
情報ガイド
せたがや 文化・スポーツ

Event Guide   Arts & Sports in Setagaya  | vol.254

いま、ここから、つなぐみらい。

世田谷246
ハーフマラソン

第17回

開　催 

ハーフマラソン
タイムトライアル

エントリー 

寄附による出走も
募集しています。

※ふるさと納税ポータルサイト 「ふるさとチョイス」
　の専用ページにて受付をしています。

ふるさとチョイス 世田谷246ハーフマラソン

オンライン
ハーフマラソン

エントリー 

7.1FRI 7.31SUN

7.1FRI 9.15THU

9.1THU 9.30FRI

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　7月2日㊏〜9月4日㊐
　　　　  「こぐまちゃんとしろくまちゃん　絵本作家・わかやまけんの世界 」
　　　　  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 P4詳細は　　 へ　　　　  世田谷美術館　1階展示室　7月2日㊏〜9月4日㊐
　　　　  「こぐまちゃんとしろくまちゃん　絵本作家・わかやまけんの世界 」
　　　　  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

更新の黄色いカードを、登録のご住所へお送りしました。
6月末までに届かない場合は、せたがやアーツカード事務局へお問合せ
ください。お問合せの際には会員番号をお知らせください。

《会員の皆様へ》

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

せたがやアーツカードもっとアートを楽しもう！

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。 
●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です

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　7月2日㊏〜9月4日㊐
　　　　  「こぐまちゃんとしろくまちゃん　絵本作家・わかやまけんの世界 」
　　　　  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

P2  世田谷文学館　　 P2  せたがや国際交流センター　　 P2  生活工房　　 P3  音楽事業部　　 P3  世田谷パブリックシアター　　 P4  世田谷美術館　　 P4  世田谷区スポーツ振興財団

公益財団法人 せたがや文化財団　　　　  世田谷区太子堂4-1-1   ☎︎5432-1501  HP https://www.setagaya-bunka.jp
公益財団法人 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

発行・編集

　本紙は6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。
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世田谷文学館

せたがや国際交流センター

生活工房

〒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、夏休み期間、「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

〒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

〒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

@SETABUN

@setagaya_ldc

2022年6月25日2

世田谷アートフリマゆかりの作家による子ども向けのワーク
ショップ。詳細は下記HP参照。
申 問 いずれも8月7日㊐24時までに https://artfleama.net
の該当申込フォームより

◆「シルクスクリーン印刷で世界に一枚だけの
ギャザーバッグをつくろう」
8月20日㊏ ①10:00〜 
②13:30〜 ③16:00〜　
各回完結（所要約90分）
生活工房5F
講 TReC1and2

（クリエーター）　
対 小学3〜6年生　
定 各回抽選6名　
￥ 1,000円（材料費込）

◆「自分だけのキャンドルホルダーをつくろう」
8月21日㊐ ①11:00〜 ②15:00〜 
各回完結（所要約120分）　
生活工房5F
講 asami 

（キャンドルアーティスト）　
対 小学4〜6年生　
定 各回抽選10名　
￥ 1,000円（材料費込）

『天才 柳沢教授の生活』や『ランド』などの作品で幅広い人気を
得ている漫画家・山下和美。『世田谷イチ古い洋館の家主にな
る』など自宅のある世田谷を舞台にしたエッセイ漫画も連載中
です。本展では、直筆原画などで作品の魅力を紹介します。
￥ 無料

“履けない”クツ屋さんが生活
工房に期間限定オープン！ く
つクリエーターの靴郎堂本店
による遊び心あふれる履物を
陳列します。あわせてガムテー
プ で ズ ッ ク を つ く る ワ ー ク
ショップも開催。ガラス張りの
ギャラリー空間でウィンドウ・
ショッピングさながらに、楽し
く“クツ”を紐とく展覧会です。
￥ 無料

◆子どもワークショップ「ガムテープのズック屋さん」
7月30日㊏・31日㊐・8月6日㊏・7日㊐（各日完結）
13:00〜17:00　生活工房5Ｆ
18〜28cmのクツ型を使って、布ガム
テープと新聞や段ボールを素材に『ウ
インヂング製法』でズックをつくります。
講 佐藤いちろう（靴郎堂本店）　
対 小学1年生以上（小学2年生以下は
保護者同伴）　定 各日抽選10名
￥ 1,000円（材料費込）
申 7月17日（必着）までに 申込フォー
ムで生活工房へ

外国人スタッフがおしゃべり
をしながらOrigamiを一緒に
折ったり（日曜日）、絵本の読み
聞かせ（火・木・土曜日）などを
します。主に日本語と英語で対
応します。身近で気軽な国際交
流からはじめてみませんか？
スタッフの在室予定はSNSで
ご確認いただくか、当日お電話
でお問合せください。
￥ 無料　申 事前申込不要
※スケジュールは変更になる場合があり
ます

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」では「サーカス」（作家蔵 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　

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

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

世田谷文学館ではこの秋、
詩人萩原朔太郎をテーマに
した展覧会を開催します。
展覧会に先駆けて、参加者
と一緒に朔太郎の詩を読み
ながら、言葉を集めるワー
ク シ ョ ッ プ を 行 い ま す。
ワークショップで集まった
言葉は詩の一部として会場
で展示します。
講 TOLTA（ヴァーバル・アー
ト・ユニット）　
対 12歳以上　
定 各回抽選10名（連名申込
可）　￥ 無料　
申 ①〜④の回いずれかに、
当館HPの「イベント情報」にてお申込みください。抽選結果は、メー
ルでお知らせします。定員に達していない場合は、追加募集します。
締 ①・②の回は、7月21日㊍12:00、③・④の回は、7月28日㊍
12:00
月に吠えろ！ 萩原朔太郎展（仮）
10月1日㊏〜2023年2月5日㊐　２階展示室

2021年夏、東京2020大会に難民選手団が出場を果たしまし
た。紛争や迫害で故郷を追われた35人の難民アスリートが、世
界の舞台に立つという夢をかなえたのです。館内に彼らの写真
を 展 示し、1人 ひ と
りのストーリーを通
して、彼らを取り巻
く状況と乗り越える
姿をお伝えします。
￥ 無料

TOLTAインスタレーション
「ポジティブな呪いのつみき」（2019年）

『ランド』Ⓒ山下和美

深田久弥　色紙
「山ありてわが人生は楽し」

（当館蔵）

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㊐　1階展示室

あなたの言葉が詩になる！　
朗読と語りのワークショップ
７月30日㊏ ①午前（10:15〜12:15）②午後（14:00〜16:00）　 
８月5日㊎ ③午前（10:15〜12:15）④午後（14:00〜16:00）　 
２階講義室

漫画家・山下和美展
ライフ・イズ・ビューティフル
7月30日㊏〜9月4日㊐　１階文学サロン

大竹英洋写真展
ノースウッズ　生命を与える大地
開催中〜7月10日㊐　月曜休み 9:00〜21:00　 
3F生活工房ギャラリー

シュー・ウィンドウ
靴を紐とく展覧会
7月19日㊋〜10月16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

世田谷アートフリマpresents
夏休みワークショップ

コレクション 展 「 萩 原 朔 太 郎 展 」プレイベントシ ー ズ ン 展 示

企 画 展 次 回 企 画 展 子 ど もワ ークショップ

「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）

外国人スタッフによるOrigami体験・絵本の読み
聞かせなど
毎週火曜・木曜・土曜・日曜 10:00〜16:00　 
２Fせたがや国際交流センター

館内展示　
UNHCR難民アスリート写真展「乗り越える。」
７月1日㊎〜8月31日㊌まで 
2Fせたがや国際交流センター

ガムテープと
新聞でできたクツ

メープルの樹液を舐めるアカリス／ 撮影：大竹英洋

©UNHCR

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）

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）



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。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）
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） 　 区制90周年

記念事業託児サービス（定員あり・要予約）　 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
3凡例：出 出演　講 講師　対 対象　定 定員　￥ 料金　申 申込み　締 締切　問 問合せ先　 HP ホームページ　  メール

両日とも
【モーニング講座】 10：30～12：00
【こんにちは講座】 13：30～15：00

講 街角マチコ　対 小学生（各回15名）
￥ 自由席　500円　
申 せたおんホームページから　

【夕暮れコンサート】
 17：00～18：00
出 街角マチコ（テルミン）　
シーナアキコ（ピアノ、その他）
対 どなたでも
￥ 自由席　無料
申 せたおんホームページから　

室 シ内 リ楽 ー ズ

ハラダ タカシ
オンド・マルトノ
宇

そ

宙
ら

からの響き
15:00（土）7.2北沢タウンホール（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

①小学校低学年向け 12：30
②小学校高学年向け 14：30

（木）7.28 成城ホール
（小田急線 成城学園前駅）

（木）8.4 三茶しゃれなあどホール
（東急田園都市線 三軒茶屋駅）

ミステリアスで魅力的な音色、広音域に
わたる自在なポルタメント、多彩で多様な
音響。魅惑の電子楽器、オンド・マルトノ
の日本人第一人者登場！　同日開催の講
座はお得なセット券でお楽しみください。

コンサートとも、レッスンとも違う新しい音楽体験、
プロの音楽家によるワークショップ。夏休みのとって
おきの思い出にもぴったり。こどもが一流の演奏を体
験できるまたとないチャンスです。

11月3日㊍・㊗ 成城ホール ★詳細は本紙7/25号をご覧ください

出 ハラダタカシ（オンド・マルトノ）　
石岡久乃（ピアノ）　エル・ギブソン（ボーカル）
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　
講座券  2,800円　一般 3,000円　 　※未就学児入場不可

出 三舩優子（ピアノ）　
堀越彰（ドラム）
曲 体験ワークショップのための
オリジナルメドレー 他
対 小学生　
￥ 自由席　900円　 　
※小学生一人につき、一人まで保護者購入可（900円・当日支払い）

ハラダタカシ
©Yutaka Hamano

堀越彰

テルミン

三舩優子 
©Akira Muto

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、
その魅力を語る大変貴重な機会です。

7月2日㊏ 13：00〜14：00　北沢タウンホール
ハラダ タカシ　オンド・マルトノ講座

同 日 開 催 

限定
50席

さわらないのに音が出る、不思議な楽器
テルミン。世界最古の電子楽器です。その
ユニークで、あたたかい音色を間近に楽し
むコンサート。小学生を対象に、ちょっと
体験できる講座も行います。

「まちかどテルミン」

街角マチコの

ドラムピアノと
体 験 ワ ー ク シ ョ ッ プ

関 連 公 演

こどものための

三舩優子＆堀越彰 ピアノとドラムの響演〈室内楽シリーズ〉

作 デヴィッド・アイヴズ　
翻訳 徐賀世子　演出 五戸真理枝　
出 高岡早紀　溝端淳平
￥  6,700円　一般 7,000円
高校生以下 ・Ｕ24 3,500円
※1申込みにつき1公演4枚まで　
※未就学児入場不可

原作 ルイージ・ルナーリ　 上演台本・演出 白井晃
出 仲村トオル　田中哲司　渡辺いっけい　朝海ひかる
￥ S席（1・2階席）  7,300円　一般 S席 7,500円／
A席（3階席） 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

〈区民招待対象公演〉
詳細は劇場HPをご覧ください

シアタートラムという濃密な空間で描かれる、男女の理性と欲望の戦いを
描いたスリリングな二人芝居。新鋭・五戸真理枝を演出に迎え、高岡早紀、
溝端淳平の競演でお送りします。

ミラノ・ピッコロ座の座付作家ルイージ・ルナーリの代表作を本邦初演。4人の
会話の妙による上質な喜劇を、白井晃の演出と豪華キャスト陣でお届けします。

『毛皮のヴィーナス』 『住所まちがい』8月20日㊏～9月4日㊐　シアタートラム 9月26日㊊～10月9日㊐　世田谷パブリックシアター

 7/23㊏
一般 7/24㊐発売開始

せたがやこどもプロジェクト2022
撮影：山崎伸康

出 7/30㊏ROLLY　7/31㊐片桐仁　演奏・馬喰町バンド
￥ 一般 おとな 2,500円　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）

上演台本・演出 白井晃　
翻訳・ドラマターグ 小宮山智津子
出 公募で集まった子どもたち　
中山祐一朗　古家優里　白井晃
日程 リハーサル：7/26㊋、7/28㊍、8/1㊊
舞台稽古：8/3㊌　発表会：8/4㊍
会場 世田谷パブリックシアター特設ステージ

［参加者募集］
対象 全日程に参加できる世田谷区または
近隣在住・在学の小学4年生から6年生
定員 30名程度　※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）
参加費 1,000円（保険料込）
募集締切 6月30日㊍18:00
お申込み方法・その他詳細は劇場HPを
ご確認ください。

プロデュース・出演 春風亭一之輔　
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）
￥  おとな 3,700円　
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

原作 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　 音楽・演奏 イーガル・渡辺庸介　
出 上ノ空はなび　野崎夏世　丸本すぱじろう　植本純米　
森下亮　江戸川じゅん兵　藤居克文　チャタ　
￥  3,600円　一般 3,800円　
親 子 ペ ア（一 般1枚 ＋ 高 校 生 以 下 ／ こ ど も1枚） 
4,500円　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）

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。

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。

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。

7月30日㊏～31日㊐　シアタートラム

7月26日㊋～8月4日㊍　
世田谷パブリックシアター

8月5日㊎～7日㊐
シアタートラム

7月30日㊏　世田谷パブリックシアター
 7/1㊎

一般 7/2㊏発売開始『お話の森』 『せたがや 夏いちらくご』

to R mansion『注文の多い料理店』

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！

撮影：山添雄彦

夏の劇場・りんかん学校『流星スプーン』

子どもとおとなの
ための◎読み聞かせ

◆小学生のためのえんげきワークショップ
いろいろなものに変身したり、お話の世界に入ったり、「えんげき」って 
いろんなことができちゃうんだ。楽しい遊びをたくさんやるよ！

◆高校生のための
　演劇ワークショップ
思い描いたことがほんとうになる不思議な空
間。いつもと違う自分になれる特別な時間――
演劇の経験がある人もない人も夏の劇場へ！

◆中学生のための　
　演劇ワークショップ
はじめましての人たちと、話して、
笑って、演劇をつくって、いつもと違
うスペシャルな夏休みを過ごそう！

定員 各コース15人程度
ワークショップ編参加費
各コース1,500円（3日分）
※小学生・中学生のワークショップ
は、1コースのみお申込みいただけ
ます。複数コースにお申込みの場合、
すべて無効とさせていただきます

各コース日程などの
お申込み・詳細は
劇場HPをご覧ください！

ワークショップ編

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　※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（公演のみ）※高校生以下は当日要証明書提示（公演のみ）

（火）8.30 鎌田区民センター
（東急バス・小田急バス 
 砧南中学校前バス停）

街角マチコ

日程 7/24㊐〜8/29㊊
※J・Ｋコース各3日間
申込締切 6月28日（必着）

小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生
日程 7/21㊍ 〜8/25㊍
※Ａ〜Ｅコース各３日間
申込締切 6月27日（必着）

日程 7/21㊍〜8/19㊎
※Ｆ〜Ｉコース各3日間
申込締切 6月27日（必着）

日程 8/17㊌〜19㊎　対象 高校生もしくは
2004年4月2日〜2007年4月1日生まれの人　
申込締切 7月25日（必着）

日程 8/2㊋〜25㊍　
※Ａ・Ｂコース各３日間
申込締切 7月7日（必着）

2022年度　
世田谷パブリックシアター
夏休み大学生
インターン募集

申込締切 6月30日㊍18:00
お申込み・詳細は
劇場HPをご覧く
ださい。

「せたがやこどもプロジェクト」
の公演事業・ワークショップ事
業における大学生インターンを
募集しています！

8/20 9/121   22   23   24     25     26   27   28   29   30    31  2   3   4 

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

＝貸切公演 ＝記録用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　

18 00:

休
演

休
演

休
演

登壇予定者：
8/23㊋19:00　五戸真理枝、白井晃
8/30㊋14:00　五戸真理枝、高岡早紀、溝端淳平

　　

9/26 10/127   28   29   30     2   3   4   5   6   7   8   9

14 00:
19 00:

休
演

休
演

＝終演後ポストトークあり
登壇者については劇場HPでお知らせします

7/30

13 00:
17 00:

8/5  6   7   

12 00:
15 30:
19 30:

＝4歳未満入場可の
チャイルドシアター回
 （4歳未満、保護者膝上
鑑賞無料）
＝終演後、
アフターイベントあり

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）

6/27㊊申込開始

                  

〒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

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

せたおん 検索

@setaon_music
@setagayasetaon音楽事業部

世田谷パブリックシアター
〒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　FAX 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）
　HP https://setagaya-pt.jp　 チケット予約・購入はコチラから ▶

チケットの申込み



2022年6月25日4 凡例：出 出演　講 講師　対 対象　定 定員　￥ 料金　申 申込み　締 締切　問 問合せ先　 ホームページ　  メール
再生紙を使用しています

次回 7月25日号は「区のおしらせ」に折り込まれます

問合せ先： 千歳 千歳温水プール  ☎︎3789-3911  FAX 3789-3912　烏 烏山中学校温水プール開放事務室  ☎︎ FAX 3300-6703　
事業 事業係  ☎︎3749-1090（臨時）　 施設 施設係  ☎︎3417-2803

区制90周年
記念事業

〒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、夏休み期間、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

HP ：当財団ホームページから申込み（要登録）
※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）

その他 ：記事内又はHP参照

9:00 START
6.25申込方法 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。

※ 個人情報は目的以外に使用することはありません

〒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

べストセラー『しろくまちゃんのほっとけーき』（1972年、こぐ
ま社）などで知られる絵本作家・わかやまけん（若山憲、1930-
2015）の創作の全貌を紹介する、はじめての展覧会です。絵本
原画や絵本制作の過程で刷られたリトグラフのほか、雑誌の表
紙原画、関連資料など約230点によって、その豊かな作品世界
をお楽しみください。

チケット情報  　
●本展では、展示室内の混雑を避けるため、「日時指
定券」を販売中です（オンライン・クレジット決済また
はd払い）。当館HPまたは右のQRコードよりご購入く
ださい。
●オンラインでのご購入が難しい方、アーツカード等の各種割引を
ご利用の方は、美術館窓口で「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。あらかじめ
ご了承ください。
早期来場特典：

「こぐまちゃん」ぬりえプレゼント。1人1枚、7月31日㊐まで。

企 画 展
￥ 一般1,200円／65歳以上1,000円／高校・大学生800円／
小・中学生500円 　※障害者割引あり　

“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。

HP  夏季プール開放 クロールで25 
①弦巻中学校②松沢中学校
7月25日㊊〜29日㊎ 18:30〜20:00（全5回）
③駒沢中学校④北沢中学校
8月1日㊊〜5日㊎ 14:30〜16:00（全5回）
⑤八幡中学校
8月8日㊊〜12日㊎ 14:30〜16:00（全5回）
⑥瀬田中学校
8月15日㊊〜19日㊎ 14:30〜16:00（全5回）
⑦緑丘中学校⑧駒留中学校⑨喜多見中学校
8月17日㊌〜23日㊋ 14:30〜16:00（全5回）　
※8月20日、21日は休み
対 小学4年生～中学3年生　定 先着12名　
￥ 3,500円　問 施設

HP  レディーステニス
①7月25日～9月26日　毎週月曜 9:20～10:40

（全8回）②7月26日～9月20日　毎週火曜 9:20～
10:40（全8回）　①②とも総合運動場テニスコート 

講 宮地一道氏　対 ①②18歳以上の女性　
定 ①②抽選各20名　￥ ①②20,700円　
締 7月10日　問 事業 　※除外日あり

HP  親子で行うスポーツ教室
●あつまれ！おやこｄｅ体操　7月21日〜8月
25日　毎週木曜 16:30〜17:30（全5回）
※除外日あり　三軒茶屋小学校体育館　
対 年少～年長の子どもと保護者　定 先着20組
40名　￥ 3,300円　問 事業
●親子でスポーツ吹矢体験教室　
7月23日〜8月20日　毎週土曜 18:00〜19:00　
千歳温水プール健康運動室
対 小学校4年生以上とその保護者　定 先着10組
20名　￥ 各回大人220円、小人160円　問 千歳 　

HP  東京2020大会1周年記念
SETAGAYA SPORTS フェスティバル 
～THE LEGACY～
8月13日㊏ ①13:30～14:30②12:20～
13:20　総合運動場体育館・温水プール 他

オリンピアン・パラリンピアンによるエキシ
ビションマッチ＆教室を実施！
[種目]①車いすバスケットボールエキシビション
マッチの観覧②アーティスティックスイミング教室
対 ①どなたでも②小学3年生～中学3年生　
定 先着①600名②15名　￥ 無料　
申 事前申込み　
問 施設 　※詳細は財団ＨＰをご覧ください

　

HP  「スポーツ振興財団」×「カルチョ」
～個サル開催～
7月2日㊏・15日㊎・25日㊊　土曜 18:30～
20:30／平日 9:45～11:45　総合運動場体育館

対 高校生相当以上（性別経験問わず）
個人（1人）で気軽に参加できます。
定 各回先着40名　締 開催日前日（月曜開催の
場合は金曜日）の16時まで。
￥ 2,000円（※ 当 日 受 付 にてお 支 払 い。現 金 の ほか
PayPayでのお支払いにも対応）　問 事業 　

●親子でクライミング体験会　
7月24日㊐12:30〜15:30（1時間毎の3部制）　
烏山中学校クライミングウォール
対 小学1年生以上と保護者　 定 各部先着6組
12名　￥ 1,000円　問 烏

HP  世田谷 ENJOY ラクロス
（体験会＆交流大会）

7月18日㊊・㊗ Ⓐ体験会①10:00～12:00②13:00~ 
15:00Ⓑ交流大会10:00~16:00　J＆Sフィールド

対 Ⓐ未就学児～（親子での参加も可）Ⓑ小学生
～（一人での参加も可）　定 Ⓐ先着各30名Ⓑ先
着60名　 ￥ Ⓐ500円Ⓑ個人1,000円、チーム
5,000円　問 事業

HP  令和4年度 第2回世田谷陸上競技会
7月30日㊏ 17:00～21:00（予定）　※レース数
により時間変動あり　総合運動場陸上競技場

[種目]①3000m男子②3000m女子③5000 
m男子④5000m女子
対 原則、高校生相当以上の陸連登録者　※中学
生（陸連登録者）の参加は、各種目の標準記録を突破したもの
に限り参加可能　定 先着200名　￥ 1,500円　
申 外部エントリーサイトより申込み　
問 事業 　※詳細は財団ＨＰをご覧ください

その他  第72回世田谷区民体育大会
●水泳競技　9月11日㊐ 9:30〜　
総合運動場温水プール

［種目］競泳（タイムレース）自由形、平泳ぎ、背泳
ぎ、バタフライ、個人メドレー、フリーリレー　
※1人1種目まで（リレー種目を除く）　

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

対 区内在住・在学・在勤者　￥ 個人500円／
種目（小・中学生は400円）、リレー1,000円／
チーム（小・中学生は800円）　申 郵送（所定の
申込書・個人票に参加費振込済みのコピーを
添付）　 締 7月20日～28日（必着）　 問 区水泳
協会・赤木（〒158-0082 等々力7-23-11 ☎︎
090-4736-9125）
●アクアスロン競技　
9月23日㊎・㊗ 10:00〜
総合運動場陸上競技場･温水プール 他
￥ 一般1,000円、小中学生500円、親子ペア
1,000円　 申 先着順。WEBでのエントリーの
他、はがき、FAX、メールで9月5日（必着）まで
に、世田谷区トライアスロン連合まで　問 区トラ
イアスロン連合 https://setatora.com
●空手道競技　10月1日㊏・2日㊐ 9:00〜
総合運動場体育館 他　
※詳細は区空手道連盟HPをご覧ください
申 問 区 空 手 道 連 盟・ 河 合(☎︎090-4724-
0478)　締 9月1日（必着）　

共催大会
●第67回世田谷区学年別水泳大会
8月7日㊐ 9:30〜　玉川中学校温水プール

［種目］競泳（タイムレース）自由形、平泳ぎ、背泳
ぎ、バタフライ、フリーリレー　
※1人1種目まで（リレー種目を除く）
対 区内在住・在学の小・中学生　 ￥ 個人種
目：400円（小 学 生）・500円（中 学 生）、リ
レー：1,000円（チーム・中学生）　 申 所定の
申込書・個人票・参加費振込済みのコピーを添
付し、〒157-0067 喜多見1-6-12-305 区水
泳協会 内田幸子宛に郵送　 締 7月4日（必着）　
問 区水泳協会 ☎︎090-4751-4877(内田)☎︎
090-4736-9125（赤木）

イベ ント

教 室

●世田谷美術館 区民ギャラリー
期　間 ギャラリーA ギャラリーB

6/28～7/3 ２２陶響展～彩りの土の舞～
7/5～10 ファミリーアート展

7/12～17 墨彩会展 天真書法塾シャンバラ教室　
第５回ギャラリー展

7/18～24 モロニ展18 ※19日㊋休館日

7/26～31 第７１回はたらく消防の写生会　
作品展示会 東京小品展

※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

開催中～6/26 第五回 恭泉書道会作品展
6/28～7/3 Something beyond me ～古代文字とつながる～（29日～公開）

7/5～10 喜多見一丁目陶房 30周年展
7/12～17 Xー39会展
7/18～24 N.HIRAOペン淡彩スケッチ展　※19日㊋休館日

※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）

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 　※障害者割引あり

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。
サマーワークショップ2022
8月12日㊎〜14日㊐　※詳細は当館HPイベントページ参照

●清川泰次記念ギャラリー内　区民ギャラリースケジュール

 向井潤吉
 アトリエ館

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

 清川泰次
 記念ギャラリー

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

 宮本三郎
 記念美術館

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

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。

7月のある日、世田谷美術館に怪盗イバテスより再び予告状が
届く。web上で捜査に協力してくれる探偵団を募集！犯行を
未然に防ぎ、怪盗の正体を暴け！！（動画視聴とメールのやり
とり、来館しての捜査、zoomを組み合わせたイベントとなり
ます）
対 小学4年生～中学生　参加条件：YouTubeの視聴、美術館と
のメールの送受信、8月6日・20日両日のzoom会議への参加が
可能で、8月6日～19日の期間に美術館に来館できる方　
定 30名（先着）　￥ 無料
申 当館HPイベントページより

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
100円 　※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　

《北端の村》
［青森県下北郡東通村尻屋、

尻屋岬入口］1962年

三井梨紗子 箱山愛香 パラ神奈川SC

アーティスティックスイミング
2016リオ大会　銅メダリスト

車いすバスケットボール
東京2020大会　銀メダリスト
鳥海選手・古澤選手所属

こぐまちゃんとしろくまちゃん　
絵本作家・わかやまけんの世界
7月2日㊏〜9月4日㊐　1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
開催中〜7月24日㊐　2階展示室

ナイトツアー2022 「セタビ少年少女探偵団
～怪盗イバテス・リターンズ」
8月6日㊏・20日㊏ 18:30〜 

（2日間 zoomによるオンライン参加）

『しろくまちゃんのほっとけーき』（こぐま社）より　©わかやまけん

桑原甲子雄《渋谷駅前》〈夢の町〉より 1936年 清川泰次　白と線の時代
開催中〜9月11日㊐

展覧会

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㊐

展覧会

宮本三郎　西洋の誘惑　開催中〜9月11日㊐
展覧会

《Painting No.588》
1988年

《裸婦》1962年
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