日新聞社 後援＝アメリカ大使館 / 世田谷区 / 世田谷区教育委員会 / TBSラジオ
協力＝ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク / 日本航空 協賛＝損保ジャパン / NISSHA

＊新型コロナウイルス感染症の感染予防および拡散抑制のため、ご入館に際し、マスクの着用と検温等のご協力をお願いしております。
＊展覧会の会期および内容が、急遽変更や中止になる場合もございます。 ＊会期中の最新情報は美術館ホームページ等でお知らせします。

Setagay a Ar t Museum

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1

谷口ジロー展

※障害者割引あり

本展では展示室内の混雑を避けるため、日時指定券のご購入をお願いしております。

5432-1501

3417-2811

開催中〜2022年2月27日（日）
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
世田谷文学館 2階展示室

描くひと

e-tix.jp/grandma-moses/

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

世田谷区スポーツ振興財団 〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1

観覧料

詳細は下記モーゼス展
公式オンラインチケットサイトを
ご覧ください。

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

詳細は P4 へ

区 民 限 定

有効期限延長のお知らせ

せたがや
2021.12.31 2022.6.30
アーツカード
5432-1548（10:00〜19:00）

世田谷美術館 1階展示室 開催中〜2022年2月27日
（日）
「生誕160年記念 グランマ・モーゼス展 ーー 素敵な100年人生」
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、
「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
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

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300点でご紹介す
る大規模個展です。

してまいります。文学史上貴重な創作資料か
緻密な作画、構成によって描き出されるその
ら作家の日常使いの品まで、コレクションが
作品は、谷口ならではの世界、時空間に読者を
持つひとつひとつの
「モノ」
語りをひもとき、私
惹きこむ力に満ち、深い読後感を残すことで
たちの人生の諸相を映し出す確かな記録とし
も知られています。海外では大人の読者に堪
「ムットーニのからくり
える芸術として語られるなど高い評価を受け、 てお届けいたします。
劇場」
も同時開催。
フランスのルーヴル美術館からもオリジナル
【主な出品資料】
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、 ◆會津八一 書
「学規」
◆舟越保武 《萩原朔太郎像》
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。 ◆正岡子規 佐藤紅緑あて書簡
◆夏
一般900（720）円／65歳以上、高校・大学
 目漱石 書
 「幽居人不到」
（自作の五言絶句）
◆森
生600
（480）
円／小・中学生300
（240）
円
 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
※
（ ）
内は20名以上の団体料金
◆中野重治 「第一章」
※障害者割引あり
原稿
◆山田風太郎 日記
◆横光利一 「微笑」
原稿
コレクション展
◆中
 村汀女 書
 「外にも出よふるゝばかりに春
開館25周年記念
の月」
◆齋藤茂吉 「白き山」
セタブン大コレクション展
歌集稿本
◆
「ゴジラ」
絵コンテ写真スクラップブック
PARTⅠ ふかくこの生を愛すべし
◆植草甚一 古書店構想メモ
開催中～2022年3月31日
（木）
◆横尾忠則 「天井棧敷」
設立時のポスター
1階展示室
◆萩原葉子 ダンスシューズ
世田谷文学館は昨年開館25周年を迎えまし
一般200（160）
円／高校・大学生150（120）
た。この間収集した10万余点の資料の中から
円／65歳以上、小・中学生100
（80）
円
※
（ ）
内は20名以上の団体料金
特色あるコレクションを「セタブン大コレク
※障害者割引あり
ション展」として2シーズンにわたってご紹介

Intercultural Center

せたがや国際交流センター

5432-1538

館内展示
世田谷・綿花プロジェクト2021
～彩ろう！！ワタしたちの世田谷～

多文化理解講座 ─ 第9回 ─
2022年1月22日
（土）14:00～16:00
5Fセミナールーム

12月1日
（水）
～26日
（日）
まで展示
2Fせたがや国際交流センター

『外国人スタッフが語る日本酒のはなし』

クロッシングせたがやのスタッフ
（竹本ハナ）は、ポーランドで生まれま
した。カナダやアメリカなどに移住し
た後、現在、世田谷に暮らしています。
唎き酒師などの資格をもつハナが語
る日本酒の話をお楽しみください。
今回の講座は、簡単な英語も交えてお
話しします。
竹本ハナ／クロッシングせたがや
先着40名
500円
（中学生以下無
料）
11月25日10:00より受付。
電話
（10:00～18:00）
または
申込フォームで

世田谷区おもてなし・交流・参
加実行委員会による、綿花プロ
ジェクトのご紹介です。
参加者が自宅の庭・プランター
で栽培したフワフワの綿花
（ワ
タ）を雪に見立てて、クロッシン
グせたがやのクリスマスツリー
に飾ります！！どなたでもご自由
にご覧いただけます。
綿花プロジェクトに関するお問
合せは、世田谷区産業振興公社
3411-6715へ

DESIGN

記念図録『世田谷文学館コ
レクション図鑑 2021』を、
当館ミュージアムショップ
にて販売中
（B5判 192p
頒価税込1,650円）
。
記念図録表紙

オンラインワークショップ
「ことばとからだ」
～ダンスでつながろう～
12月12日
（日）
第1回13:00～14:30 第2回15:15～16:45
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！
※「Zoom」アプリを使用します。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
（顧問：松澤慶信）
小学1～6年生
各回抽選10名
無料
世田谷文学館
ホームページより申込フォームにてお申込みく
ださい。
12月3日12:00、詳細は文学館の
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2F
5432-1570
https://crossing-setagaya.com
［開館時間］10:00〜18:00 ［休館日］毎週月曜日

米国アーリントンのポスター展示と
高校生による学校紹介
～2022年1月16日
（日）
まで展示 2Fせたがや国際交流センター
アメリカ合衆国バージニア州アーリントン市には、都立園芸高
校の姉妹校があります。これまでの交流の様子やアーリントン
の街についてのポスター展
示をご覧いただけます。
アーリントンで日本語を学
ぶ高校生による学校紹介も
ありますので、是非ご覧く
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

ちかくのとーくvol.00

春日明夫コレクション

みんなで話す、
世田谷の市民活動のこと

暮らしと時代を映す玩具展

2022年1月23日
（日）14:00～16:00
3F市民活動支援コーナー

アメリカン・トイズ since1920s
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
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。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
Ⓡ

“貴重な乗り物的玩具”
Dandy Dobbin 1941年
“フィッシャー・プライス トイズ
最初期の玩具”
Snoopy Sniffer 1938年

展示作品についてのワンミニッ
ツトーク
（1分で読めるおもちゃ
の は な し）を ホ ー ム
ページで連載中です！

“アニメにも出演したお馴染みの玩具”
こちらからご覧になれます ▶
Chatter Telephone 1962年

世田谷区内の市民活動をはじめ、身近なソーシャルグッドに取り
組むゲストを毎回招いて紹介するトークシリーズ。今回はキック
オフイベントとして、公開ミーティングを行います。2人のゲスト
とともに区内での市民活動の歴史を振り返りながら、これからお
招きしたいゲストを一緒に考えます。
【企画制作】
（株）世田谷社 【進行】市川徹[（株）世田谷社代表]
千葉晋也
（石塚計画デザイン事務所 代表取締役）
、松田妙子
（NPO法人せたがや子育てネット 代表理事）
どなたでも
会場10名／オンライン100名
（いずれも申込先着順／オンラ
インはZoomミーティ
ングを使用予定）
無料
11月25日10時 以
降、
申込フォーム
で生活工房へ

哲学対話

パ

動画公開中
ラ

シ

フ

PARA SHIF 松本卓也

講師や参加者と身近なテーマについて対話しながら、普段当た
り前と思っている考え方がガラリと変わる「パラダイムシフト」
を起こすことを目指す、哲学セミナーの記録動画を公開中です。
去 る3月、精 神 科
医の松本卓也さん
を講師に迎え、
「翌
日の医者」
「死ぬこ
と／生き延びるこ
と」をテーマに開
催しました。

講師
（中央）
と参加者が対話する様子

市民活動支援コーナー新規運営団体募集中
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

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。

2

2021年11月25日

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

©︎Koichi Morishima

発売
開始

異分野とのコラボレーション

山と音楽 3.5
2022.

15:00

土 成城ホール

井上鑑

©︎Koichi Morishima

Discovery Setagaya Sounds #1

Try and Groove

石丸謙二郎 池辺晋一郎 北川桜（ヨーデル）
葛西レオ
（トランペット／法螺貝） 大山大輔（バリトン）他
箱根八里 アルプスの狩人 Climb Every Mountain 他
※未就学児入場不可
3,600円 一般 4,000円

残席僅少

せたおん

検索

せたがや
ジュ
ュニアオーケストラ
オータムコンサート

12/20
（月）

音楽監督、池辺晋一郎による企画シリーズ。都会に暮らす人々
も、自然を楽しんでストレス解消できる「山のぼり」は、いつで
も人気のレジャーのひとつ。今回は、
「 山と音楽」をテーマに、
ゲストの石丸謙二郎さんとともに、山の魅力と音楽のつながり
に迫ります。

5432-1515
（10:00〜19:00）

12.18sat 16:30シアタートラム

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！

11.28

14:00

日 烏山区民会館

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♪

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
※未就学児入場不可
一般 500円

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

木管アンサンブル ©鈴木義明

※未就学児入場不可

金管アンサンブル ©鈴木義明

〒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

世田谷パブリックシアター

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

https://setagaya-pt.jp/

5432-1526

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

『彼女を笑う人がいても』

『マーキュリー・ファー Mercury Fur』

12月4日
（土）
～18日
（土） 世田谷パブリックシアター

2022年1月28日
（金）
～2月16日
（水） 世田谷パブリックシアター

演出家・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！

作 瀬戸山美咲

演出 栗山民也
瀬戸康史 木下晴香 渡邊圭祐
撮影：マチェイ・クーチャ
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
12/4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
休演

13:00
14:00
18:00
18:30

休演

※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

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 2022
1/28 29 3031 2/1 2 3
一般 S席 8,500円／A席 6,500円
13:00
高校生以下・U24 各 一般料金の半額
休

＝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

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 トラムシート 6,800円
11/25 26 27 28 29 3012/1 2 3 4 5
高校生以下・U24 各一般料金の半額

＝収録のため客席にカメラが入ります

休
演

＝貸切公演

休演

〈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。
18:00 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。
12/10 11 12
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）
全席自由 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

先生が演劇を学校で活用していくためのプランを指導案のフォーマットに則った
形で、活動内容、注意したら良いこと、各活動の目的などをできるだけ詳しく書
いた冊子です。世田谷区が教育特区として設置する、教科「日本語」の小学校1・2
年生の教科書をベースに小学校1年5時限、2年6時限でまとめました。活動に共
通するのは、子どもたちが「協力しながら、正解のない答えを見つけていくこと」。
この冊子をヒントに、学校で取り入れてみませんか？

『フリーステージ2022』
参加団体募集！

https://shop.setagaya-pt.jp/

12/9（木）
一般 12/10（金）

平山素子（ダンス）
本條秀慈郎
（三味線） 床絵美（アイヌ・ウポポ）
4,900円 一般 5,000円／当日 5,500円 高校生以下 2,500円 U24 3,000円
※高校生以下は当日要証明書提示 ※未就学児入場不可 問 NPOアルファルファ
（
080-4670-4520 平日10:00〜17:00 Mail info@alfalfalfa.net）

2022
2/17 18 19 20

演出・振付・出演

14:00
17:00
19:00

▶︎ 2022年1月7日
（金）締切。詳細は劇場HPをご覧ください。

発売
12/11
（土）
開始 一般 12/12
（日）

贅沢貧乏『わたし（たち）のアジール』

大西礼芳 田島ゆみか
天野はな 森マリア／明星真由美
4,300円 一般 4,500円 高校生以下 1,000円 他

2022
2/5 6 7 8 9 10 11 12 13

作・演出 山田由梨

13:30
14:00
18:30
19:00
＝終演後アフタートークあり
休演

発売
開始

平山素子×本條秀慈郎×床絵美『音楽舞踊劇 IZUMI』

2022年
2/5（土）〜 13（日）

11:00
13:00
16:00
18:00
＝収録のため
客席にカメラ
が入ります

応募・参加歴のある団体を対象に募集をいたします。

シ ア タ ート ラ ム
演 劇

シ ア タ ート ラ ム
2022年

休
演

演

12月10日
（金）
～12日
（日） シアタートラム

撮影：牧野智晃

＝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
登壇予定者： 小山ゆうな
浦井健治
高岡早紀 他

『学校で演劇を活用するためのプラン&ゲーム集
世田谷区教科
「日本語」
小学校1・2年編』
ができました！

2/17（木）〜20（日）

撮影：設楽光徳
4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16

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』

作 フリッツ・カーター

世田谷パブリックシアターオンラインショップにて発売中です。

11/27（土）
一般 11/28（日）

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

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。

13:00
14:00
16:00
18:00

14:00
18:30

※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

11月14日
（日）
～12月5日
（日） シアタートラム

※トラムシートは座席ではなく、客席最後部の壁に備
え付けられたバーに寄り掛かる半お立見のスペースです
※1申込みにつき1公演2枚まで ※未就学児入場不可

発売
開始

作 フィリップ・リドリー

『愛するとき 死するとき』

ダンス

5432-1559

5432-1515
（10:00〜19:00）

※1申込みにつき1公演4枚まで ※高校生以下は当日要証明書提示
※未就学児入場不可
問 贅沢貧乏
（
050-5243-4685 Mail zeitaku.binbou@gmail.com）

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

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

定員

（定員あり・要予約）
車椅子スペースあり

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

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

高校生以下割引あり

5432-1526へ

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

（当日要証明書提示）

2021年11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

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

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。

企 画 展
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

キット内容：名刺大の箱の展開図のシート、
カーテン、壁紙、木や植え込みなどの材料。
どなたでも
1個100円

ミュージアム コレクション

生誕160年記念
グランマ・モーゼス展
──素敵な100年人生

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
※同時開催の企画展チケットでご覧いただけます

開催中～2022年2月27日
（日）
1階展示室

ミュージアム コレクションⅢ

絵を描くおばあさんとして知られ、アメリカの
国民的画家といわれるグランマ・モーゼスこ
とアンナ・メアリー・ロバートソン・モーゼス
（1860–1961）
。農場の主婦であった彼女が
絵筆をとったのは、70歳を過ぎてから。農場
をとりまく風景や生活を素朴な筆致で描いた
作品により人気作家となりますが、生涯、農家
の主婦としての暮らしをまもり、101歳で亡く
なる年まで描き続けました。
「始めるのに遅す
ぎることはない」ということばに象徴されるそ
の生き方を紹介します。
日時指定券ご購入のお願い ※詳細HP参照
当館HPまたは表紙のQRコードより日時指定券
をご購入ください。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。

《おうちで100円ワークショップ》
「箱の中のカントリーライフ」

展覧会会期中の毎土曜日 13:00〜15:00 創作室
小さな箱にグランマ・モーゼスの作品のよ
うなカントリースタ
イルの部屋やランド
スケープを作ること
のできる簡単な工作
キットを販売します。

2022年1月4日
（火）
～7日
（金）10:00～18:00
令和3年度
無料
世田谷区民絵画・写真展 区民ギャラリーA・B
2022年1月8日
（土）
～2月27日
（日）
展覧会
インターネットにおいて展示作品を動画紹介 ※詳細はHP参照
世田谷美術館 区民ギャラリー
期 間

区民ギャラリーA

開催中〜11/28
11/30〜12/5

第6回宮本三郎記念デッサン大賞展
『不登校上等宣言』
國中玲写真展

12/14〜19

ART／MUSIC

12/21〜26

わたしたちの創作は音楽とともにある

区民ギャラリーB

SHUZO HAYASHI 8th EXHIBITION［DECADE 19-29-39］

いわかわあき個展
「時をかたる」

世田美27期アート展

STOP AIDS 第20回アールエスポワール展

パッティング展
（1mは100% 3mは99%カップイン）

※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

12月4日（土）
～2022年4月10日（日） 2階展示室
ミュージシャンでもある大竹伸朗。実験的な音
楽も手掛けたデュビュッフェ。自ら作曲して楽
譜も出版したルソー。不思議な楽
譜を作品に描いたヴェルフリ。レ
コード・ジャケットをデザイン
したラウシェンバーグなど。音楽
と美術をテーマに、新たな視点で
大竹伸朗
《漁船窓 Ⅰ》
収蔵品をご紹介します。
1987–88年 ©Shinro Ohtake

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
配信期間：12月1日
（水）
〜2022年3月31日
（木）
2021年10月5日、6日
に世田谷美術館で開催し
た、パフォーマンス「夢
の解剖――猩々乱」の映
像を期間限定で有料配
撮影：今井智己
信。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
細は右のQRコードより。

第6回宮本三郎記念デッサン大賞展
明日の表現を拓く

優れた素描家でもあった画家・宮本三郎に
ちなみ、
「デッサン」をテーマとして開催する
公募展の受賞作品を展示。今年度は世田谷美
開催中～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 術館本館
（区民ギャラリー）
で開催します。

［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

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/

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

展覧会

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

宮本三郎、
画家としてⅡ：
混沌を貫け、
花開く絵筆 1950s-1970s

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
《田麦俣にて》
作家・林二郎や民藝運動家の
［山形県東田川郡
吉田璋也などをご紹介します。朝日村田麦俣］1963年

洋画家・宮本三郎の画業を、
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 《（うずくまる裸婦）
1957年頃
筋をゆっくりと辿ります。

開催中～2022年3月13日
（日）

開催中～2022年3月13日
（日）

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066 世田谷区成城2-22-17

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

3416-1202

展覧会

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー

清川泰次 水のある風景と昭和の人々

開催中〜11/28

開催中～2022年3月13日
（日）

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。

11/30〜12/5

世田谷区スポーツ振 興 財団

11.25 9:00
THU

申込

当財団ホームページから申込み
（要登録）

スタート

第47回 区民元旦あるこう会
2022年1月1日
（土·祝）

新年の幕開け！総合運動場まで歩き、健康
的な元旦を過ごしましょう！
先着800名
無料 参加賞
（干支の根
付等）
12月1日～
※スタート時の集合はありません。各自総合
運動場陸上競技場のゴールを目指して歩き
ます
※ゴールは10:00～12:00の間となります

ハガキ・FAX

8,200円～
①総合運動場
2,600円～
②千歳温水プール
7,500円～
③大蔵第二運動場
4,800円～
④総合運動場温水プール

2275

第４回明墨会水墨画展示会

12/21〜26

有賀忍クリスマス個展

※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）

区内在住・在学で軽度の知的障害のある小・
中学生男女で付添者の同伴が可能な方
先着25名
1,000円

女性限定
（肉体改善を目指す18歳以上）
抽選各6名
月19,500円×3ヶ月
（別途入
会金20,000円）
12月5日
（必着）

2022年1月16日～3月13日 隔週日曜
13:30～15:00
（全5回） 千歳温水プール集会室

高校生相当以上

各先着10名

コース型フィットネス教室
2022年1月～3月 全134教室
※教室の詳細は各問合せ先へ ※託児あり
プログラムにより異なる
先着順

問合せ先

4


烏

いきいきリズム体操

軽度の知的障害のある高校生相当以上で教
室開催中付添者の同伴が可能な方
抽選10名
2,500円
12月23日
（必着）

ふれあいボウリングスクール
800円

2021年11月25日

凡例

出演

講 講師

軽度の知的障害がある中学生以上
先着
36名
1回1,400円
（ゲーム代、貸靴代、保
険料含む）
ハガキ・FAX（参加できない
日、年齢も明記）で世田谷サーンズ・北口まで
（〒156-0044 赤 堤4-42-2
090-9010-

対象

定員

料金

申込み

締切

元気なシルバーいきいき
トレーニング池尻コース
2022年1月7日～3月18日
（除外日あり）毎週金曜
A9:30～10:30 B11:00～12:00
（全10回）
池尻小学校第2体育館多目的室

60歳以上
抽選各12名
12月12日
（必着）

2022年1月19日～2月16日
毎週水曜 14:45～15:45
（全5回）
弦巻中学校格技室

年少～年長の親子
3,300円

ゴルフ教室

18歳以上

2022年1月6日～3月10日
（1月27日、2月3日除く）
毎週木曜 10:00～12:00
（全8回）
烏山中学校温水プール

※千歳の部は除外日あり

〔成城の部〕2022年1月15日～3月5日 毎週土曜
18:00～19:30
（全8回） ニュー成城ゴルフセンター
〔千歳の部〕2022年1月6日～3月3日 毎週木曜
14:00～15:30
（全8回） 千歳ゴルフセンター

先着10名

20,700円

2022年1月22日
（土）9:00～11:00
大蔵第二運動場体育館

サッカーで大切な
“想像力”を養うことをコン
セプトに、親子で様々なトレーニングにチャレ
ンジするプログラムです。
千羽未希也・永峰啓裕
（以上、
（株）
FOOTコー

18歳以上

先着30名

8,000円

烏

はじめようスイミング
①玉川コース
（玉川中学校温水プール）

2022年1月13日～3月3日 毎週木曜 10:00～
12:00
（全8回）

②烏山コース
（烏山中学校温水プール）

2022年1月4日～3月8日
（1月25日、2月1日除
く） 毎週火曜 10:00～12:00
（全8回）

③梅丘コース
（梅丘中学校温水プール）

2022年1月12日～3月9日
（2月23日除く）
毎週水曜 10:00～12:00（全8回）
①②③18歳以上
①②先着30名③先着
40名
①②③8,000円
①玉 ②烏 ③梅

3417-0013
千歳温水プール
3789-3911
3789-3912
3322-6617 玉 玉川中学校温水プール
3701-5667
問合せ先

10,000円

レベルアップスイミング

抽選20組40名

チャレンジスポーツ 親子deフット

2022年1月15・29・2月12・26日 隔週土曜
10:00～11:30
（全4回） オークラランド

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

小学生以上
先着27名
3,900円（中学生以下1,900円）

2022年1月17日～3月7日 毎週月曜
2022年1月18日～3月8日 毎週火曜
月・火とも 9:20～10:40
（全8回）
総合運動場テニスコート

親子体操教室

2022年1月6日
（木）
～3月31日
（木）
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23回） 総合運動場陸上競技場

①12月15日
（水）11:00～11:50
②12月22日
（水）11:00～11:50
総合運動場温水プール

2022年1月16日～2月20日
毎週日曜 9:00～11:00
（全6回）
大蔵第二運動場テニスコート

宮地一道氏
18歳以上の女性
抽選20名
20,700円
12月14日
（必着）

2022年1月15日
（土）
・30日
（日）
・
2月5日
（土）
・12日
（土）
土曜 15:00～16:30 日曜 9:30～11:00
（全4回） 池尻小学校第2体育館

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。

ソフトテニス教室

レディーステニス

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）

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

チ）
、加藤健人
（埼玉T.Wings所属・ブラインド
サッカー日本代表）
年長～小学2年生の親
子
抽選30組
（60名）
2,000円

（株）
FOOTコーチ
18歳以上の女性
抽選30名
12,500円
12月10日
（必着）

わくわくサッカー教室

苦手克服！ワンポイントアドバイス

3323-8250）

レディースフットサル

12月18日
（土）①10:00～10:50
②11:00～11:50 総合運動場温水プール

〒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

2022年1月6日～2月24日 毎週木曜
10:00～11:30
（全8回） 総合運動場体育館

親子スイミングレッスン

スポーツ教室
本気のBODYmakeプログラム
3rd SEASON

その他

※ハガキ・FAX申込みも可
（別途手数料220円）

※公開は12/8
（水）
から

12/14〜19

SPORTS

3417-2811

生命場 －かたちと植物画－

※公開は12/1
（水）
から
最終日は15:00終了

ぐるり。

12/7〜12
清川泰次撮影
昭和14
（1939）
年

SAORI パステル画展

大蔵第二運動場

3416-1212

3416-1777

次回
（12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

