
SETAGAYA 
JUNIOR ACADEMY

COLLEGE&

世田谷ジュニアアカデミー&カレッジ
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。

2022年4月

2022年2月9日 24日

2023年3月〜

〜

世 田 谷ジュニアアカデミー&カレッジの
ホームページよりお申込みください

詳細は こちら

活動期間 対  象

問合せ先

申込期間

申込方法

アスレティクス
アカデミー

ベースボールアカデミー スイミングアカデミー

新体操アカデミー

フットボールアカデミー

ダンスカレッジ

器械運動アカデミー

テニスアカデミーGiants Method Lifesaving Spirit

エイベックス・ダンスメソッド モリユキMethod

年少〜高校３年生 ※種目によって異なります

※平日9:00〜17:00
※器械運動アカデミー：希望丘地域体育館 及び千歳ダンスカレッジ・希望丘
チアダンスカレッジは区立千歳温水プール管理事務所　 3789-3911

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 
世田谷ジュニアアカデミー&カレッジ担当

3749-1090

《新型コロナウイルス感染症への対策について》
世田谷ジュニアアカデミー＆カレッジは新型コロナウイルス感染
症対策を講じた上で開催・運営を行っていきますが、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

ATHLETICS 
ACADEMY

BASEBALL 
ACADEMY

RHYTHMIC 
GYMNASTICS 
ACADEMY

FOOTBALL 
ACADEMY

SWIMMING 
ACADEMY

DANCE
COLLEGE

GYMNASTICS 
ACADEMY

TENNIS 
ACADEMY

CHEERDANCE
COLLEGE

区立総合運動場 陸上競技場

区立総合運動場 野球場

区立総合運動場 体育館

区立総合運動場 陸上競技場・体育館

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
区立梅丘中学校 温水プール

区立千歳温水プール集会室

区立総合運動場 体育館
区立希望丘地域体育館※

区立総合運動場 テニスコート
区立大蔵第二運動場 テニスコート

区立希望丘地域体育館

SETAGAYA
Rhythmic  Gymnastics  Academy

NEW

抽選

髙野 進

河本 育之

田中 琴乃

北澤 豪

飯沼 誠司

madoRi

髙橋 正典

坂井 利彰

モリユキ（森 夕希子）

陸上400m日本記録保持者／オリンピアン

元読売ジャイアンツ投手

元新体操オリンピック日本代表

元サッカー日本代表

全日本選手権  アイアンマンレース5連覇 

2016リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック
閉会式ダンサー出演

元ユニバーシアード／体操競技日本代表監督

元全豪オープン出場選手

日本チアダンス協会（JCDA）公認インストラクター

チアダンスカレッジ

総合監修

総合監修

総合監修

総合監修

総合監修

総合監修兼講師

総合監修

総合監修

総合監修

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館 2階展示室 　開催中〜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〜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　
※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

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 せたがや

アーツカード

区 民 限 定

5432-1548 （10:00〜19:00）

有効期限延長のお知らせ
2021.12.31 2022.6.30
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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P2 せたがや国際交流センター

本紙は1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。

毎月25日発行



〒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/
　※世田谷区内在住、在学の小・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

2022年1月25日2

「せたがや国際メッセ」の開催に合わせ、世田谷区の多文化共
生、国際交流の取組みや世田谷で活躍するボランティア団体や
NPOの活動などをパネルで紹介します。
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内容や日程な
ど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。

第1部：10:00〜12:15
◆講演 ダニエル・カール　◆オンライン・マジックショー
◆ミニ・吹奏楽コンサート ◆講演 JICA 坂元律子
第2部：14:00〜16:00
◆ 世田谷で活躍するボランティア、NPOとSDGsを考えよう

第1部、第2部 申込先着各50名（会場参加者）　 無料　
せ た が や コ ー ル（ 5432-

3333）または電子申請。オンライ
ン配信は申込み不要、HPからご
覧ください。

◆手作り品  海外の飾り展示
◆ 和紙で花・ランプシェード・箸置きなどの手作り体験　
　 300円（材料費込）　
　 事前申込み不要
◆ 中国語・韓国語・英語などで絵本の

読み聞かせをします。
　 ①11:00～ ②14:00～
　 6歳以下の子供10名と保護者　
　 無料
　 HPまたはTEL　

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。

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。
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
※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり　

  

世田谷文学館は一昨年開館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。

「ムットーニのからくり劇場」も同時開催（上演
作品「アトラスの回想」「月世界探検記」「漂流
者」）。

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　

セタブンならではの多彩なゲストをお迎えし、
みなさんとセタブンについてのおはなしを繰
り広げていきます。詳細は文学館のHPをご覧
ください。

2020年に世田谷区芸術アワード“飛翔”生活
デザイン部門を受賞した美術家／イラストレー
ターの椎木彩子が、約2年かけて創作した絵本

『きいろいカラス』を展示発表します。本作はコ
ロナ禍で紡がれたフィクションですが、現実を
切り取ったドキュメントとして読み解くことも
できるでしょう。
会場では、原画約20点のほか、物語の舞台であ
る「カラス山」のジオラマも紹介。外出が叶わな
い世界に暮らす人々の交流を描いた、色彩豊か
な〈今ばなし〉の世界をお楽しみください。 

無料

日本今ばなし
きいろいカラス 

開催中〜3月6日（日）　月曜休み
9:00〜21:00　3F生活工房ギャラリー

関連アーティスト・トーク　「お家で話す」
3月6日（日） 18:30〜19:30　
3F生活工房ギャラリー

「移住を生活する」アーティストの村上慧さんを
お迎えして、絵本『きいろいカラス』を中心にコ
ロナ禍での取り組みについてお話しします。

椎木彩子、村上慧（美術家）　 抽選10名　
無料　 申込フォームで生活工房へ　
2月20日 

日本人のライフスタイルの変化と深く関わって
きた団地の歴史と文化を、多様な視点から紐解

絵本『きいろいカラス』（2021年／原画）より
「きいろいカラスとカラス山」

絵本
『きいろいカラス』

登場人物

くセミナーです。本企画を通じて、私たちがこ
れから先の未来に創造していきたい暮らしがど
ういったものかを見つめ直します。
◆2月13日（日） 
1「団地概論」  照井啓太（団地愛好家）
2「メディアとしての団地」 
　 大山顕（写真家／ライター）
3〈対談〉照井啓太×大山顕
◆2月26日（土） 
1「団地と街と暮らしの関係」 
　 千葉敬介（東京R不動産）
2「団地がつくりだした地形」 
　 饗庭伸（都市計画学者）
3〈対談〉千葉敬介×饗庭伸
◆2月27日（日） 
1「団地の共同体と思想」  原武史（政治学者）
2「団地と地域社会圏」  山本理顕（建築家）
3〈対談〉原武史×山本理顕

各日申込先着50名　
各日4,000円（オンライン決済）　

申込フォームで生活工房へ　
※後日WEB上での一部公開を前提に撮影が入ります

本年度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。

企　画　展 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

8ミリフィルムを公開しているウェブサイト 
「世田谷クロニクル」収録の映像を、目の見える
人と見えない人で一緒に鑑賞します。昭和の
ホームムービーに映る、言葉にできないシーン
の数々。撮影や編集の意図からはみでた「エトセ
トラ」の時間を楽しみます（手話通訳あり）。

視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ　
どなたでも　 抽選7名　 無料　 メール

か 申込フォームで生活工房へ　 2月9日
【企画制作】remo[NPO法人記録と表現とメ
ディアのための組織]、視覚障害者とつくる美術
鑑賞ワークショップ

描くひと　谷口ジロー展
開催中〜2月27日（日）

2階展示室

企　画　展 

せたがや国際メッセ
SDGs〜わたしたちができることを考える〜

2月12日（土）　三茶しゃれなあどホール／オンライン配信

館内展示
せたがや国際メッセ

展示中〜3月31日（木）まで　2Fせたがや国際交流センター

第28回国際交流INせたがや2022
―世田谷海外研修者の会―

2月19日（土） 10:30〜16:00　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〜3月31日（木）　1階展示室

コレクション展

開館25周年記念企画
「ほんとわラジオ」放送開始！

毎週木曜 11:00〜11:30（30分番組）
エフエム世田谷（83.4MHz）

ラジオ放送

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）

「ブランカ」　ⒸPAPIER

會津八一　書「学規」

パーソナリティ・河西美紀（写真左）、第１回ゲスト・亀山郁夫（写真右）

エトセトラの時間 
見えるものと見えないものを語る会

2月23日（水·祝） 14:00〜16:30　
Zoomミーティング（オンライン）

豊かなことばの世界　朗読発表会
3月6日（日） 13:30〜16:00　生活工房5F

暮らしの創造
団地文化から考える公・共・私

各日 13:00〜18:30　生活工房5F

都営横川五丁目アパート Ⓒ大山顕

▲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）

12月号に掲載しておりました、贅沢貧乏『わたし（たち）のアジール』につきまして、主催者の判断により全公演が中止となりました。 
詳細は贅沢貧乏HPをご覧ください。

MANSAI◉解体新書 その参拾弐 完

「檄」～初心不可忘～

戯曲リーディング　『ハムレット』より

3/5（土）
一般 3/6（日）

発売
開始

贅沢貧乏『わたし（たち）のアジール』公演中止のお知らせ https://zeitakubinbou.com/

作 北村想　演出 寺十吾
井上芳雄　鈴木浩介　井上小百合　岩男海史　瀧内公美　大谷亮介
S席（1・2階席） 10,000円　A席（2階席） 8,000円　B席（3階席） 6,000円　

※アーツカード先行・割引なし　※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
問 シス・カンパニー

（ 5423-5906　
平日11:00～19:00）

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

コトコトさんの

ドレミ図書館
きこえてくるよ♪～

～耳をすますと 石丸謙二郎（お話／俳優）　
池辺晋一郎（お話／作曲家）
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
すべての山に登れ 他

 3,600円　一般 4,000円　 　
※未就学児入場不可

円光寺雅彦（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（2019年委嘱作品・世界初演）

グリーグ：組曲《ペール・ギュント》より「朝」「ソルヴェイグの歌」 他
チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」より第2幕「情景」 他

一般 1,500円　高校生以下 1,000円　 　※未就学児入場不可

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）が世田谷区を飛び出し、初め
てミューザ川崎で演奏会を行います！ 新型コロナウイルス感染症に
より活動が制限されたこの2年間を乗り越え、指揮者 円光寺雅彦
先生との再共演を果たします。必聴です！

SJOでは、音楽をともに奏でる仲間を募集します。
オーケストラの一員となって、一緒に音楽を創り上げませんか♪

応募締切 1月31日（必着）

2022年度  団員募集！

※詳しくはSJOのホームページをご覧ください　
https://s-j-o.jp/

企画・出演 野村萬斎  他
 5,300円　一般 5,500円　高校生以下 2,750円（当日要証明書提示）　

U24 2,750円　※1申込みにつき2枚まで　※未就学児入場不可

原案 江戸川乱歩　作・演出 倉持裕　音楽 斎藤ネコ
倉科カナ　福本莉子

江口のりこ　池谷のぶえ　堀井新太　粕谷吉洋　千葉雅子　
大空ゆうひ　正名僕蔵　梶原善

 S席（1・2階席） 7,300円　A席（3階席） 5,300円
一般 S席 7,500円　A席 5,500円
高校生以下・U24 S席 3,750円　A席 2,750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

作 W.シェイクスピア　翻訳・上演台本 河合祥一郎　演出 野村萬斎　
野村萬斎　野村裕基　吉見一豊　若村麻由美／

山﨑薫　星智也　月崎晴夫
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） 5,300円　A席（3階席） 3,300円
一般 S席 5,500円　A席 3,500円　
高校生以下・U24 S席 2,750円　A席 1,750円　
※1申込みにつき1席種4枚まで　※未就学児入場不可

野村萬斎がホスト役となり、各分野のスペシャリストをゲストに招いて、多彩なテーマで表現の本質
について探ってきた『MANSAI◉解体新書』が、ついにファイナルを迎えます。2002年の芸術監督
就任後、初の企画としてスタートした人気シリーズ。3月で退任することが発表された野村萬斎が、
芸術監督として最後に贈るメッセージとは――。トーク＆パフォーマンスを、どうぞお見逃しなく！

2020年の全公演中止を経て、倉持裕×江戸川乱歩の迷宮世界が再び立ち上がる！
乱歩による極彩色の世界を踏襲しながらも、稀代の悪女・お勢という魅力的なキャラクターをモ
チーフにした、善悪せめぎ合う全く新たな謀略の物語。どうぞご期待ください。

今回上演するのは、シェイクスピアの四大悲劇として有名な『ハムレット』。
野村萬斎演出によるシェイクスピア作品をお届けします。

世田谷パブリックシアターでは、劇場での「作品創造・上演事業」とともに、
地域の方々が主体となって演劇を活用するプログラム「学芸事業」を展開し
ています。そんな日々の取り組みを、2ヶ月に1度発行している『学芸プログ
ラム通信』でご紹介しています。QRコードよりぜひご覧ください。

ニュースレター『学芸プログラム通信』

振付・構成・演出 平原慎太郎　テキスト・ドラマターグ 前川知大　
川合ロン　東海林靖志　高橋真帆　平原慎太郎　町田妙子　

渡辺はるか　薬丸翔　佐藤真弓
 4,400円　一般 4,500円／当日 5,000円　高校生以下 2,000円

（当日要証明書提示）　U24 3,000円　※未就学児入場不可
問 OrganWorks（Mailoffice@theorganworks.com）

Ⓒ江森康之

撮影：山添雄彦

5月11日（水）～24日（火）
世田谷パブリックシアター

2月24日（木）
世田谷パブリックシアター

2月27日（日）
世田谷パブリックシアター

耳をすますと「音楽」と「物語」がきこえてくるドレ
ミ図書館にようこそ！ いろんなうたやおはなしを
マリンバの演奏にのせてお届けします♪ 
マリンバ ミニ・コンサートもお楽しみに♪

西山琴恵（コトコトさん…ナビゲーター＆うた）
横田大司（ヨッポさん…マリンバ）

無料
申 事前申込み制（2/20（日）10:00よりオンライン
にて）。詳細はせたおんホームページ
をご確認ください。
※幼児（4・5歳）向けのコンサートです

第12回定期演奏会第12回定期演奏会
せたがやジュニアオーケストラせたがやジュニアオーケストラ

演 劇 3/12（土）〜4/10（日）ダンス

シ ア タ ート ラ ム

3/25（金）〜27（日） OrganWorks2021-22
『ひび割れの鼓動-hidden world code-』

 1/25（火）
一般 1/26（水）

発売
開始

一般 1/29（土）発売
開始

シス・カンパニー公演『奇蹟 miracle one-way ticket』
世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

もうすぐ  

締切！
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プレビュー公演　
視覚障害者のための舞台説明会あり

『お勢、断行』

　＝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
5/14（土）18:00　倉持裕　白井晃
5/16（月）19:00　倉科カナ　池谷のぶえ　 正名僕蔵
5/21（土）18:00　江口のりこ　大空ゆうひ　梶原善
5/23（月）19:00　福本莉子　千葉雅子　粕谷吉洋　堀井新太

5/1112   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    
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CHECK!
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＝終演後
　ポストトーク
　あり

せたおん 検索

32022年1月25日

                  

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。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
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 ▶︎

せたおんでは、感染症拡大予防対策のため、ご来場のお客様へご協力をお願いしております。
また、公演内容に変更がある場合もございますので、詳細はホームページをご確認ください。
公演の変更等は「せたおんメルマガ」やSNSでもお伝えいたします。

メルマガ登録
@setagayasetaon @setaon_music

せたおんより 皆さまへ

音楽監督、池辺晋一郎による企画シリーズの今回の
テーマは「山と音楽」。石丸謙二郎さんを迎え、山の
修行者、山伏が吹いた法螺貝、そしてスイスなどの
山地に住む人々が奏でるアルプホルン。山に関わる
楽器の演奏や、山にまつわる歌など。趣向を凝らし
たコンサートにご期待ください！

異｜分｜野｜と｜の｜コ｜ラ｜ボ｜レ｜ー｜シ｜ョ｜ン

お 話 と 音 楽 で つ づ る

山と音楽

石丸謙二郎 北川桜池辺晋一郎
©東京オペラシティ文化財団

撮影：武藤章

                  

❶11：30 ❷14：00  北沢タウンホール
3月6日日

17:30
ミューザ川崎シンフォニーホール（JR川崎駅）3月28日月

（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

3月5日
15:00 

土 成城ホール（小田急線 成城学園前駅）



ご来場の皆さまへ 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。最新情報はHPをご覧ください。

　
〒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　 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）

※世田谷区内在住、在学の小・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 ●世田谷美術館分館世田谷美術館
ART

問合せ先

再生紙を使用しています
2022年1月25日4

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。

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
ゆく道筋をゆっくりと辿ります。

小学生～中学生　 2月7日（必着）
※定員・参加費等の詳細はホームページへ

 親子スイミングレッスン
2月12日（土） 

①10:00～10:50 ②11:00～11:50
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）　

 アロマヨガ体験会
2月19日（土） 10:00～12:00

千歳温水プール集会室

植物からとれる精油を合わせ、手作りのアロ
マボム（入浴剤）を作ります。心身が癒される香
りとともに、ヨガで身体をほぐす体験ができま
す。

高校生相当以上　 先着20名　 1,000円 

 「スポーツ振興財団」×「カルチョ」
～個サル開催～

2月19日（土） 19:10～20:50
J＆Sフィールド

個人参加型フットサル【個サル】を開催いたし
ます。未経験者から経験者まで老若男女どなた
でも楽しんでいただくため各カテゴリー分け
をして実施いたします。自分のレベルにあった
カテゴリーでプレーができ、安全・安心にフッ
トサルをお楽しみいただけます。

①ひまわり運動教室（尾山台地域体育館）
②ハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月～2023年3月の原則第1･3･（5）土曜
14:00～15:30
③みつばち運動教室（砧中学校格技室）
4月～2023年3月の原則第1･3･（5）水曜 
15:30～16:35
④中学生運動教室（尾山台地域体育館）
⑤コアラ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月～2023年3月の原則第2･4土曜　
14:00～15:30

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15日（必着）　※教室見学できます

 オリンピック種目短期体験教室
「バレーボールクリニック」

2月21日、28日、3月7日、14日
①小学生18:10～19:20 
②中学生19:30～20:50

毎週月曜（全4回）　総合運動場体育館

山本隆弘氏（北京オリンピック バレーボール日
本代表）を講師に招き、初心者から経験者まで、
バレーボールの楽しさや、世界レベルの専門的
な技術を指導します。

高校生相当以上　 先着20名　 1,000円 
2月18日16:00（必着）

 元気なシルバーいきいき
トレーニング体験会

2月24日（木） 
A9:30～10:30 B11:00～12:00

玉川中学校格技室

軽体操（ストレッチ、筋トレ）、脳トレなど無理
なく楽しく行います。

60歳以上　 抽選15名　 500円　　
2月7日（必着）

■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55回春季バスケットボール大会
【中止】

3月19日（土）より大蔵第二運動場体育館で予
定しておりました本大会は、会場が新型コロナ
ワクチンの集団接種会場となり使用できない
ため中止となりました。

区バスケットボール協会
https://sbba-net.jimdofree.com/

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

 障害児運動教室

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　

アメリカの国民的画家といわれるグランマ・ 
モーゼス。農場の主婦であった彼女は70歳を
過ぎてから絵筆をとり、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。101歳で
亡 く な る 年
ま で 描 き 続
け た そ の 生
き方を4つの
章 で ご 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または右の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。

【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

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

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、
新たな視点で収蔵品
をご紹介します。

出 梶田真未（ソプラノ）、白取晃司（ピアノ）
［曲目］ヴォルフ／『イタリア歌曲集』より抜粋 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　 2月22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
世田谷美術館で開催した、
国際コラボの能公演「夢の
解剖――猩々乱」の映像を
期間限定で有料配信。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。

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

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～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～3月13日（日）

清川泰次撮影
　昭和13（1938）年　浜松にて

《春叢》［埼玉県東松山市神戸］
1988年 《假眠》1974年

ミュージアム コレクション

宮本三郎記念美術館

【オンライン展覧会】令和3年度
世田谷区民絵画・写真展

開催中～2月27日（日）　
インターネットにおいて、審査員による展覧会の講
評と作品を紹介します。 ※右記QRコードより

〠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/

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～3月13日（日）

アンナ・メアリー・ロバートソン・“グランマ”・モーゼス《美しき世界》
1948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）©2022, Grandma Moses Properties Co., NY

映像作品「夢の解剖――猩々乱」
期間限定有料配信

配信期間：配信中～3月31日（木）

※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

大 会（ 共 催 事 業 な ど ）

ソフトテニス大会
3月6日、13日、20日

総合運動場テニスコート

区ソフトテニス連盟登録者、招待選手　
4,000円（ペア）　 申込書に必要事項を記入

し、〒156-0051 世田谷区宮坂1-7-2 沼尻順子
宛へ郵送にて申込み　

2月5日・2月19日（必着）　
世田谷区ソフトテニス連盟 090-8171-

1304

そ の 他

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］本教室の指導員と協働した、参
加者への指導

［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15日までに、HP掲載の履歴書（顔写
真貼付）を郵送

※J&Sフィールドは、世田谷区給田1-1-1にある、野球場及び小サッカー場です（1月より利用開始）　

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

1/25～30 令和3年度世田谷区立小学校図画工作作品展
2/1～6　 岡本福祉作業ホーム作品展 第43回都展世田谷支部

2/8～13 グレートリープ展
ひらけゴマ! -プリミティブな世界へ、もうゴマかせぬ-
第5回「こんな公園あったらいいなコンクール」展

2/15～20 用賀アトリエ展 第40回　かしのき会児童美術展
2/22～27 令和3年度 私学協会 第8支部連合美術展
※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

企　画　展 

生誕160年記念
グランマ・モーゼス展
――素敵な100年人生

開催中～2月27日（日）　1階展示室

ミュージアム コレクションⅢ
ART / MUSIC

わたしたちの創作は音楽とともにある

開催中～4月10日（日）　2階展示室

アドルフ・ヴェルフリ
《ツィラー＝タールの聖三位一体》1915年

撮影：今井智己

第268回　プロムナード・コンサート
梶田真未　ソプラノ・リサイタル
3月12日（土） 14:00～（開場13:30）　講堂

凡例　 出演　講 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 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

1/25～30 祖師谷陶房有志 三人展　
※公開は1月26日（水）から

2/8～13 徳多秀香　「立春書展」 　
※公開は2月9日（水）から

2/22～27 第15回プラタナスの会

※ 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 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。
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