
せたがやジュニアオーケストラ

第12回定期演奏会
月 17:30

BRASS

WOODWIND

STRINGS

PERCUSSION

3月28日 ミューザ川崎シンフォニーホール （JR川崎駅）

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）

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

【チケット取扱い】 
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）
※チケット発売受付は、「電話」または「オンライン」のみです
※チケットセンター窓口での発売・発券はございません

【主催・問合せ】 

　　　　　　
5432-1535（平日10：00～18：00）

（公財）せたがや文化財団 音楽事業部
P3詳細は　　 へ
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　　　　  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

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   〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1　   3417-2811  https://www.se-sports.or.jp/ 
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せたがや
アーツカード

区 民 限 定

● 区外転出予定の方は、退会手続きをメールか電話でお願いします。
● 登録住所の変更は 「会員マイページ」からご自身で変更できます。
※メール、電話でのお手続きの場合は会員番号をお知らせください

現会員証 （青色）の有効期限を2022年6月30日まで延長。
新しい会員証は、有効期限内にご登録住所へ送付します。

有効期限延長のお知らせ

artscard@setagaya-pt.jp
5432-1548 （10:00〜19:00）

2022.2.25
vol.250

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2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。

毎月25日発行



【勤務内容】貸館（接客）・受付業務（PC等事務補助含む）　【募集人数】若干名　
【契約期間】2022年4月1日～2023年3月31日（翌年度更新の場合あり／最大４回）　
【勤務条件】［勤務日数]月間8～15日程度（土日祝日を4日程度含むローテーション
制） ［勤務時間帯]18:30～22:15（実働3.75h） ［時給]1,170円（片道2km以上に限
り、日額3,100円を上限に交通費別途支給）　【応募方法】履歴書（市販）に写真貼付の
上、生活工房へ郵送または持参　【応募締切】3月11日（必着）
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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/
　※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2月25日2

ラマや「イロさん」の小さな家も発表。また、会
場で募集している「100年後に生きる人」へ宛て
た手紙も随時展示しています。絵本と現実を往
来する、色彩豊かな〈今ばなし〉の世界をお楽し
みください。　 無料

市民活動支援コーナーの日常を紹介する企画展
です。ここでは打合せや講座など、様々な団体
の活動が行われています。利用団体の日頃の活
動をパネルで紹介するとともに、制作した作品
などを展示します。　 無料

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

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』を展示発表中です。
本作は、大雨によって外出自粛を余儀なくされ
た主人公「イロさん」のもとに、黄色いカラスが
手紙を届けるシーンからはじまります。物語の
舞台である「カラス山」で展開する手紙を介し
た人々の交流は、現在の私たちの暮らしとも重
なってみえるでしょう。
本展では、原画22点のほか、「カラス山」のジオ

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。
3月8日から上映する映像は、今年で開園140
年となる上野動物園で撮影された『春休み動物
園』です。撮影日は1975年春。多くの人で賑
わうなかを走る軽自動車、牧場での餌やり、ポ
ニーに乗る様子も映っています。
なお、公開している他の映像（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]

「お隣の国、韓国を知ろう」
韓国ドラマで目にする日常生活は本
当の姿？韓国で育ったスタッフが語
るリアルな生活や文化、韓国語のフ
レーズなどを紹介します。実際の韓
国の暮らしを知ると、驚きや発見が
あるかもしれません。

朴　美善／クロッシングせたがや
60名（申込先着）　 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

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ご紹介する「セ
タブン大コレクション展」の後期展示です。 

「ムットーニのからくり劇場」も同時開催。今期
は、「サーカス」（原作：中原中也）を特別上演。

一般200（160）円／高校・大学生150（120）
円／65歳以上、小・中学生100（80）円

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。

外国人と日本人が主に「やさしい日
本語」を使った交流会を行います。日
本語が得意でない人には、英語など
外国語が話せる人とマッチングをし
ます。
テンプル大学の学生さんによる出し
物もお楽しみいただけます。

日本人36名、外国人36名（申込先着）
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

　
2月12日に行われた「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
の活動などをパネルで紹介しています。
当日のイベントの様子も動画でご覧いただけます。
動画に出てくるクイズに答えられた方には、プレゼントとして
オリジナルハンカチを差し上げます。

中央図書館のテーマ本コーナーに当センターの紹介と多文化共
生異文化理解に関する本を展示しております。是非、お立ち寄り
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。お出かけ前にHPや電話で開催情報をご確認ください

※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり
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）

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。

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　

一般1,000（900）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
本展では混雑緩和の為、日時指定券（事前予約
制）のご購入をお願いしております。チケット販
売についての詳細は、当館ホームページにてお
知らせします。

阿川佐和子　 どなたでも　 抽選100名　
一般1,500円、会員無料（但し2022年度会員

証提示）　 往復ハガキ（欄外記入方法参照、連
名可、会員は会員証番号も明記）で当館「友の会」
へ　 3月14日（必着）

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

市民活動支援コーナーの日々展
2022

3月16日（水）～4月17日（日）
祝休日を除く月曜休み　9:00～21:00

3F生活工房ギャラリー

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」

企　画　展 

NHK日本語センターアナウンサーが講師となり
丁寧に指導します。
1水曜（午前・午後） 
4月6、13、20、27日
作品：山本周五郎著『さぶ』　 岩井正
2木曜（午後） 
4月7、14、21日、5月12日
作品：白洲正子著『鶴川日記』　 高橋淳之
3金曜（午後） 
4月1、8、15、22日
作品：夏目漱石著『坊っちゃん』　 金野正人
いずれも生活工房5Ｆ　
午前クラス：各回10:30～12:30　
午後クラス：各回13:30～15:30

申込先着15名（継続の方で満席の可能性有）
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/

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 

にほんご交流会

3月19日（土） 14:00～16:00　5F セミナールーム

多文化理解講座　― 第1回 ―

4月16日（土） 14:00～16:00　5F セミナールーム

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

図書館テーマ本コーナーの紹介
展示中～3月30日（水）　世田谷区立中央図書館

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

次回コレクション展

PARTⅡ  山ありてわが人生は楽し

4月9日（土）～9月11日（日）　1階展示室

「ほんとわラジオ」

毎週木曜 11:00～11:30
エフエム世田谷（83.4MHz）

ラジオ放送

ライブラリー<ほんとわ>

「ヨシタケシンスケ展かもしれない」のイメージ 
© Shinsuke Yoshitake

次回企画展  

ヨシタケシンスケ展かもしれない

4月9日（土）～7月3日（日）
2階展示室・日時指定予約制

世田谷文学館友の会総会記念講演
ファザコンからの脱却―― 

父・阿川弘之の生誕100年を迎えて
（文学館・友の会共催）

4月3日（日） 14:30～16:30
１階文学サロン

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　9:00～21:00

３F生活工房ギャラリー付近（主に室内階段下）

朗読講座　豊かなことばの世界

『春休み動物園』（昭和50年）

次回企画展  

開館25周年記念

▲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。

@SETABUN



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）

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）

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（ 050-3152-1176（11:00～19:00）　Mailoffice@theorganworks.com）

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-』

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

4/13/12 13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    25     26   27   28   29   30    31　   2   3   4   5   6   7   8   9   10
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18 30:

休
演

休
演

休
演

休
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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

3/25 26   27

00/00  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    25     26   27   28   29   30    31 

14 00:
15 00:
18 00:
19 00:
＝終演後　
ポストトークあり

3/5（土）
一般 3/6（日）

発売
開始

3/18（金）発売
開始

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

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！
極彩色に広がる乱歩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をお届けします。
大正末期の資産家の屋敷を舞台に、正義と悪の暴力につい
て、時にユーモアを、時に背筋が凍るような恐ろしさを交
えつつ、個性豊かでチャーミングな俳優たちが、乱歩的迷
宮を駆け巡る新作現代演劇。どうぞご期待ください。

3月20日（日）　シアタートラム
5月11日（水）～24日（火）　世田谷パブリックシアター

『お勢、断行』
地域の物語2022

『老いをめぐるささやかな冒険』
演劇発表会

　＝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    

13 00:
14 00:
18 00:
19 00:

休
演
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演

世田谷パブリックシアターでは、毎年、
市民がふつうの形にとらわれない演劇
をつくり、シアタートラムで発表するプ
ロジェクト「地域の物語」を行っていま
す。今年は「老い」をテーマに複数のプ
ロジェクトを展開。集まった方々ととも
に演劇をつくりあげて、シアタートラム
で発表会を行います。
ご来場いただいたみなさんと一緒に考
える場を作りたいと思います。ぜひ劇
場へ足をお運びください。

撮影：山添雄彦

3月上旬
受付開始

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

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　※託児サービスあり（要事前申込み）

今年のステージは、音響が素晴らしいと定評のあるミューザ川崎。新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、定期演奏会の中止が続いたこの2年ですが、コロナ
禍でも負けず活動を続けてきた集大成として、指揮者 円光寺先生をお招きし
演奏します。ぜひ足をお運びください。

※ご予約開始日・開演時間ほか詳細は、決定
次第劇場HPでお知らせします

全席自由・入場無料 
予約・問 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） 撮影：鈴木真貴昨年度の様子

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

せたおん 検索

32022年2月25日

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

                  

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。

せたおん音楽監督 池辺晋一郎による人気企画シ
リーズ。今回は俳優の石丸謙二郎さんを迎え、法螺
貝やアルプホルンといった山に関わる楽器の演奏や
歌など、趣向を凝らしたコンサートをお届けします！

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

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 ▶

                  

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

15:00 成城ホール
（小田急線 成城学園前駅）5.28土

3月5日
15:00 

土 成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

私は中学1年生の時に入団しました。入団後に経験した様々な
活動の中で、台湾・高雄への演奏旅行で現地のジュニアオーケ
ストラと共演したことは、とても印象深い思い出です。台湾の同
年代の仲間たちと一緒に国や言葉を越え、心を一つにして演奏
することで、音楽の素晴らしさを改めて感じました。
本演奏会で特に聴いていただきたい曲は「星をかぞえる」です。
この曲は、音楽監督である池辺晋一郎先生が私たちのために作
曲してくださり、今回、世界初演となります。複雑で難しいです

が、とても素敵な曲です。星のように輝く音色が奏でられるよう、そして私たち自
身が星のように輝けるよう、一生懸命練習しています。
感染症拡大の影響による中止のため、3年ぶりの定期演奏会となります。
皆さま、ぜひお越しください！

円光寺雅彦
©K.Miura

江戸浄瑠璃の一つである清
きよ

元
もと

節
ぶし

。高い音域で技巧的に
語る浄瑠璃と、それを引き立てる三味線の音色で情緒
あふれる物語が表現されます。江戸風情を感じる、粋で
流麗な世界をご堪能ください。

尾上紫
ゆかり

（舞踊） 
清元美

よし

寿
じゅ

太
だ

夫
ゆう

（浄瑠璃）
清元栄吉（三味線）　
藤
とう

舎
しゃ

呂
ろ

英
えい

（小鼓） 他
素浄瑠璃　清元「保

やす

名
な

（深
みやまのはなとどかぬえだぶり

山桜及兼樹振）」
舞踊　清元「玉兎（玉

たま

兎
うさぎ

月
つきのかげ

影勝
かつ

）」 
 4,000円　一般 4,500円　 　※未就学児入場不可

シ
リ
ー
ズ
和
・
華
・
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第
５
回

清
元

〜
江
戸
の
艶
と
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洒し
ゃ
れ落
と
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き

〜

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） 他

すべての山に登れ　
箱根八里　
青い山脈 他

 3,600円　
一般 4,000円　 　
※未就学児入場不可

世田谷美術館ミュージアム コレクションⅢ 関連企画

「ART / MUSIC　わたしたちの創作は音楽とともにある」に寄せて

ナ カコ ーことKoji Nakamuraのソロプ ロジェクト
Nyantoraと、福 岡を拠 点とするサウンドアーティス
トduennに よるサ ウンドプ ロ ジェクト「HARDCORE 
AMBIENCE」を世田谷美術館で開催。ホール全体を一
つの音 響 装置と見 立て、
電子音楽とギターで深遠
な空間を作り出します。ど
んなパフォーマンスが見
られるか、乞うご期待！！

Nyantora＋duenn（ニャントラ＋ダエン） 
AYANE SHINO

一般 2,000円
（2階展示室チケット付き）　 　※未就学児入場不可

HARDCORE AMBIENCE
SETAGAYA PM 

15:00世田谷美術館 講堂
（東急田園都市線 用賀駅）3.27SUN

下條陽菜子
（ヴァイオリン・
高校2年生）

石丸謙二郎 池辺晋一郎
©東京オペラシティ文化財団

撮影：武藤章

清元節の特徴をひと言で言えば、「江戸の艶
と粋」。江戸で文化文政期（1804〜1830）
に誕生したもっとも新しい浄瑠璃です。町人
文化が栄え享楽的傾向が強く、“粋”に象徴
される時代に清元節はマッチしました。清元
節の先輩格にあたる常磐津節は昔の浄瑠璃
がもつ豪壮な節回しで演奏されますが、清
元節はその豪壮さがなく、高音で“艶”のある
節回しが特徴的です。常磐津節と違ってテン
ポが揺れ、繊細さを感じさせます。

清元節ってなに？



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� 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　
烏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� � 3322-6617　太太子堂中学校温水プール開放事務室� � 3413-9311　

〒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2月25日4

4月13日～6月29日　毎週水曜 
10:00～11:30（全11回）　※除外日あり　

60歳以上　 先着①40名②35名③30名　
①16,000円②20,000円③22,000円

春から始めるラジオ体操
3月18日～28日　毎朝 6:15～6:40
烏山地域　上北沢公園（上北沢2-1-5）

どなたでも　 なし　 無料　 不要

①イルカ水泳教室（総合運動場温水プール）　
4月11日～6月6日　毎週月曜 18:00～19:30

（全7回）　※除外日あり
②くじら水泳教室（千歳温水プール）　
4月11日～5月30日　毎週月曜 18:30～20:00

（全7回）　※除外日あり
軽度の知的障害のある①は小学生②は中学

生以上。トイレを使用する際に介助を必要とせ
ず、教室開催中に付添人の会場待機が可能な方　

抽選①20名②10名　 ①1,700円②4,000
円　 障害の内容をその他の欄に明記　 3月
13日（必着）　※参加の可否について、事前に個
別面談を行います

■アーチェリー春季記録会
3月21日（月·祝） 9:00～17:00　
世田谷公園洋弓場　

SAC・ACC・BG会員・区内在住・在勤・
在学の方　 無料　 区アーチェリー協会   

https://www.setagaya-archery.com/
3月13日

 障害児（者）水泳教室

数々の代表作とともに、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。戦後から最晩年までの
宮本の仕事をご覧ください。

①②③18歳以上　 ①太 ②烏 ③梅

 苦手克服！ワンポイントアドバイス
3月9日、16日、23日　毎週水曜 11:00～11:50

総合運動場温水プール
高校生相当以上　 各先着10名　 800円

 ジュニア水泳教室
①4月1日～5月27日　毎週金曜 16:30～18:00
（全8回）　※除外日あり　②4月2日～5月21日　

毎週土曜 16:30～18:00（全8回）　
　太子堂中学校温水プール

①小学1～3年生②小学4～6年生　 ①②
先着30名　 ①②6,400円　 太

 レベルアップスイミング
4月7日～5月26日　毎週木曜 10:00～12:00

（全7回）　※除外日あり　烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 7,000円　 烏

 スキルアップスイミング
4月1日～5月27日　毎週金曜 10:00～12:00

（全8回）　※除外日あり　烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 8,000円　 烏

①大蔵月曜コース（総合運動場第2武道場）
4月11日～9月26日　毎週月曜（全19回）
A9:20～10:20 B10:40～11:40　 19,000円
②大蔵水曜コース（総合運動場第1武道場）
4月13日～9月28日　毎週水曜（全23回）
A9:20～10:20 B10:40～11:40　 23,000円
③千歳コース（千歳温水プール体育室）
4月14日～9月29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）
4月8日～9月16日　毎週金曜（全22回）

 元気なシルバーいきいきトレーニング

 コース型フィットネス教室 4月～6月
①総合運動場　 9,200円～　
②千歳温水プール　 8,700円～　
③大蔵第二運動場　 8,250円～　
④総合運動場温水プール　 7,200円～　

　※①②一部託児サービスがあります　
プログラムにより異なる　 先着順

 本気のBODY MAKE PROGRAM
4月4日（月）～6月30日（木）　総合運動場陸上競技場
①午前コース　月曜 10:15～12:15　木曜 10:45～11:45
②午後コース　月曜 13:30～15:30　木曜 12:15～13:15

（①・②とも全25回　※除外日あり）

※詳細はHPまたは館内ポスターをご確認ください
女性限定（肉体改善を目指す18歳以上）　 
①②抽選6名　 19,500円×3か月（別途入

会金20,000円）　 3月6日（必着）　 　

 親子スイミングレッスン
3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　 各先着15組（30
名）　 1,100円（別途施設利用料）　

①太子堂コース（太子堂中学校温水プール）
4月5日～5月31日　毎週火曜 10:00～12:00

（全8回）　※除外日あり　 先着30名　 8,000円
②烏山コース（烏山中学校温水プール）
4月5日～5月31日　毎週火曜 10:00～12:00

（全8回）　※除外日あり　 先着40名　 8,000円
③梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
4月6日～5月25日　毎週水曜 10:00～12:00

（全7回）　※除外日あり　 先着40名　 7,000円

 はじめようスイミング

A9:30～10:30 B11:00～12:00　
22,000円　※①～④まで除外日あり　
60歳以上　 ①②各15名（抽選）③各15名

（先着）④各12名（先着）　 ①②3月7日　

 チャレンジスポーツ！「中距離走パー
ソナルベストチャレンジ」（3日間開催！）

3月28日（月）、29日（火）、30日（水）
9:30～11:50　総合運動場陸上競技場

TWOLAPS TRACK CLUB 横田真人氏 他
小学生

※詳細はHPをご確認ください　

 「スポーツ振興財団」×「カルチョ」
～個人参加型フットサル開催～

3月19日（土） 19:10～20:50　J&Sフィールド

高校生相当以上　 先着40名　 1,000円

■第1期デイタイムテニススクール
A 月曜コース 4月4日～5月9日
B 金曜コース 4月1日～5月13日
※除外日あり　※詳細はお問合せください

18歳以上　 先着順　 8,000、11,500円
（クラスにより異なる）　

スポーツの楽しさ蘇る！一流アスリートが教え
る、昔スポーツをやっていた高齢者向けのクリ
ニックです！　※詳細はHPをご確認ください
①アスレティクス（総合運動場陸上競技場）　
4月8日～6月3日　毎週金曜 
10:00～11:30（全8回）　※除外日あり　
②スイミング（総合運動場温水プール）　
4月4日～6月27日　毎週月曜 
10:00～11:30（全10回）　※除外日あり　
③卓球（総合運動場体育館）　

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

 世田谷シニアアカデミークラシック

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　

今も世界中で愛され
続けるいたずら好き
なウサギ、ピーター
ラビット™。英国の
作家ビアトリクス・
ポター™が、幼い男
の子のために描いた
絵手紙に始まる物語
は、1902年の初出版
以来人々にゆかいな
夢を与えてきました。
本展では、『ピーター
ラビットのおはなし』
誕生の背景や物語の世界を、日本初公開を含
むオリジナル原画などにより紹介し、絵本出版
120周年をお祝いします。　
チケット情報  ※詳細HP参照　

2月26日（土）12:00より、公式チケットサイト・
フジテレビダイレクト・チケットぴあ・ローソ
ンチケットで発売します。
会期中の土日・祝休日および5月2日（月）は日

™&©FW&CO.,2022

時指定券を販売いたします。平日券、日時指定
券ともに、事前のご購入をお勧めいたします。
上記でのご購入が難しい方は、当日、美術館窓
口でご購入いただけます。ただし、ご来場時に予
定枚数が終了している場合がございます。
アーツカード等、各種割引は美術館窓口で取り
扱いいたします。

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

ミュージシャンでもある大竹伸朗。自ら作曲し
て楽譜も出版したルソー。レコード・ジャケッ
トをデザインした横尾忠則など。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。
　　　　　　 

「HARDCORE AMBIENCE 
SETAGAYA PM」
3月27日（日） 15:00～　講堂　※詳細はp3参照

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。詳
細は右のQRコー
ドより。

向井潤吉アトリエ館 宮本三郎記念美術館

清川泰次記念ギャラリー

〠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）、
展示替期間（3月14日～31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
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）

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14（1939）年

《遅れる春の丘より》
［長野県北安曇郡白馬村北城］1986年 《ヴィーナスの粧い》1971年

ミュージアム コレクション

清川泰次は学生時代、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、清川が昭和初期に旅先な
どで水辺の景色や人々を美しく捉えた
モノクロ写真の数々をご紹介します。

ビアトリクス・ポター
《『ピーターラビットの

おはなし』挿絵原画》
1902年 ウォーン・アーカイブ／

フレデリック・ウォーン社 
© Frederick Warne & Co. Ltd, 

2017

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 ）

［受付日］4月9日（土）、10日（日） 10:00～16:00　［受付場所］世田谷美術館 地下1F創作室　［抽選会］4月24日
（日）受付 10:00～、抽選会開始 10:30～　世田谷美術館 講堂　※詳細は受付時にご案内します

区民ギャラリー利用申込受付 2022年10月～2023年3月分の区民ギャラリー後期分　
利用申込受付（於：世田谷美術館）

共催大会

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

出版120周年
ピーターラビット™展

3月26日（土）～6月19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

撮影：今井智己

【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
評と作品をご紹介します。 ※右記QRコードより

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

3/1～6
子どもの造形リトピカ作品展

アトリエミュレット　easobi-ten2022（2日～公開）赫土展
第4回上野毛絵画教室アトリエ展

3/8～13 はだかんぼの森展覧会2022
　FUN , FANS HAVE FUN！

WASHI ART 2022
100%ASPi展

3/15～20 松村良子　アートの世界 雅燦会　第10回作品展
3/21～27
休館日：22日（火） TEA com.アートを楽しむ会展

カシャっこ写真展
花を愛でる
アートクラブ11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）。お問合せは当館総務担当まで

関 連 企 画

次回企画展  

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
3/1～6 第5回 東墨会 水墨画展

3/8～13 オオイシヒサコの作品展　
（9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）

次回（3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・FAX2.25 FRI 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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