
柳生弦一郎『ゲンイチロウのぬりえ』（発行：セタガヤママ）

セタガヤママでのミニFM(大橋正子主宰)
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平野公子自
宅（成城2丁目）での

お面づくり

会場｜生活工房ギャラリー（三軒茶屋・キャロットタワー3階）
時間｜9時～21時（休館日｜月曜日） 入場無料

主催｜公益財団法人せたがや文化財団 生活工房　企画制作｜horo books　後援｜世田谷区、世田谷区教育委員会
お問い合わせ｜〠154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー　TEL 03-5432-1543　FAX 03-5432-1559　www.setagaya-ldc.net

開催中～4月23日日

P2詳細は　　  生活工房面参照

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中～4月9日㊐
　　　　  世田谷美術館コレクション選　わたしたちは生きている！　セタビの森の動物たち
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

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
※区内在住の15歳以上の方

入会申込がオンラインでできるようになります。
窓口、郵送、FAXでの入会受付に加え、4月から財団
ホームページ「せたがやアーツナビ」の「せたがやアー
ツカード入会申込フォーム」での受付を開始します。

5432-1548 （10:00～19:00）せたがやアーツカード事務局

せたがやアーツカード
区 民 限 定お得な割引特典

をご用意！

入会金・年会費
無料

詳細・申込は
こちらから▼本紙は3月16日時点の情報です。掲載内容は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館・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。

情報ガイド
せたがや 文化・スポーツ
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令和5年度「第37回世田谷文学賞」は休止となります。今年（令和5年）の作品募集はございません。次の実施につきましては、あらためてお知らせします。「第37回世田谷文学賞」休止のお知らせ

世田谷文学館

せたがや国際交流センター

〒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）　 Twitter@SETABUN　 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。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　開館時間｜10:00～18:00　休館日｜毎週月曜日
☎5432-1538　 5432-1570　 https://crossing-setagaya.com

Facebook@crossingsetagaya2020　 Instagram@crossingsetagaya　 Twitter@crossing_setaga

生活工房 〒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
Twitter@setagaya_ldc　 info@setagaya-ldc.net　 https://www.setagaya-ldc.net

2023年3月25日2

代々木上原駅近くにある東京
ジャーミイは日本最大のモスクで
す。職員の方による日本語の解説
を聞きながら、アジアで最も美し
いと言われる建物内や礼拝堂での
礼拝の様子を見学します。施設内
のカフェやハラール・マーケット
も魅力的です。この機会にイスラ
ム文化に触れてみませんか。
定申込先着30名　￥ 500円　
申電話（10:00～18:00）または
申込フォームで　締 4月7日

そもそもジェンダーって何？という方も気楽にご参加くださ
い。身の回りのジェンダーに気づくかもしれません。三軒茶屋
に事務局がある国際NGOプラン・インターナショナルから講
師をお招きします。
講国際NGO プラン・インターナショナル　定申込先着30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

子どもが遊びながら学べる
「ジェンダーかるた」。ジェン
ダーギャップ解消を目的に高
校生が研究活動を通して考案
しました。館内に展示して紹
介します。かるたで遊ぶこと
もできます。
【協力】世田谷区立男女共同参
画センターらぷらす、
昭和女子大学附属昭和高等 
学校
￥無料

1982年、世田谷区経堂にオープンした雑
貨店「セタガヤママ」。雑貨販売だけでな
く、貸本や「ぬりえ」の出版、小さなラジオ
放送（ミニFM）など、その活動は多岐にわ
たりました。会場では「セタガヤママ」を
中心に、ママたちが‶生活”を軸に展開し
た小さなメディア活動を紹介します。残
された貴重な写真資料や平野甲賀のグラ
フィック、現在も発行を続けているガリ版
のミニコミ誌「あめつうしん」まで、初公開
を多数含む地域資料をご覧ください。　
￥無料

講座

多文化理解講座　― 第1回 ―
「ジェンダー平等って何だろう～身の回りのジェンダーを考えよう」
4月8日㊏ 14:00～16:00　キャロットタワー5Fセミナールーム

ジェンダーが高校生のイラストでかるたになった！
「ジェンダーかるた」
開催中～4月30日㊐　2Fせたがや国際交流センター

多文化理解講座　― 第2回 ―
「イスラム文化に触れてみよう～東京ジャーミイを訪ねる」
5月20日㊏ 11:00～13:00（現地集合、現地解散）　
東京ジャーミイ・ディヤーナトトルコ文化センター（渋谷区大山町1-19）

展示講座

￥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

今年は、戦後派を代表する作家、 
椎名麟三（1911～1973）の没後
50年にあたります。
椎名は、1943年に世田谷区松原に
居を移し、代表作『永遠なる序章』 
など、多くの作品を執筆しました。
本展では、椎名の生涯と作品を直
筆原稿ほか当館収蔵資料でたどり
ます。
また、同じく松原に住み、往来をし
た梅崎春生をはじめ、戦後派の作
家たちもご紹介いたします。
￥ 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

萩原朔太郎の代表作の解説や、関連書籍のご案内など17枚のバナー（タペストリー）による展示です。　￥無料

化け猫や妖怪、想像上の生き物を描き、絶大な人気を誇る絵描
き・石黒亜矢子。絵本をはじめ、挿絵やイラストなど幅広く活
躍する石黒亜矢子の仕事の全貌と、その奔放な想像力の源に迫
る初めての大規模展覧会を開催いたします。
￥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　

オンラインチケット（日時指定券）および当日券を販売いたします。
オンラインチケット（日時指定券）は4月15日㊏午前10時より販売
いたします。詳細は下記チケットサイトをご覧ください。
オンラインチケットサイト　 https://e-tix.jp/setabun
また、当日券は当館窓口で販売いたします。　
※未就学児はご予約の必要はありません　※お電話でのご予約は受け付けておりません

新作《地獄十王図》
2022年

椎名麟三

どこでも文学館
「詩人 萩原朔太郎」バナー展示　開催中～3月31日㊎　１階文学サロン

企画展
予告  石黒亜矢子展　ばけものぞろぞろ　ばけねこぞろぞろ　4月29日㊏㊗～9月3日㊐　2階展示室

予告  没後50年・椎名麟三と「あさって会」
4月22日㊏～9月3日㊐　１階展示室

コレクション展

下北沢猫町散歩
開催中～3月31日㊎　１階展示室

7/8㊏

～

8/6㊐

『1957年7月』 
1957年7-8月
明治神宮外苑、バンコク

8/8㊋

～

9/7㊍

『No.5』 
1979年8月15日-
1980年8月
富士山五合目、
砧小学校、
日本ランドなど

9/8㊎

～

10/7㊏

『水遊び、登戸の梨もぎ』 
1963年8-9月
自宅の庭[代田]、梨園[神奈川県]

10/8㊐

～

11/7㊋

『駒澤オリンピック公園にて』 
1964年10月12日
駒沢オリンピック公園

11/8㊌

～

12/7㊍

『幸枝、勝、七五三、羽根木公園』 
1965年11月
明治神宮、羽根木公園

12/8㊎

～

2024
1/7㊐

『恵比寿』 
1961年12月12日
自宅[渋谷区]

1/9㊋

～

2/7㊌

『経堂佐竹家』 
1962年1月1-5日
自宅[経堂]

2/8㊍

～

3/7㊍

『川開き、智子誕生日、雪』 
1955年5月5日、56年4月、57年2月中旬
隅田川、皇居、日光東照宮など

3/8㊎

～

4/7㊐

『正月から3月』 
1961年1-3月
自宅 [砧]

生活工房の〈アレやコレや〉を紹介する小さな
常設展示。昨年度に引き続き、市井の人々が
撮影した8ミリフィルムを毎月8日に映像を入
れ替えて上映します。会場では視聴して気づ
いたこと、想い出したことを募集。映像にま
つわる貴重なエピソードとしてアーカイブし、
SNS等で紹介します。昭和29年から55年にか
けて撮影された昭和のホームムービーをご覧
ください。
【企画制作】remo[NPO法人記録と表現とメ
ディアのための組織]  ￥無料

企画展

写真：平野太呂

上映中

～

4/7㊎

『夫、兄、母』 
1954年3月
原子爆弾落下中心地碑、大浦天主堂、
長崎県内各所

4/8㊏

～

5/7㊐

『マサキ入学式』 
1963年4月
経堂小学校、
自宅[経堂]

5/9㊋

～

6/7㊌

『結婚式』 
1965年5月
市ヶ谷会館

6/8㊍

～

7/7㊎

『父の1日　伊知郎さつ影』 
1959年6月
自宅[松原]

続・セタガヤママ　小さなメディアの40年
開催中～4月23日㊐　月曜休み 9:00～21:00　3F生活工房ギャラリー

生活工房アレコレ2023　８ミリフィルム常設上映
平日月曜を除き毎日上映中（毎月８日に映像入替）　9:00～21:00　3F生活工房ギャラリー

《2023年度の上映スケジュール》

      もご覧くださいP1

チケット情報
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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）



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

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。発売中のチケットは予定枚数を終了している場合がございます。ご了承ください。

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

第13回定期演奏会

&

出角田鋼亮（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
曲池辺晋一郎：星をかぞえる　ドヴォルザーク：交響曲第8番 他
￥ 一般 1,500円／高校生以下 1,000円
　※未就学児入場不可

出東京ピアソラランド：黒田亜樹（ピアノ）　CHICA（ヴァイオリン）　会田桃子（ヴァイオリン）　
御法川雄矢（ヴィオラ）　徳澤青弦(チェロ)　ゲスト北村聡（バンドネオン）
曲 J.S.バッハ：クラヴィア協奏曲第1番　N.カプースチン：ピアノ五重奏曲より　
A.ピアソラ：現実との3分間　タンガータ 他
￥ 3,600円　一般 4,000円　 　※未就学児入場不可

若々しい感性と深い楽曲理解で注目のピアニスト、
小菅優が、バレンボイムやラトルから高い評価を得
ているチェリスト、ベネディクト・クレックナーとの
共演でついに登場！
ヨーロッパなど国際的に活躍する彼らによる、研ぎ
澄まされた音楽に触れる絶好の機会です。

本公演まであとわずか。新進気鋭の指揮者、角田鋼亮氏とSJO
が名曲に挑戦します！ 皆さまのお越しをお待ちしております。

クラシックはもとより現代音楽、ポップス、タンゴ、ワールドミュージック、アヴァンギャルドなど、
文字通りジャンルを超えて縦横無尽に羽ばたくピアニスト、黒田亜樹の登場！　
今回は、バッハからピアソラまでいいとこ取りのプログラムを、強者の仲間たちとの圧巻の演奏で！ 黒田亜樹

北村聡 ©Haruka Akagi

4/17㊊発売開始

室内楽シリーズ

室
内
楽
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ズ

黒田亜樹と東京ピアソラランドの仲間たち
― バンドネオン、北村聡を迎えて

15:006.3 玉川せせらぎホール玉川せせらぎホール（東急大井町線 等 力々駅）（東急大井町線 等 力々駅）（土）

小
菅
優

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト・ク
レ
ッ
ク
ナ
ー

ওɢཛȝ
ᇨΊ

出石井彰（ピアノ）　吉野弘志（ベース）　池長一美（ドラムス）
ゲスト吉田美奈子（ボーカル）
曲Moon River　ヴォカリーズ（ラフマニノフ） 他
￥  3,200円　一般 3,500円 
　※未就学児入場不可

ˋˑ ʤ˨ʯʛ˧ ʒ̞˟ ʤ�YRO�� 日常の喧騒から離れ、ステキな音楽に身を委ねながら、いつも
とちがう金曜の夜を過ごしませんか？ 美しいピアノの響きが
織りなす、音のタペストリーをお楽しみください。

石井彰

角田鋼亮 ©Hikaru Hoshi せたがやジュニアオーケストラ ©鈴木義明

15:0015:007.1
成城ホール成城ホール
（小田急線 成城学園前駅）

（土）（土）

出小菅優（ピアノ）　ベネディクト・クレックナー（チェロ）
曲ブラームス：チェロ・ソナタ 第２番ヘ長調Op.99 他
￥  3,800円　一般 4,500円　 　※未就学児入場不可

（SJO）
公演の聴きどころ公演の聴きどころ

ドイツを拠点に活動を続ける世界的ピアニスト、小菅優。2005年にNY
カーネギーホール、翌年にはザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタル・
デビュー。高度なテクニックと美しい音色、深い楽曲理解で最も注目を浴
び、これまで数々の名誉ある賞に輝き、近年はベートーヴェン作品を取り
上げた 「ベートーヴェン詣」、 “水・火・風・大地”をテーマにした4年にわ
たるリサイタル・シリーズ「Four Elements」を成功させるなど、様々な 
テーマで挑戦を続けています。今回は、ヨーロッパで活躍する若手の有望
チェリスト、ベネディクト・クレックナーとの共演で、まさに世界一流の室
内楽を披露します。名曲、ブラームスのチェロ・ソナタをはじめ、バッハの 
ピアノ・ソロ、チェロ・ソロなど、意欲的なプログラムをお楽しみください。

18:303.28 東京オペラシティ コンサートホール
（京王新線 初台駅）

（火）
せたがやジュニアオーケストラ

19:00����
հʫʒ˟ ˇ˨ ˗
ᶤჶᏟ˧ΙႆΊɢᮨᏟ�͑հᰇᶥ

ᶤ᧪ᶥ

振付・衣裳・舞台美術
インバル・ピント　
オリジナル楽曲
マヤ・ベルシツマン 
出モラン・ミュラー　
イタマール・セルッシ
￥   4,200円　
一般 4,500円　
ペア 8,000円　高校生以下 1,500円　Ｕ24 2,250円　
※１申込みにつき１公演4枚まで　※未就学児入場不可

日程 4月30日㊐
会場世田谷パブリックシアター
日程 5月5日㊎㊗～7日㊐
会場世田谷パブリックシアター

日程 4月29日㊏㊗
会場シアタートラム

原作レフ・トルストイ　脚本・音楽 マルク・ロゾフスキー　
詞ユーリー・リャシェンツェフ　翻訳 堀江新二
訳詞・音楽監督国広和毅　上演台本・演出 白井晃
出成河　別所哲也　小西遼生　音月桂　
大森博史　小宮孝泰　春海四方　小柳友　
浅川文也　吉﨑裕哉　山口将太朗　天野勝仁　須田拓未　
穴田有里　山根海音　小林風花　永石千尋　熊澤沙穂
￥  S席（1・2階席） 8,600円　A席（3階席） 5,300円　
一般 S席 8,800円　A席 5,500円　
高校生以下・U24 各一般料金の半額
※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

日程 4/23㊐13:00～17:00　
対小学生～22歳まで　定15名程度　
参加費 1人500円　締4/9㊐12:00必着
問世田谷パブリックシアター学芸　
☎5432-1526
※お申込み・詳細は劇場HPをご確認ください

￥入場無料（世田谷クラシックバレエ連盟のみ要予約）
※詳細については、4月上旬に劇場HPにて公開します

世界中の観客を魅了するイスラエルの振付家インバル・ピントのダンス最新作！インバルがデ
ザインした壁紙に囲まれたチャーミングな“リビングルーム”を舞台に、2人のダンサーが不思
議な物語をつづります。シュー
ルで繊細、そして独創的な世界
観で人気のインバルによる本
邦初演作を、ぜひ劇場でご体
感ください。

ロシアの文豪トルストイ原作の名作を、白井晃の新演出と魅
力的なキャスト陣により待望の上演。聡明な馬の視点から人
間の愚かさを浮き彫りにし、「生きることとは何か？」という普
遍的なテーマを詩情豊かに問いかける本作。音楽と身体表
現の要素をふんだんに取り入れた、白井演出ならではの舞
台にご期待ください。

『子どもごちゃまぜ演劇ワークショップ』
は、小学生から22歳までのごちゃまぜ
な年齢の人たちがあつまって演劇をつ
くる場です！ごちゃまぜなみんなで演
劇を楽しみましょう！

インバル・ピント『リビングルーム』 音楽劇『ある馬の物語』
5月19日㊎～21日㊐　世田谷パブリックシアター 6月21日㊌～7月9日㊐　世田谷パブリックシアター

 4/22㊏
一般 4/23㊐発売開始

ܲȄȝǯǼȞșǷ
ΝɽĪȽɅɵɑɥ
ȉǯǼȞșǷɅȰɍĪಶ世田谷区内で活躍する文化団体の皆様と劇場スז�

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！

世田谷クラシック
バレエ連盟

音楽部門

ダンス部門

م؏مس؞م؏مس؞
20232023
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作・演出前川知大　出浜田信也　安井順平　盛隆二　森下創　大窪人衛／藤原季節　篠井英介
￥  5,800円　一般 6,000円 他　
※1申込みにつき1公演2枚まで　
※未就学児入場不可　
問エッチビイ　☎3715-0940
（平日11:00～17:00）

構成・演出・振付・出演 伊藤キム
￥  4,200円　一般 4,500円／当日 5,000円　29歳以下 4,000円（当日要証明書）
問伊藤キム&GERO　  gero.kim.2015@gmail.com

演 劇

シアタートラム
 5/16㊋～
 6/11㊐ イキウメ『人魂を届けに』 発売開始  4/8㊏

一般 4/9㊐

ダンス

シアタートラム
 6/23㊎～
     25㊐ 伊藤キム『ダミーズ』 発売開始  4/20㊍

一般 4/21㊎
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　＝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㊏18:00　倉持裕　白井晃
5/16㊊19:00　倉科カナ　池谷のぶえ　 正名僕蔵
5/21㊏18:00　江口のりこ　大空ゆうひ　梶原善
5/23㊊19:00　福本莉子　千葉雅子　粕谷吉洋　
　　　　　　　  堀井新太

＝収録のため客席にカメラが入ります
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＝学生団体観劇あり

                  

小菅優 
©Takehiro Goto

ベネディクト・クレックナー
©Marco Borggreve

©Edouard Serra

〒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 検索音楽事業部 Facebook@setagayasetaon
               @setaon_musicTwitter

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　FAX5432-1559

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



2023年3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 4月25日号は「区のおしらせ」に折り込まれます区制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、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
3.25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
本部事務所　☎3417-2811　 3417-2813　 https://www.se-sports.or.jp世田谷区スポーツ振興財団

セタビこと世田谷美術館のコレクションから動物の作品ばかり
約110点を集めました。身近な動物から空想の動物まで、登場
する動物も100種以上！会場内には、ご来場いただいた皆さん
が動物の作品を描いて貼り出す「参加コーナー：みんなで作る
セタビの森」もご用意しています。早
春の砧公園とともに、セタビの森に
遊びにいらしてください。
￥一般500円／65歳以上、高校・大
学生400円／小・中学生300円 　
※障害者割引あり　
チケット情報  　

●展示室内の混雑を避けるため「日時指定券」（オンライ
ン・クレジット決済またはｄ払い）を販売中です。各チケッ
ト料金＋100円で当館自慢のオリジナルグッズ・稲垣
知雄の猫の一筆箋付きオンラインチケットも発売中
●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

￥ 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　

企画展

独自の抽象表現を追求した画家・清川泰次
（1919-2000）は、1970年代後半より、暮
らしにかかわる製品のデザインも手掛けま
した。清川の絵画とテキスタイルを、初公開
となるデザイン原画と併せてご紹介します。

⑧はじめてのフラメンコ×スペイン語
対高校生相当以上
問①～⑦ 事業 ⑧本部事務所

HP  障害児（者）水泳教室
●ペンギン水泳教室
5月9日～6月20日　毎週火曜 18:00～20:00
（全7回）　烏山中学校温水プール
対軽度の知的障害のある小学生以上　
定抽選10名　￥中学生以下1,700円、高校生
相当以上4,000円　申障害の内容を明記　
締４月１１日（必着）　※事前に個別面談あり　
問 事業

HP  世田谷子どもかけっこクリニック
5月5日㊎㊗ A9:30～10:45　B11:00～12:15 
C11:00～12:00　総合運動場陸上競技場
講 特定非営利活動法人　日本ランニング振興
機構　講師陣　対A新小学1・2年生、5・6年生
B新小学3・4年生C親子（新年中・年長）　
定抽選A90名B70名 C20組40名　
￥ 2,500円　締 4月10日（必着）　問 事業

総合運動場トレーニングルームに回数券が導
入されます。
1,000円券（1,100円分利用可能）
3,000円券（3,300円分利用可能）

HP  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
①レディースフットサル
②レディーステニス
③レディースランニング
対 18歳以上の女性
④ジュニアゴルフ教室
対新小学3年生～中学生（親子参加可）
⑤ゴルフ教室（成城・千歳）
対 18歳以上
⑥アーチェリー教室
対新小学5年生以上
⑦ソフトテニス教室
対小学生以上

HP  親子スイミングレッスン
4月15日㊏ ①10:00～10:50　 
②11:00～11:50　総合運動場温水プール
対①幼児（新年中・年長）とその保護者
②幼児（新年少・年中）とその保護者　
定先着各15組（30名）
￥ 1,100円（別途施設利用料）　問 総プ

HP  オリパラレガシー事業
【Smash！バドミントン】
5月22日～7月10日　毎週月曜 19:15～21:00
（全8回）　大蔵第二運動場体育館
講町田文彦（元バドミントン日本代表） 他
対小・中・高校生　定抽選40名　￥ 15,000円　
締 4月10日（必着）　問 事業

その他  「スポーツ振興財団」×「カルチョ」
～個サル開催～　総合運動場体育館
4月8日㊏ 18:20～20:50 
10日㊊ 9:15～11:45
対 高校生相当以上　定 先着40名（土曜）／20
名（平日）　￥ 土曜2,000円　平日特別料金
1,000円　※当日受付にてお支払い。PayPay可　
申カルチョのウェブサイトより申込み　問 事業

HP  社交ダンス教室
５月20日～6月17日　毎週土曜  
19:00～20:30（全5回）　山野小学校体育館
対 18歳以上の初心者・初級者　定 先着30名　
￥ 3,300円　問 事業

HP  生涯健康づくり体操
5月11日～7月27日　毎週木曜  
13:30～15:00（全12回）　希望丘地域体育館

対 50歳以上　定先着50名　￥ 3,300円　
問 事業

その他  千歳温水プール体組成測定会
4月23日㊐ 10:00～12:00（最終受付11:30） 
千歳温水プール集会室
対どなたでも　￥無料　問 千歳

その他  第73回世田谷区民体育大会
●エアライフル射撃競技
5月14日㊐～7月9日㊐（全9回）
総合運動場エアライフル場
対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　定先着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）　
申射場にて（9:00集合）　
問区ライフル射撃連盟・高田（☎3487-0832）
平日19:00～21:00
その他  共催大会
●世田谷選手権ソフトテニス大会
4月23日㊐～ 9:00～17:00
総合運動場テニスコート
￥個人戦1,500円（小学生1ペア）ほか要問合せ　
申 所定の用紙に必要事項を記入し封書にて 
申込み　
締 4月2日（要問合せ）　問区ソフトテニス連盟・
山根（☎090-8046-9524〈18:00～20:00〉）
●第54回世田谷区空手道選手権大会
5月20日㊏・21日㊐ 9:00～18:00
総合運動場体育館・第2武道場
￥一般3,000円（ペア）ほか要問合せ　
申 連盟HPより参加申込データをダウンロード
し、担当（河合）へメールで申込み　締 3月29日　
問区空手道連盟・河合
（ kawai@marinax.co.jp）

大会  （共催事業など）
※大会要項・申込書は、一部当財団HPからダウンロード可　

4/4～9 第16回 プラタナスの会
4/11～16 水彩画サークル「月の会」25周年記念展
4/18～23 美大18期楽楽会
4/25～30 豪墨会展（水墨画）

※初日は午後から、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）、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

開館30周年を記念し、作者自選による
寄贈作品28点を特別に一挙公開します。
故郷の京都や好んで取材した長野、東北
などを含む各地を描いた優品ぞろいの作
品群をぜひお楽しみください。

洋画家・宮本三郎（1905-1974）が生涯を通じ
て愛したモティーフである花。本質と実体を追
求して描かれたその「花」は、静物画の域を超え、
自律する存在として鮮烈な輝きを放ちます。時
代ごとの女性像も織り交ぜてご紹介します。

●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

関連イベント「もう、アートの祭りだ！」
4月8日㊏・9日㊐ 15:00～17:00（開場14:30）　
世田谷美術館講堂
定先着各回63人　￥各回2,200円（展覧会入場料含む）　
申当館HPイベントページより　※詳細はHP参照

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　

山口勝弘《イカロスシリーズ　モネンパシアの朝》2008年　©Estate of Katsuhiro Yamaguchi

ミュージアム コレクションⅠ　
山口勝弘と北代省三
――イカロスの夢　
4月22日㊏～7月23日㊐　2階展示室

●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
4/4～9 彩アート展 第6回 蒼美展（5日～公開）

玉川フォトフレンズ写真展
4/11～16 Semina作品展 高橋幸子油絵展（～15日まで）

可部徳古ファミリー展 雅燦会 作品展
4/18～23 Yasufumi Takano コロナデイズ TEA Com．アートを楽しむ会風景スケッチ日曜会 水彩画展
4/25～30 松永謙一展 第8回 菱川賞展
※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

お知らせ

教室・イベント

［受付日］4月8日㊏・9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23日㊐受付10:00～、抽選会開始10:30～　
［抽選場所］世田谷美術館講堂　※詳細は受付時にご案内します

世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー　区民ギャラリー利用申込受付と抽選会
2023年度後期（10月～3月）利用分

問合せ先：総プ 総合運動場温水プール  ☎3417-0017  FAX3417-0013　 千歳 千歳温水プール  ☎3789-3911  FAX 3789-3912　 大二 大蔵第二運動場  ☎3416-1212   FAX 3416-1777　
事業 事業係  ☎3749-1090（3月31日まで・臨時）  ※4月3日より☎3417-2812

参加者募集　4月1日～12日（先着順） 第24回 多摩川ウォーク

《雨後千曲川》
［長野県下水内郡豊田村豊津硲］

1977年

5月14日㊐ 8:00～12:30  
※荒天中止　

（公財）世田谷区スポーツ振興財団　
☎3749-1090 3417-2813

世田谷区立兵庫島公園（スタート時
間分散予定）⇒多摩川サイクリング
ロード⇒調布市多摩川児童公園自
由広場（東京都調布市多摩川3-75）
※最寄り駅／
京王相模原線京王多摩川駅　徒歩５分

ハーフコース（約9km）　

対小学1年生以上　※小学生は保護者同伴　
定先着７００名程度　
￥ 1,200円（小・中学生600円）  ※事前払い
インターネットまたは電話

● 電話による申込み・お問合せ（申込みに関すること）
　☎0570-039-846　平日10:00～17:30
● インターネットによる申込み
　 http://www.se-sports.or.jp/event/tamawalk/
※お申込み後、参加費をお支払いいただいた方には、
5月2日頃参加案内を発送いたします

世田谷美術館さくら祭　4月1日㊏・2日㊐ 10:00～15:00　
フリーマーケットやワークショップ、パフォーマンスなど

場所：世田谷美術館前広場　※詳細はHP参照

世田谷美術館コレクション選　
わたしたちは生きている！　セタビの森の動物たち
開催中～4月9日㊐　1階展示室

麻生三郎展　三軒茶屋の頃、そしてベン・シャーン
4月22日㊏～6月18日㊐　1階展示室

フェルナン・デスノス《鹿》1925年

麻生三郎《三軒茶屋》1963年　世田谷美術館蔵

清川泰次　絵画とテキスタイルデザイン
4月1日㊏～9月10日㊐

展覧会

FLOWERS and FLOWERS　宮本三郎の描く花・華
4月1日㊏～9月10日㊐

展覧会

《Painting No.394》
1994年

《芥子と立藤》1967年

ミュージアム コレクションⅢ　
それぞれのふたり　萩原朔美と榎本了壱　
開催中～4月9日㊐　2階展示室

講義と実技と鑑賞で、総合的に美術を学びます。
日程：5～12月の原則、火・木曜日（48日間）
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40名　￥ 70,000円（教材費含む）　
※詳細はHP参照　【募集期間】～3月31日㊎（必着）

世田谷美術館 美術大学33期生 募集

令和4年度世田谷区民絵画・写真展【オンライン展覧会】
4月7日㊎～5月7日㊐　※詳細はHP参照

開館30周年記念　向井潤吉からの贈り物　
自選寄贈作品一挙公開！
4月1日㊏～9月10日㊐

展覧会

3月30日㊍は、ミュージアム コレクション
「それぞれのふたり　萩原朔美と榎本了壱」
を無料でご観覧いただけます　

世田谷美術館 
開館記念日


