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7月3日
（日）
世田谷文学館
※日時指定制

P2 せたがや国際交流センター

せたがや文化財団

P2 生活工房

P3 音楽事業部

《展覧会公式サイト情報》
展覧会の最新情報やグッズはこちらをご覧ください
ヨシタケシンスケ展かもしれない
公式サイト HP https://yoshitake-ten.exhibit.jp

P3 世田谷パブリックシアター

もっとアートを楽しもう！

世田谷区太子堂4-1-1 ☎︎5432-1501 HP https://www.setagaya-bunka.jp

世田谷区スポーツ振興財団 世田谷区大蔵4-6-1

☎︎3417-2811 HP https://www.se-sports.or.jp

観覧料

世田谷美術館 1階展示室 開催中〜6月19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

P4 世田谷区スポーツ振興財団

せたがやアーツカード

せたがや文化財団の各施設で、
会員割引など特典を利用できます。

本紙は5月17日時点の情報です。新型コロナウイルスの影響により掲載内容が変更となる場合があります。ホームページ等で最新の情報をご確認ください。
マスク着用、施設入口での検温等の各事業部が実施する感染防止策にご協力をお願いします。

割 引
引換券

P4 世田谷美術館

詳細は P4 へ

●入会金・年会費無料 ●会員資格は区内在住15歳以上
※18歳未満の入会には、親権者の同意が必要となります
《会員の皆様へ》

青色のアーツカードの有効期限を6月30日まで延長しています。

新しいカード(黄色)は6月末までに区内のご登録住所に送付します。
artscard@setagaya-pt.jp

（10:00〜19:00）
問 ☎5432-1548

〒157-0062 世田谷区南烏山1-10-10

世田谷 文 学 館

@SETABUN

☎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）

※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。詳細はホームページをご覧ください

にヨシタケさんが考案した立
体物や愛蔵のコレクションな
ど約400点以上を展示し、作
家の「頭のなか」をのぞいてみ
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、ぜひご
体感ください。

企画展

ヨシタケシンスケ展かもしれない

開催中～7月3日㊐ 2階展示室・日時指定制
https://yoshitake-ten.exhibit.jp

コ レ ク シ ョン 展
開館２５周年記念 セタブン大コレクション展 PARTⅡ

山ありてわが人生は楽し
開催中～9月11日㊐

愛用の手帳
（
『あんなに あんなに』
スケッチ）
撮影：野澤亘伸

『りんごかもしれない』
原画©Shinsuke Yoshitake

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

絵本作家としてのデビュー作『りんごかもしれない』
（2013
年）以降、子どもから大人まで大ブームを巻き起こしている
ヨシタケシンスケ。
頭のなかに広がる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、多くの人々をひきつけています。
ヨシタケさんは絵本を出版する以前から、イラストレーター、
造形作家として活躍してきました。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

カブリモノシリーズ
《ACcess100》
撮影：三橋純

￥ 一般1,000
（800）
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

3
 月号・4月号にて、団体料金
お詫び

訂正してお詫び申し上げます。

の表記に誤りがございました。

「にほんご交流会」in テンプル大学

7月16日㊏ 14:00～16:00
テンプル大学ジャパンキャンパス
（太子堂1-14-2、東急田園都
市線三軒茶屋駅から徒歩7分）
日本語を勉強している学生の発表会と交流会に参加する方を
募集します。学生が自分の国や町、季節行事などをポスターを
使って発表します。その後、グループに分かれて「やさしい日本
語」を使って交流します。キャンパスの雰囲気も感じられるイ
ベントです。
定 30名
（申込み多
数の場合は抽選。）
￥ 500円
申 電話
（10:00～
18:00）または
申込フォームで
締 7月2日

開催中～5月25日㊌ 月曜休み 9:00～21:00
3F生活工房ギャラリー

次回企画展

大竹英洋写真展

ノースウッズ 生命を与える大地

6月4日㊏～7月10日㊐ 月曜休み 9:00～21:00
3F生活工房ギャラリー

北米大陸に広がる世界最大級の原生林
「ノースウッズ」
をおよそ
20年間にわたり取材し、その豊かな生態系と人との関わりを
撮り続けてきた大竹英洋。2021年に第40回土門拳賞を受賞し
た写真集『ノースウッズ――生命を与える大地』収載カットを中
心とした写真パネルで、その作品をご紹介します。
[共催]世田谷文学館
￥ 無料

●未就学児はご予約の必要はありません。●当日券の予定枚数が終了している場合

はご入場いただけません。●お電話でのご予約は受け付けておりません。●会期末は
混雑が予想されます。平日、会期早めのご来場をお勧めいたします。

☎5432-1538

2022年5月25日

人生百年時代のドストエフスキー

世田谷文学館館長） 対 どなたでも
抽選120名 ￥ 一般1,000円、会員500円
（但し2022年度会
員証提示） 申「世田谷文学館友の会」ホームページより
「イベント
お申し込みページ」
まで。または、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 締 6月27
日
（必着）
〒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

館内展示
「エチオピアってどんな国？〜若者たちが
見た等身大のエチオピア〜写真展」

やさしい日本語でまち歩きツアー

7月2日㊏ 13:00～16:00頃
集合 玉川総合支所（東急大井町線等々力駅すぐ）

展示中～６月30日㊍まで ２Fせたがや国際交流センター

外国人の方、日本人の方、一緒に歩きましょう。等々力渓谷や
野毛大塚古墳などを歩きます。
やさしい日本語で会話し
ながら、交流を深めてみ
ませんか？
渓谷はアップダウンや滑
りやすい箇所があります
のでご注意ください。
定 抽選申込32名
￥ 500円
（中学生以下無
料）
申 電話
（10:00～18:00）
または 申込フォームで
締 6月5日

アフリカ最大級の
Facebook写 真 投 稿
コミュニティ
【Bored
Cellphone Addis
Ababa】に 投 稿 さ れ
た、現地の若者たちが
ス マ ートフォン で 撮
影した 作 品を 展 示し
ています。
「人は誰でもアーティストになれる」をコンセプトに、若者たち
の感性に光を当て、彼ら彼女らが見たエチオピアのリアルを映
し出すフォトドキュメンタリー。首都アジスアベバを中心に、
伝統とモダンが交錯する等身大のエチオピアを感じてくださ
い。 ￥ 無料

穴アーカイブ：an-archive

ちかくのとーくvol.01

6月19日㊐ 14:00～15:30
生活工房5F

7月3日㊐ 14:00～16:00
3F市民活動支援コーナー＆Zoomミーティング（オンライン）

下北沢のおせっかいとまちつどい

2015年に始動した
「穴アーカイブ」
は、家庭に眠る8ミリフィル
ちかくの活動をちかくの人に紹介するトークシリーズ「ちかく
ムの提供を呼びかけて、その収集やデジタル化に取り組んでき
のとーく」
。世田谷区内で地域の課題を解決するための活動や、
ました。それらの映像は、ウェブサイト「世田谷クロニクル」で
世田谷ならではのユニークな活動を行う方をゲストに招き、お
公開中です。
話を伺います。
「せたがやアカカブの会」とは、その映像をじっくり観ながら、 第一回目となる今回は、2010年に「下北沢大学」を立ち上げ、
当時の街並みや暮らしの風景についてそれぞれの視点で語り
音楽祭や映画祭の実行委員長も務める柏雅康さんと、北沢と代
合う、小さな集いの場です。
田で「おでかけひろば」を運営し、コミュニティ食堂の活動にも
今回の集いでは、季節にあう映像を1巻上映しながら語り合い
取り組む斎藤淳子さんをお招きします。まちの移り変わりを辿
ます。またハガキで前もって募った、映像にまつわるエピソー
りながら、下北沢とコミュニティについてお聞きします。
ドもご紹介します。
出 聞き手：市川徹
（まちづくりコーディネーター）
／記録：千葉晋也
定 当日先着15名 ￥ 無料 申 不要、直接会場へ
（まちづくりデザイナー）
／ゲスト：柏雅康
（しもきた商店街振興組
【企画制作】remo
［NPO法人 記録と表現とメディアのための組織］ 合理事長）
、斎藤淳子
（一般社団法人北沢おせっかいクラブ代表
理事） 定 申込先着で会場10名／オンライン100名 ￥ 会場：
200円／オンライン：無料 申 5月25日10時以降、 申込フォー
ムで生活工房へ 【企画運営】
（株）
世田谷社

子ジカ 撮影：大竹英洋

2

講演会
（ 文 学 館 ・友 の 会 共 催 ）

定

せたがやアカカブの会 vol.31

世田谷パブリックシアター

開場25周年記念ポスター展
無料

※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）

〒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

企画展

￥

※
（ ）
内は20名以上の団体料金

講 亀山郁夫
（ロシア文学者

日時指定券を販売中です。事前購入をお勧めいたします。
オンラインチケットサイト
https://e-tix.jp/setabun

生 活工 房

世田谷文学館は、2020年に開館
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。同時開催の
「ムットーニのからくり劇場」で
「サーカス」
は
「サーカス」
を特別上演。
（作家蔵 2019年
原作：中原中也
「サーカス」
）
￥ 一般200
（160）
円／高校・大学
生150
（120）
円／65歳以上、小・中学生100
（80）
円

7月9日㊏ 14:00～16:00 １階文学サロン

【誤】一般1,000
（900）
円 【正】一般1,000
（800）
円

せたがや国 際 交 流センター

1階展示室

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

『節句 和彦2年半 豊9ヶ月』
（1963年5月5日、自宅[渋谷区]）

キックオフイベントの様子

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

※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

●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

※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）
info@setagayamusic-pd.com HP https://www.setagayamusic-pd.com

音楽事業部

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

6.17

ミュージックラウンジ

Chill Music Concert
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…。そんな想い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。
桑山哲也

６/1㊌ @三茶しゃれなあどホール
★詳細は、せたおんホームページで

ハラダ タカシ
オンド・マルトノ
宇宙からの響き
そ

ら

7.2

ハラダタカシ
©Yutaka Hamano

藤田朋子

桑山哲也トークショー 無 料

※ご飲食はロビーのみとなります
※感染症拡大予防のため、変更される場合もあります

SAT 15:00

北沢タウンホール（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）
講 座 案 内

フランス人モリス・マルトノによって両大戦間に完成された電
波楽器、オンド・マルトノを日本人で初めて独奏楽器として扱い
広めた第一人者。その魅惑の世界をお楽しみください！

限定

第12回定期演奏会

ハラダ タカシ
オンド・マルトノ講座

ハラダタカシ
（オンド・マルトノ）他
曲 池辺晋一郎：NHK大河ドラマ
「独眼竜政宗」
テーマ音楽
O.メシアン：美しい水の祭典より
D.ミヨー：オンド・マルトノとピアノのための組曲 他
￥ 公演&講座セット券
5,500円 一般 6,000円
公演券
3,800円 一般 4,000円
※未就学児入場不可
講座券
2,800円 一般 3,000円

7月2日㊏ 13：00〜14：00
北沢タウンホール

珍しい 楽 器「オンド・マルトノ」を
ハラダタカシが自ら解説し、その魅
力を語るたいへん貴重な機会です。

©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

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
HP

『毛皮のヴィーナス』

8月20日㊏～9月4日㊐ シアタートラム

発売開始

8/20 2122 2324 25 26 27 28 29 30 31 9/1 2 3 4

FAX 5432-1559

☎5432-1515
（10:00〜19:00）
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 中学生演劇部（6月）

いろいろな学校から中学生が集まり、一緒に演劇をつくるワーク
ショップです。演劇がはじめての人も大歓迎！ぜひ劇場に遊びに
きませんか？
6月19日㊐ 14:00～17:00
世田谷パブリックシアター稽古場
定員 15名程度 ※先着順
参加費 500円
問 世田谷パブリックシアター学芸 ☎︎5432-1526
劇場HPまたはQRコードよりお申込みください
日程

会場

休演

休演

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

休演

徐賀世子
五戸真理枝
高岡早紀 溝端淳平
￥
6,700円 一般 7,000円
高校生以下 3,500円 Ｕ24 3,500円
翻訳

出

☎5432-1526

https://setagaya-pt.jp

6/18㊏
一般 6/19㊐

新鋭・五戸真理枝がシアタートラム初登場。高岡早紀、溝端淳平の顔合せで、男女の
18:00
理性と欲望の戦いを描いたスリリングな二人芝居を上演します。
演出

3.28
開催

50席

ー同日開 催ー

出

作 デヴィッド・アイヴズ

22

新型コロナウイルスの影響で3年ぶりとなった定期演奏会
を、ミューザ川崎シンフォニーホールという素晴らしいホー
ルにて開催しました！ 円光寺雅彦先生を指揮者にお迎え
し、たくさんのお客様にご来場いただく中、上級生も笑顔
で卒団することができました。
2021年度も、感染症の勢いはとどまることを知らず、リ
モート練習となったり、合奏練習にも制限があったりと、何
度も「活動が続けられないのではないか」という不安に直面。しかし、
「音楽は不要なもので
はない」、そして、
「団員一人ひとりにとっての
『今』
は二度と戻ってこない！」 私たちSJOは
ここで負けてはいけない！と一丸となり、この演奏会の成功を目標に走りました。
池辺晋一郎音楽監督作曲の『星をかぞえる』の初演（こちらも3年越しに日の目を！）に続
き、グリーグの『ペールギュント』組曲より4曲、チャイコフスキー
『白鳥の湖』全幕から10曲と
いうプログラム。特にロシアの作曲家チャイコフスキーの曲は、皆で平和への祈りを込めて
奏でました。
どの曲も難曲ですが、講師の親身な指導で「必死に音を出す」状態から、
「楽しく音楽を奏で
る」ところまで成長し、立派に弾き切り、SJOメンバーの無
限の力を改めて実感しました。
2021年度も、SJOは区民の皆様をはじめ、たくさんの方々
にご支援をいただきました。この場を借りて、御礼申し上げ
ます。2022年度は、新メンバーが加わり、新たなステージ
へとステップアップしていきます。引き続きの応援をよろしく
お願いいたします。（担当：黒田真礼）

速報！

開場・休憩時、ロビーにて地元・下北沢の
お店のご協力でドリンク＆スナックを販売します！

室 内 楽 シ リ ー ズ

大貫祐一郎

20

せたがやジュニアオーケストラ (SJO)

（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

出 桑山哲也
（アコーディオン） 大貫祐一郎（ピアノ）
藤田朋子（ヴォーカル）
￥
※未就学児入場不可
2,700円 一般 3,000円

@setagayasetaon

@setaon_music

公演報告

FRI 19:00（18:15 開場）
北沢タウンホール

～ほっと一息いかがですか～

せたおん 検索

photo by
Kazutaka Nakamura

※1申込みにつき1公演4枚まで ※未就学児入場不可

せたがやこどもプロジェクト2022《ステージ編》

※各公演ごとに年齢制限が異なりますので詳細はお問合せください ※高校生以下は当日要証明書提示

子どもとおとなの
『お話の森』7月30日㊏～31日㊐ シアタートラム
ための◎読み聞かせ
ミュージシャンのROLLY（ローリー）
と俳優の片桐仁による、個性あふ
れる読み聞かせ。子どももおとなも楽しめる人気企画の最終回。夏の
ひととき、涼しい森で絵本と音楽をお楽しみください。

7/31㊐片桐仁 演奏・馬喰町バンド
中学生・高校生 1,250円
4歳～小学生 500円 U24 1,250円／
「音楽の森」ソロライブのみ、おとな 3,500円 U24 1,750円
（高校生以下は読み聞かせ料金と同じ）

発売開始

7/1㊎
一般 7/2㊏

『せたがや 夏いちらくご』7月30日㊏

7/30

31

13:00
14:00
16:00
18:30

＝ROLLY
（小学校中学年以上向け）
＝ROLLY
「音楽の森」
ソロライブ
（小学校中学年以上向け）
＝片桐仁
（4歳以上向け）

夏の劇場・りんかん学校『流星スプーン』
芸術監督による体験型新企画“りんかん学校”が開校！ 公募により集まった子ども
たちがプロのアーティストとともにリハーサルを重ねて作品をつくり、発表します。

7月26日㊋～8月4日㊍
世田谷パブリックシアター 他

［参加者募集］
翻訳・ドラマターグ 小宮山智津子
対象 全日程に参加できる世田谷
出 公募で集まった子どもたち
区または近 隣在住の小学4年生
中山祐一朗 古家優里 白井晃
から6年生
日程 リハーサル：7/26㊋、
7/28㊍、
定員 30名程度
参加費 1,000円
（保険料込）
8/1㊊
※応募者多数の場合は抽選となります。（結果は応募者全員に連絡します） 白井 晃
舞台稽古：8/3㊌ 発表会：8/4㊍
募集受付期間 6月1日㊌10:00～6月30日㊍18:00必着
会場 世田谷パブリックシアター特設
お申込み方法は劇場HPをご確認ください。
ステージ

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー
7/14㊍～17㊐
7/21㊍～24㊐

発売開始

6/11㊏
一般 6/12㊐

プロデュース・出演 春風亭一之輔
7/30
昼の部：三増紋之助
（曲独楽） 夜の部：江戸家小猫
（動物ものまね）
13:00
17:00
￥
おとな 3,700円
撮影：山添雄彦
一般 おとな 4,000円／こども
（小学生～高校生）1,500円 U24 1,500円
親子ペア券（おとな1枚＋こども1枚、昼の部のみ）4,500円 ※1申込みにつき1公演4枚まで

上演台本・演出 白井晃

ダンス

世田谷パブリックシアター

昼の部は子どもたちにおすすめの入門編、夜の部はじっくりと本格的な落語会を
お届け。世田谷パブリックシアターから、今年も寄席のにぎわいをおおくりします。

出 7/30㊏ROLLY

￥ 一般 おとな 2,500円

人気落語家・春風亭一之輔による、子どもから大人まで楽しめる寄席企画！

to R mansion『注文の多い料理店』

発売開始

8月5日㊎～7日㊐ シアタートラム

6/17㊎
一般 6/18㊏

国内外で活躍する様々なジャンルのアーティストが集結！宮沢賢治もびっくりな、
豊かな表現で繰り広げられる、ポップで美しい名作童話の世界をお届けします。 8/5

6 7

12:00
宮沢賢治 脚本 目次立樹 演出 上ノ空はなび 共同演出 小島康嗣
15:30
音楽・演奏 イーガル・渡辺庸介 出 上ノ空はなび 丸本すぱじろう
19:30
＝4歳未満入場可の
江戸川じゅん兵 植本純米 森下亮 チャタ 藤居克文
チャイルドシアター回
（4歳未満、保護者膝上
￥
3,600円 一般 3,800円
鑑賞無料）
親子ペア
（一般1枚＋高校生以下／こども1枚）4,500円
＝終演後、
アフターイベントあり
U24 2,000円 高校生以下（4歳〜高校生）1,500円
チャイルドシアター回こども（4歳未満、8/5・7の12:00公演のみ観劇可）1,000円
※1申込みにつき1公演4枚まで 問 to R mansion
（☎︎080-3410-8000）

原作

シ ア タ ートラ ム

大駱駝艦・天賦典式 創立50周年公演
『おわり』
『はじまり』

発売開始

6/2㊍
一般 6/3㊎

『はじまり』
『おわり』
麿 赤兒 出 村松卓矢 高桑晶子 田村一行
7/21 22 2324
7/14 15 16 17
鉾久奈緒美 松田篤史 藤本梓 小田直哉 梁鐘譽 坂詰健太 他
15:00
15:00
￥
S席（1・2階席）4,800円 一般 S席 5,000円／当日 5,500円
19:30
19:30
A席（3階席）4,000円／当日 4,500円 『おわり』
『はじまり』
セット券 9,400円（S席のみ・枚数限定）
※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 大駱駝艦
（☎0422-21-4984）

振付・演出・美術・出演

ダンス

7/1㊎～3㊐

鈴木ユキオプロジェクト
『刻の花』／『moments』

発売開始

5/27㊎

一般
:005/28㊏
10

7/1
振付・演出 鈴木ユキオ 出『刻の花』
鈴木ユキオ／八木咲
14:00
『moments』
安次嶺菜緒 赤木はるか 山田暁 小谷葉月 阿部朱里 他
19:00
￥ 整理番号付自由席
3,800円 一般 4,000円／当日 4,500円
高校生以下 2,500円 U24 3,000円 ※未就学児入場不可
問 鈴木ユキオプロジェクト
（☎090-5314-9281
kingyo.company@gmail.com）
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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。
凡例：出 出演

講 講師

対 対象

定 定員

託児サービス（定員あり・要予約）

￥ 料金

申 申込み

締 締切

問 問合せ先

HP

ホームページ

メール

高校生以下割引（当日要証明書提示） ※各サービスの詳細は劇場HPをご確認ください

世田谷パブリックシアター友の会

車椅子スペース（定員あり・要予約）

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

2022年5月25日

3

〒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 美 術 館

※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

企画展

ミ ュ ー ジ アム コ レ ク シ ョン

￥ 一般200円／高校・大学生150円／65歳以上、小・中学生

一般1,600円／65歳以上1,300円／高校・大学生800円／
※障害者割引あり
小・中学生500円
￥

100円

出版120周年 ピーターラビット™展

※障害者割引あり

ミュージアム コレクションⅠ

開催中～6月19日㊐ 1階展示室

大井町線・目黒線・東横線篇
開催中～7月24日㊐ 2階展示室

大正から昭和初期の郊外開発に端を発する東急大井町線、目黒
線、東横線は、今日にいたる世田谷の街並みを形づくってきま
した。本展では村井正誠や宮本三郎など、沿線に住んだ美術家
の作品とともに、
自由が丘や田園調
布など近隣地域も
含めた、文化人た
ちの創作と交流の
足跡を辿ります。
また小コーナーで
は、新潟県柏崎市
の黒船館関連作品
を展示します。

《
『ピーターラビットのおはなし』
挿絵原画》ビアトリクス・ポター 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

※チケット購入および詳細は展覧会公式サイト参照

桑原甲子雄
《渋谷駅前》
〈夢の町〉
より 1936年

https://peter120.exhibit.jp

会期中の土日・祝休日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。
チケット購入場所
（平日のチケットも販売中）
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

世田谷美術館
美術大学32期生 募集
講義と実技と鑑賞で、総合的に美術を学びます。
日程：7～12月
（8月を除く）
火・木曜日
対 18歳以上の世田谷区在住、在勤、在学者または当館友
の会会員 定 抽選30名 受講料70,000円
（教材費含む）

※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

●世田谷美術館 区民ギャラリー

絵本作家・わかやまけんの世界

7月2日㊏～9月4日㊐

一般1,200円／65歳以上1,000円／高校・大学生800円／
※障害者割引あり
小・中学生500円
日時指定券 発売情報 6月1日㊌正午発売
展示室内の混雑を避けるため、日時指定券のご購入
（オンライン・クレジット決済またはd払い）
をおすすめ
します。日時指定券のご購入については、右のQRコー
ド
（オンラインチケット販売サイト）
をご確認ください。
￥

期 間

ギャラリーA

開催中～
5/29

ワイヤーアート展 first palbow

￥
締

コース型フィットネス教室 7月～9月

成城油彩グループ展
恭泉書道会作品展 （22日〜公開）

宮本三郎 西洋の誘惑
開催中～9月11日㊐

※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

古 典から同 時 代 の20世 紀 美 術まで、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。

☎︎3417-2811

募集期間
展示期間

3417-2813

①体験会：6月21日㊋
②定期開催：7月12日～9月20日
毎週火曜 （全10回） ※除外日あり
①②ともA9:20～10:20B10:40～11:40
玉川台区民センター

※一部託児サービスもあります

HP「スポーツ振興財団」
×
「カルチョ」
～個人参加型フットサル開催～

6月11日㊏・24日㊎・27日㊊ 土曜 18:30～
20:30 平日 9:45～11:45 総合運動場体育館

高校生相当以上
（男女問わず）
2,000円 問 事業

定

先着40名

本気のBODY MAKE PROGRAM

7月4日㊊～9月29日㊍ 総合運動場陸上競技場 他
①午前コース 月曜 10:15～12:15 木曜 10:45～11:45

木曜 12:15～13:15

（①②とも全25回） ※除外日あり
※詳細は財団HPまたは館内掲示の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

対
￥

大 会（ 共 催 事 業 な ど ）

※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

その他

第72回世田谷区民体育大会

対 小学生以下 ￥ 無料 申 専用の用紙
（対象施設にあり）
にお父さんの似顔絵を
描き、各施設受付へ
問 総運 総プ 千歳

※展示終了後、参加賞を進呈します

● サッカー競技
（中学生大会）
7月18日㊊・㊗～8月6日㊏ 9:00～
二子玉川緑地運動場 他
￥ 2,000円／チーム
申 所 定 の 申 込 書 を 区 サッカー 協 会HP（
http://setagayaku-fa.com）からダウンロー
ドし、必要事項記入の上、下記メールアドレスへ
添付送信 締 6月25日
（必着） 問
info@
setagayaku-fa.com ※ 代 表 者 会 議 は7月2日 ㊏

●ソフトテニス競技
18:30～成城ホール4階区民集会室E
7月17日㊐～11月20日㊐ 9:00～
対 60歳以上の方で医師に運動を止められてい
総合運動場テニスコート
● ゴルフ競技
（第21回ゴルフ大会）
￥ 大人・高校生350円
ない方 定 ①②とも抽選各12名
（700円／ペア）
、中学
7月21日㊍ よみうりゴルフ倶楽部
￥ ①500円②10,000円
生・小学生200円
（400円／ペア）
、中学生・小 ［種目］18ホールストロークプレー
（新ペリア方
締 ①6月6日②6月23日 問 事業
学生【団体戦】1,200円／チーム
式） ￥ 4,000円
（別途プレー代18,700円）
申 申 込 書に必 要 事 項を記 入の上 申 込み
申 ハガキ・FAX（大会名・郵便番号・住所・氏
大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
〒154-0023 若林5-40-1-D-102 谷岡美貴
名〈フリガナ〉・性別・生年月日・電話番号を
その他 ゴルフレッスン
宛に郵送
明記） 締 6月21日
（必着） 問 区ゴルフ連盟・
締 大会開催日の一か月前までに申込み。7月17
①グループレッスン②個人レッスン
服部
（〒157-0067 喜多見7-27-15 ☎0704人のプロが初心者にも丁寧に指導します。
日開催の小学生(個人戦)：6月26日。7月27日 1482-5446
3417-6619）
￥ ①12,500円～②20分2,100円～ 問 大二
開催のシニアⅡ部・7月3日開催の一般男女・男
その他 共催大会
HP ジュニアゴルフスクール
女45～・男女60～・男女70～・男女75～・8
①7月5日～9月13日 毎週火曜 小学生クラス45 月7日開催の小学生：7月3日。ほかの詳細はお ● 第48回トリムのつどい
問合せください。
分、中学生クラス60分
（全10回） ※除外日あり
6月26日㊐ 10:00～ 総合運動場体育館
問 区ソフトテニス 連 盟 ☎ 090-9852-6960
②6月19日～8月28日 毎週日曜 小学生クラス
申 当日受付にて
45分
（全10回） ※除外日あり
（渡邉）
、☎3418-5195
（谷岡）
問 区健康体操連盟・兜山
（☎3710-3256）
3417-0013
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ホームページ

講 講師

各クラス先着6名

※詳細は財団HPをご確認ください

問合せ先：総運 総合運動場  ☎︎3417-4276   FAX 3417-1734 総プ 総合運動場温水プール  ☎︎3417-0017
大二 大蔵第二運動場   ☎︎3416-1212    FAX 3416-1777
事業 事業係  ☎︎3749-1090
（臨時）
2022年5月25日 凡例： 出 出演

定

〒157-0074 世田谷区大蔵４-６-１
https://www.se-sports.or.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により、教室・大会
が中止となる場合があります。

5月29日㊐～6月19日㊐
5月29日㊐～6月26日㊐

小学1～中学3年生
16,000円 問 大二

《着衣像》
1938-39年頃

その他 ：記事内又はHP参照

総合運動場体育館、総合運動場温水プール、
千歳温水プール

19,500円×3か月
（別途入会金20,000円）
6月5日 問 総運

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

展覧会

環境ポスターコンクール作品展

元気なシルバーいきいきトレーニング
玉川コース

※詳細は財団HP参照または各施設にお問合せください

対

風の絵の会

宮本三郎
記念美術館

じゅうに１２

HP

①総合運動場 ￥ 8,200円～ 申 問 総運
②千歳温水プール ￥ 7,800円～ 申 問 千歳
③大蔵第二運動場 ￥ 8,250円～ 申 問 大二
定 プログラムにより異なります 締 先着順

定

第19回

HP ：当財団ホームページから申込み
（要登録） ※個人情報は目的以外に使用することはありません

9:00 START

②午後コース 月曜 13:30～15:30

6/14～19

※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）

6/14～19 拓かれる道展
6/21～26

区民ギャラリースケジュール

シボリコミュニティ東京展 （6月1日〜公開）

6/7～12

《20号の白の風景－56》
1956年

第17回グループ展

5/31～6/5

※ハガキ・FAX申込
（要事務手数料220円）
をご希望の方は、下記❶〜❼を明記の上、スポーツ振興財団
（右上参照）
へお送りください。
❶イベント名  ❷氏名
（フリガナ）
  ❸住所  ❹電話番号  ❺生年月日  ❻性別  ❼学年
（記載が必要な場合のみ）

教 室 ・ イベ ント

HP

開催中～5/29 1616会

第59回世田谷アトリエ会

～お父さんの似顔絵を描こう！～

対

“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。
●清川泰次記念ギャラリー内

世田谷帆船模型倶楽部作品展

6/7～12

〒157-0066  世田谷区成城2-22-17  ☎3416-1202
HP http://www.kiyokawataiji-annex.jp

展覧会

第9回世田美24期アート展

5/31～6/5

《不詳
（田植え）
》
制作年不詳

清川泰次 白と線の時代
開催中～9月11日㊐

ギャラリーB

父の日似顔絵展

￥

清川泰次
記念ギャラリー

Pua Lani-虹色の花-万華鏡展

その他 F A T H E R ' S D A Y

HP

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。

6/21～26

世田谷 区スポーツ振 興 財団

5.25

展覧会

【募集期間】
～5月31日㊋
（当日消印）
【結果通知】6月10日㊎

™ & © FW & Co.,2022

〒154-0016  世田谷区弦巻2-5-1  ☎5450-9581
HP http://www.mukaijunkichi-annex.jp

暮らしの気配
―向井潤吉が描いた民家と生活
開催中～9月11日㊐

※詳細はHP参照

こぐまちゃんとしろくまちゃん

申込方法

向井潤吉
アトリエ館

美術家たちの沿線物語

今も世界中で愛され続
けるいたずら好きなウサ
ギの冒険物語『ピーター
ラビットのおはなし』
。こ
の絵本誕生120周年をお
祝いし、日本初公開とな
る直筆の絵手紙や彩色原
画などとともにピーター
ラビット™の原点から現
在までを振り返ります。

チケット情報

※障害者割引あり ※同時開催中の企画展チケットでご覧いただ

けます

世田谷美術館 分館

［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

対 対象

定 定員

￥ 料金

申 申込み

締 締切

問 問合せ先

千歳

千歳温水プール   ☎︎3789-3911   FAX 3789-3912

メール

次回 6月25日号は
「区のお知らせ」
に折り込まれます
再生紙を使用しています

