
開館時間＝10:00〜18:00（入場は17:30まで）　
休館日＝毎週月曜日（ただし、5月2日[月]は開館）

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 

新型コロナウイルス感染症対策のため、会期中の土日・祝休日および5月2日[月]は日時指定券を販
売いたします。予定枚数に達し次第、販売終了となりますので、事前のご購入をお勧めいたします。
平日の日時指定はございません。 

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 

※障害者の方は500円。ただし小中高大生の障害者の方は無料
介助者（当該障害者1名につき1名）は無料（予約不要）。公式チケット
サイトおよび世田谷美術館窓口にてご購入いただけます
※未就学児無料　
※高校生、大学生、専門学校生、65歳以上の方、各種お手帳をお持ち
の方は、いずれも証明できるものをご提示ください　
※各種割引については世田谷美術館窓口にて取り扱います

※上記でのご購入が難しい方は、ご来場当日分に限り、美術館窓口でご購入いただけます。アーツカード等、各種割引については
美術館窓口で取り扱いいたします。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

※状況により、チケットの販売方法、会期等が変更となる場合がございます。
チケット販売の詳細をご確認される際、またご来場の際には、展覧会公式サイトをご覧ください
※会場内混雑の際には、入場をお待ちいただく場合がございます
※週末、祝休日、会期末は混雑が予想されますので、平日、会期前半のご来場をお勧めいたします

TICKETS チケット情報

チケット購入場所 （平日のチケットも販売中）

日時指定券販売スケジュール
3月26日㊏〜5月8日㊐ 指定券
▷発売中

第1期
▷4月16日㊏ 12:00発売開始
5月10日㊋〜6月19日㊐ 指定券第2期

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　3月26日（土）〜6月19日（日）
　　　　  「出版120周年　ピーターラビットTM展 」
　　　　  各料金より100円割引　※本券を世田谷美術館窓口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、当日窓口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

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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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）

P4詳細は　　 へ
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せたがや 文化・スポーツEvent Guide
Arts & Sports
in Setagaya

音楽事業部生活工房世田谷文学館 世田谷美術館世田谷パブリックシアター 世田谷区スポーツ振興財団せたがや国際交流センター

本紙は3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



〒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3月25日2

ライブラリー「ほんとわ」は、幅広い世代にむけた本との出会
いの場であり、これまでも企画性のある選書により、書物との
新たな出会いと多様な楽しみ方を、ご提案してまいりました。

「ほんとわラジオ」では、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。

区内で収集した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“小さく”上
映中です。映像は歳時記にあわせて毎月替わります。映像を見て
思い出したエピソードを、会場に備え付けのカードでお寄せくだ
さい。
4月8日から上映する映像は、1963（昭和38）年の春に撮影さ
れた『彼岸』です。家族でお墓参りしたり、会食したりする様子か
ら、当時の暮らしがしのばれます。
なお、収集した映像（全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]

1997年4月5日、三 軒 茶 屋 キャ
ロットタワー内に世田谷文化生活
情報センターがオープンしました。
このセンター内にある、世田谷パ
ブリックシアターと生活工房は、
活動を始めて今年で25周年を迎え
ます。本展では劇場の主催公演か
ら厳選したポスター約90点を展示
し、これまでの25年の歩みを振り
返ります。

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。フラワーア
レンジメント、俳句、ニットサー
クル等の創作活動をはじめ、区民
交流の場としての賑わいも少し
ずつ戻ってきました。そうした利
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

世田谷区には個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、国籍、障害の有
無などにかかわらず、多様性を認
め合い、自分らしく暮らせる地域
社会を築くための条例があります。
世田谷区が制定した条例、性の多
様性、人権に関する相談窓口の紹
介などをパネルにて展示します。
お気軽にお立ち寄りください。

無料

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。「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
※（　）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）

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。

「覚えてみよう、いろいろな国歌」
世界の国歌の魅力をご紹介します。“歌詞がない”“何度
も変わる”“2つの国が同じ国歌を歌う”など。国歌を知れ
ば、その国の魅力が見えてきます。

淺見良太／一般社団法人国歌の輪 代表理事　
申込先着60名　
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

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。
※館内混雑時はご入場をお待ちいただく場合があります　※お出かけ前にHPや電話で開館情報をご確認ください

市民活動支援コーナーの日々展
2022

開催中～4月17日（日）
月曜休み　9:00～21:00
3F生活工房ギャラリー

企　画　展 

『彼岸』（昭和38年）

–動画公開中 – どう？就活　自分と仕事の出会い方

将来について疑問や悩みを抱く若年層に向けたセミナー（昨年12月開催）
の記録動画を公開しています。働き方研究家の西村佳哲氏の穏やかなファ
シリテートのもと、ゲスト（本城慎之介氏・牟田都子氏・東野華南子氏・団遊氏）は、

「働くとは」「会社とは」「仕事との出会い」などについて持論や体験を語りました。そ
れを受けて参加者も対話を重ね、考えを深め合いました。　

デビュー作『りんごかもし
れ な い』（2013年）以 降、
子どもから大人まで幅広
い人気を誇る絵本作家・
ヨシタケシンスケ。果てし
ない妄想やアイデア、ク
スッと笑える人のクセや
しぐさ、世界の真理をつく
ようなものの見方を、細い
ペン先で描き続けていま
す。初の大規模個展となる
本展では、発想の源である
小さなスケッチや絵本原
画、本展のために作家本
人が考案した立体物など
400点以上を展示します。
発想の豊かさに支えられたヨシタケさんの「かもしれない」
展示空間をお楽しみください。

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
日時指定券を販売いたします。事前購入にご協力ください。
オンラインチケットサイト https://e-tix.jp/setabun/ 

企　画　展 

多文化理解講座　― 第2回 ―

5月21日（土） 14:00～16:00　5F セミナールーム

館内展示
～人権問題に対する世田谷区の取り組み～

4月1日（金）～6月5日（日）
2Fせたがや国際交流センター

セタブン大コレクション展
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

コレクション展

「ほんとわラジオ」放送中！

毎週木曜 11:00～11:30
エフエム世田谷（83.4MHz）

ラジオ放送

パーソナリティ 河西美紀

©世田谷区

深田久弥「山ありてわが人生は楽し」色紙 他

展覧会メインビジュアル

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・日時指定制

生活工房アレコレ2022
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）

次回企画展  
世田谷パブリックシアター

開場25周年記念ポスター展 
4月27日（水）～5月25日（水）

 月曜休み　9:00～21:00
3F生活工房ギャラリー

現代能楽集I『AOI／KOMACHI』（2003年）

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）

振付・演出・出演 井手茂太　音楽ASA-CHANG＆巡礼
 4,300円　一般 4,500円／当日 5,000円　プレビュー公演 4,000円

高校生以下 1,500円（当日要証明書提示）　U24 2,500円
未就学児 1,000円（6/4、6/5の13:00公演のみ観劇可）
※3歳以下は保護者膝上での鑑賞時無料（当日要証明書提示）。4歳以上はお席が必要です
問 days（ 3464-5026　平日10:00〜18:00　Mail info@idevian.com）

ダンス

シアタートラム

6/3（金）〜5（日） 『イデソロキャンプ』

6/3 4   5

13 00:
15 00:
17 00:
19 00:
＝プレビュー公演

散歩に出かけるように街中のコンサートへ。
どこかで聴いたクラシック、心躍るジャズ…。
家族と、友だちと過ごす豊かなひととき。
そんなシリーズが、「せたおん まちなかコンサート」として再スタートします。
第1回は朗読とパントマイムでクラシックの世界を広げる楽しいユニットの登場です！

気軽に身近に
クラシック！

宮川知子　中野一麻　吉村美智子　木村藍圭　宮川大典　宮川安利　吉岡朋子
メンデルスゾーン：無言歌より「春の歌」　ハチャトリアン：ガイーヌより「剣の舞」 他
自由席・無料　申 事前申込み制（以下のどちらかの方法でお申込みください）　

❶オンライン 【4/24（日）申込み開始・先着順】　♦詳細はせたおんホームページをご確認ください

❷往復ハガキ 【5/2（月）必着・抽選】
♦P2記入方法参照のうえ、「⑤人数（2名まで）」を追記して下記へお送りください
〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1・5F 　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部「まちなかコンサート」係

※車椅子スペースあり（定員あり・要予約　音楽事業部　 5432-1535）

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

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。

5月11日（水）～24日（火）　
世田谷パブリックシアター

『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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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・調 第５回

清元
〜江戸の艶と、洒

しゃれ

落と粋
いき

〜

江戸時代の浄瑠璃

ちょこっと解説！
公演がもっと楽しくなる

せたおん まちなかコンサート

19:00FRI

宮川安利

宮川知子

仕事終わりにほっと一息、音楽で日々の疲れを癒せるようなコンサートを…。
そんなコンセプトから始まる新シリーズ第1弾。
日本で唯一ベルギー配列を操るアコーディオン奏者・桑山哲也が初回を飾ります。
下北沢まで、ふらっとお立ち寄りください。

ミュージックラウンジ
6.17北沢タウンホール北沢タウンホール

15:00 成城ホール
（小田急線 成城学園前駅）5.28土

三味線を伴奏楽器とする語り物音楽＝浄瑠璃は、筋
の進行や場面描写、登場人物のせりふを節にのせて
歌ったり語ったりして展開していきます。現在は、人
形芝居と結びついた義

ぎ

太
だ

夫
ゆう

節
ぶし

、歌舞伎と結びついた
常
とき

磐
わ

津
づ

節
ぶし

とこの清元節、芝居から離れて座敷芸となっ
た新
しん

内
ない

節
ぶし

が有名です。
歴史をさかのぼると、浄瑠璃は1684年に竹本義太夫
が道頓堀に竹本座を開設するに及んで一気に花開き
ます。別系統の浄瑠璃・豊

ぶん

後
ご

節
ぶし

が江戸へもたらされ
たのは1734年、義太夫節の豪壮な節回しとは打って
変わって艶っぽい語り口調が歌舞伎と結びつき、一世

を風
ふう

靡
び

しました。
風紀を乱すとの理由で1739年に豊後節禁止の
おふれが出されると、その跡を継ぐ常磐津文

も

字
じ

太
た

夫
ゆう

は、豊後節の柔らかさと昔の浄瑠璃の豪壮
さを併せ持った「常磐津節」で歯切れの良い江戸
前の芸を確立しました。その弟子がそこから「富
本節」を、さらにそこから清元延

えん

寿
じゅ

太
だ

夫
ゆう

が1814年、
「清元節」を創始しました。この三つの節は「豊
後三流」と呼ばれますが、違いは微妙です。ちな
みに“粋”の代表のように言われる小唄は、四世
延寿太夫の妻清元お葉

よう

が礎
いしずえ

をつくったものです。

4/24（日）申込
開始

4/18（月）発売
開始

桑山哲也

（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

桑山哲也（Acc）　大貫祐一郎（Pf） 他
 2,700円2,700円　一般 3,000円　 　※未就学児入場不可

せたおんHP

5/21Sat14:00
中町ふれあいホール（東急大井町線 上野毛駅）

32022年3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

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。

                  

〒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

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 ▶︎

尾上紫 清元美寿太夫

清元栄吉 藤舎呂英

世田谷パブリックシアターで行っている演
劇ワークショップやレクチャーの活動報告
を掲載している冊子「CarroMag.」の最新
号が完成しました！
今号の特集は、「だれでも表現クラブ・極
楽」「だれでも写真クラブ・極楽」。世田谷
区・下馬地区にお住まいの高齢者のみなさ
んが、だれでも気軽に交流できる場として、
定期的に行っている団地でのワークショッ
プの内容をご紹介しています。
施設内で配架しているほか、右
記QRコードからもご覧いただ
けます。

撮影：山添雄彦

『CarroMag.』
最新号完成しました！

世田谷区内で活躍する文化団体の皆様と劇場スタッフが力を合わせておお
くりしている夢の舞台「フリーステージ」。ぜひご一緒にお楽しみください。

入場無料・要予約　※入場方法については4月上旬に劇場HPにて公開します

世田谷クラシックバレエ連盟

音楽部門

ダンス部門

日程 4月29日（金・祝）
会場世田谷パブリックシアター
日程 4月30日（土）
会場シアタートラム
日程 5月3日（火・祝）～5日（木・祝）
会場世田谷パブリックシアター

フリーステージ
20 2 2

世田谷パブリックシアター

せたおん 検索
@setagayasetaon @setaon_music

 4/14（木）
一般 4/15（金）

発売
開始



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。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� 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　

〒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

インターネットまたは電話
◦�インターネットによる申込み�
　� https://www.se-sports.or.jp/

event/tamawalk
◦�電話による申込み
　 0570-039-846　平日10:00～17:30
（公財）世田谷区スポーツ振興財団　
3749-1090� 3417-2813

多摩川ウォーク

世田谷区立兵庫島公園（スタート時間分散方
式）⇒多摩川サイクリングロード⇒調布市多
摩川児童公園（調布市多摩川3-75）
小学1年生以上　※小学生は保護者同伴　
先着700名　 1,200円（小・中学生600

円）　※事前払い�

2022年3月25日4

草屋根民家の風景で知られ
る向井潤吉（1901-1995）。
本展では、軒先の洗濯物や
作業に勤しむ人々の姿な
ど、画面の細部に描き込ま
れた暮らしの気配に注目し
て作品をご紹介します。

古典から同時代まで、西洋美
術に深く学び、制作に活かし
た宮本三郎（1905-1974）。
滞欧作品を軸としつつ、宮本
が抱いた西洋美術への憧憬
とその先に続く作品の展開
を追います。

⑤ゴルフ教室（成城の部・千歳の部）
18歳以上

⑥アーチェリー教室
新小学5年生以上

⑦ソフトテニス教室
小学生以上

事前申込が不要な教室・イベント
4月1日～2023年3月31日

※日時等詳細はHPをご覧ください
①総合運動場フィットネス　
②総合運動場温水プールアクアフィットネ
ス　
③千歳温水プールフィットネス　
④大蔵第二フィットネス　
高校生相当以上　 施設により異なる　

スポーツ観戦デー（FC東京）
5月21日（土） 15:00k.o. 味の素スタジアム

FC東京 VS 柏レイソル

区内在住の方（ペア）　
200組400名（抽選）　 無料
二次元コードよりお申込みくだ

さい。なお、申込みにはJリーグIDの

 各種スポーツ教室
4月下旬～5月上旬開始

※詳細はHPをご確認ください
①Smash！バドミントン
小学生～高校生

②レディースフットサル
③レディーステニス
18歳以上の女性

④ジュニアゴルフ教室
新小学3年生～中学生（親子参加可）

取得が必要です。　 4月23日

 社交ダンス教室
5月21日～6月18日　毎週土曜 18:00～19:30

（全5回）　山野小学校体育館

18歳以上の初心者・初級者　 先着30名　
3,300円　

 障害児（者）水泳教室
■ペンギン水泳教室
5月10日～6月21日　毎週火曜 18:00～20:00

（全7回）　烏山中学校温水プール
軽度の知的障害のある小学生以上。トイレを

使用する際、介助を必要とせず、教室開催中、
付添人の会場待機が可能な方　 抽選10名　
中学生以下1,700円、高校生相当以上4,000

円　 障害の内容も明記し、スポーツ振興財団
へ　 4月11日（必着）　※参加の可否につい
ては、事前に個別面談を行います

 親子スイミングレッスン
4月16日（土） ①10:00～10:50 ②11:00～11:50

総合運動場温水プール

①②とも幼児（新年中・年長）とその保護者　
各先着15組（30名）　 1,100円（別途施設

利用料）　

千歳温水プール体組成測定会
4月24日（日） 10:00～12:00（最終受付11:30）

千歳温水プール集会室

どなたでも　 無料　 当日受付　

ふれあいボウリングスクール
5月21日・6月4・18日・7月2日　隔週土曜　

10:00～11:30（全4回）　オークラランド

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

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、病気で寝込んだ幼い男の子の
ためペットのウサギをモデルとして描いた絵手
紙に始まる物語は、1902年の初出版以来多くの
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、絵本誕生120周年をお祝いし
ます。
チケット情報 �※詳細は表紙およびHP参照　

もふもふ生地を使ったグ
リーティングカードを作る
キットを販売します。
キット内容：もふもふ生地
（2種）、型紙、ぬいぐるみ
用差し眼1対、カード台紙、背景プリント
※ボンド、ハサミ、カッター、めうちが必要です
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。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。

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

暮らしの気配 ─ 向井潤吉が描いた民家と生活
4月1日（金）～9月11日（日）

展覧会

宮本三郎　西洋の誘惑
4月1日（金）～9月11日（日）

展覧会
清川泰次　白と線の時代　4月1日（金）～9月11日（日）

《Painting�No.684》1984年

《宿雪の峡》［長野県下水内郡栄村秋山郷］1983年 《着衣像》1938-39年頃

ミュージアム コレクション
“もの”を写すことにとらわれない自由な
表現を探究した画家・清川泰次（1919-
2000）。清川が独自の境地を見出したと
言える1970～80年代の、白く塗ったカ
ンヴァスに細く線が描かれた作品を中心
にご紹介します。

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）

おうちで100円ワークショップ
「もふもふ in イングリッシュガーデン」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00　創作室

※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 ）

険料含む）　 ハガキ・FAX（上記申込方法
参照、参加できない日、年齢も明記）で世田谷
サーンズ・北口（〒156-0044�赤堤4-42-2�
090-9010-2275� 3323-8250）

 生涯健康づくり体操
5月12日～7月28日　毎週木曜 13:30～15:00

（全12回）　希望丘地域体育館

50歳以上　 先着30名　 3,300円

 「スポーツ振興財団」×「カルチョ」
～個人参加型フットサル開催～

4月11日（月）・16日（土）・22日（金）
平日 9:45～11:45　土曜 18:30～20:30

総合運動場体育館 

高校生相当以上　 先着40名　 2,000円

第72回世田谷区民体育大会
■ライフル射撃競技
5月15日（日）～7月10日（日）（全9回）
総合運動場エアーライフル場
区連盟会員及び世田谷区在住・在勤者で

競技用エアライフル銃の保有者　 先着24
名　 500円（銃許可証、弾各自持参・電子
標的用ロール紙、標的紙連盟準備）　 射場に
て（9:00集合）　 区ライフル射撃連盟・高田
（ 3487-0832）19:00～21:00

第53回世田谷区空手道選手権大会
5月14日（土）・15日（日）
総合運動場体育館
区連盟会員及び本連盟が認めた者　 個人

戦2,000円、団体戦4,000円　 区空手道
連盟事務局（ 0422-26-7431）　 4月3日

［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）

新型コロナウイルス感染症の影響により、令
和4年度は7月以降に開催いたします（予定）。
情報ガイド・当館HPにてお知らせします。

世田谷美術館美術大学
受講生募集延期及び変更のお知らせ

5月15日（日） 8:00～12:30  ※荒天中止
コース（約9km）　

参加者募集　4月5日～19日（先着順）

 髙野進監修プログラム
世田谷子どもかけっこクリニック

5月5日（木·祝） A 9:30～10:45　
B 11:00～12:15 C 11:00～12:00

総合運動場陸上競技場

NPO法人�日本ランニング振興機構　
A小学1・2・5・6年生B小学3・4年生

C親子（年中・年長）　 抽選A小学1・2
年生：60名、5・6年生：30名B70名C20
組40名　 2,500円　 4月10日

企　画　展�

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

ミュージアム コレクションⅠ
美術家たちの沿線物語

大井町線・目黒線・東横線篇
4月23日（土）～7月24日（日）　2階展示室

撮影：今井智己

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

3/29～4/3
9th�AOYAMA　爽展 第8回　緑友美術展2022

※緊急事態宣言の場合、1年間延期の可能性ありあそぶ会「あそぶ」　（公開3/30～4/2）

4/5～10 第33回彩アート展＆朱鷺百景展
高橋幸子油絵展
第16回雅水会作品展
玉川フォトフレンズ写眞展

4/12～17
風景スケッチ日曜会　水彩画展 Keiji�Sugawara�Watercolors可部徳古　水墨画展

4/19～24 誠之フォトクラブ 第19回ボタニカルアート99＆09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

大竹伸朗《漁船窓Ⅰ》1987-88年©Shinro�Ohtake

™�&�©�FW�&�Co.,2022

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
4/5～10 第5回�東墨会水墨画展

4/12～17 第15回プラタナスの会

4/19～24 Kinko�Yomota76�
―旅と多摩川―

※�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（4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・FAX3.25 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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