
4/3（金）発売
開始

次回（	4月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
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東京2020 NIPPONフェスティバル 共催プログラム

和
いよいよ目前となった東京2020大会は、
スポーツだけでなく文化の祭典でもあります。
日本が誇る伝統文化、“和の音楽”の魅力を
世田谷から世界へ発信します！

S席 4,500円 　A席 3,000円 
一般 S席 5,000円　A席 3,500円 　　

　※2歳以下入場不可

宮川彬良　林英哲　英哲風雲の会　東儀秀樹　
本條秀太郎　エリック・ミヤシロ　VOJA-tension
中村繪里子　駒澤大学吹奏楽部
Setagaya太鼓塾　キックオフ・スペシャル・クワイア  他

【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）

【主催・問合せ】 
（公財）せたがや文化財団 音楽事業部　 5432-1535

昭和女子大学人見記念講堂
7.5日

SUN

15:00
（東急田園都市線 三軒茶屋駅）

宮川彬良
©️PACO

©️S.Oguma

本條秀太郎

東儀秀樹

キックオフ・スペシャル・クワイア

林英哲

エリック・ミヤシロ

Setagaya太鼓塾

英哲風雲の会

駒澤大学吹奏楽部

VOJA-tension 中村繪里子

せたおん 検索

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   〒154-0074 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 検索もっとアートを楽しもう！
せたがやアーツカード

●登録料・年会費無料
せたがやアーツカード事務局 5432-1548

●世田谷区在住で15歳以上の方
▶  様々な特典をご用意しています。詳しくは
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せたがや 文化・スポーツEvent Guide
Arts & Sports
in Setagaya

世田谷文学館　　　世田谷美術館　　　音楽事業部　　　世田谷パブリックシアター　　　生活工房　　　世田谷区スポーツ振興財団P2 P2 P3 P3 P4 P4

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本紙掲載の公演・イベント・講座は中止や変更になる場合があります。お断り
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一般800（640）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

『ハッピー・マニア』『さくらん』『シュガシュガ
ルーン』『働きマン』などで、性別や年齢の枠を超
えた幅広い読者に喜びと力を与える漫画を届け
てきた安野モヨコ（1971～）。デビューから30

歌舞伎はわが国が世界に誇る総合芸術にして
エンターテインメントです。400年間にわたっ
て芸を継承し様式美を追究する一方で、戦略
的に他ジャンルとのコラボレーションや最先
端のテクノロジーも取り入れながら時代に合
わせた進化を続け、活況を呈しています。
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」など、六世
中村歌右衛門（1917～2001）の当たり役と言
われた名作とともにその役作りを紹介、海外公
演の足跡などもあ
わせて展観し、不
世出の女方の人と
芸に迫ります。

【みどころ】
◆舞台で使用した衣裳（「助六」裲

う ち か け

襠、「道成寺」 
裲襠）や、小道具（「阿古屋」三曲、「先代萩」政岡
の筥

は こ

迫
せ こ

）、台本、絵看板
◆代表作12作品を本人の芸談をまじえて詳し
く紹介
◆ 遺愛の美術品、自筆の絵画等
◆交流のあった三島由紀夫ら作家たちの自筆原
稿

年の軌跡を500点に及ぶ原画を中心にご紹介
します。普通でない（unnormal）、安野モヨコ 

（Anno）の「ANNORMAL［アンノーマル］」な
作品世界をご堪能ください。

一般800（640）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　
※企画展チケットで観覧できます（企画展開催中のみ） 

世界各国で大規模な個展を開催し続けている
李禹煥氏に、近年の活動や考えていることにつ
いてお話しいただきます。

140名　 無料　※手話通訳付　※当日13:00
よりエントランス・ホールにて整理券を配布
◆鑑賞ワークショップ「見る、話す」
5月8日（金） ①10:30～12:30、②14:00～
16:00
展示室で作品を前に、見たこと感じたことを言
葉に表しながらグループで鑑賞します。

各回、要事前申込　※詳細HP参照
◆100円ワークショップ
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随時
受付）　創作室　 どなたでも　 1回100円

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　※企画展チケットでご覧いただけます

先人たちの技と心を受け継ぎつつ、新たな表現
に挑戦する工芸作家の作品を紹介。柚木沙弥郎

（染色）、志村ふくみ（染織） 他。小コーナーでは
彫刻家で能面師の入江美法（1896－1975）の
能面などを展示します。

当館では開館以来、幅広いジャンルの作品を
収集してきました。本展では近年収蔵された作
品に、それぞれにまつわるエピソードを添えて
ご紹介いたします。

出クァルテット・インテグラ　三澤響果（vn）、
菊野凜太郎（vn）、山本一輝（va）、築地杏里（vc）　

［曲目］ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第7番 イ長
調「ラズモフスキー 第1番」（2/25号から曲名変
更）、ウェーベルン 弦楽四重奏のための5つの楽
章 作品5 他　 抽選140名　 無料　 往復
ハガキ（欄外記入方法参照、2名まで可。必ず人
数、名前を明記）で当館へ　 4月14日（消印有
効）　※未就学児入場不可　※変更等詳細HP参照

一般1,000（800）円／65歳以上、高校・大
学生800（600）円／小・中学生500（300）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり　
※リピータ－割引（会期中）：本展有料チケット半券の
ご提示で2回目以降の観覧料が団体料金になります

日本の戦後美術を語るうえで常に重要な位置
を占める、高松次郎（1936-1998）、若林奮

いさむ

（1936-2003）、李
   リ ・ ウ ファン

禹煥（1936-）。この展覧会
では、三人の版画作品を一堂にご紹介します。

◆ 対 談　 李 禹 煥（美 術 家）×酒 井 忠 康 
（世田谷美術館館長）
4月18日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　4月18日（土）～6月7日（日）
　　　　  「驚異の三人!!　高松次郎・若林奮・李禹煥──版という場所で」 展
一般1,000→900円　65歳以上、高校・大学生800→700円　小・中学生500→400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

向井潤吉アトリエ館 清川泰次記念ギャラリー

宮本三郎記念美術館

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
4/7～12 自由創作会
4/14～19 オオイシヒサコの作品展　（15日（水）より公開）

4/21～26 吹きガラス四人展
※ 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）

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

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

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

展覧会
清川泰次　絵と言葉

4月1日（水）～10月4日（日）

展覧会

宮本三郎　絵画、その制作とプロセス
4月1日（水）～10月4日（日）

展覧会
向井潤吉　民家への旅路
4月18日（土）～10月4日（日）

《コーラルレッドの3号-67》
1962-67年

［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（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  美  術  館  分  館

2019年秋からの改修工事を終え、
4月18日より再開します。

向井潤吉が描いた四季折々の民家とともに、旅
の記録や民芸品などの資料をご紹介します。

■ギャラリートーク
4月18日（土）
11:00～（20分程度）

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

制作にあたって、丹念にデッサンを重ねること
を常とした宮本三郎。本展は、そうした制作の

「過程」に注目します。

清川泰次がのこした言葉と
ともに絵画作品を展示し、
絵と言葉という二つの表現
を通じて、清川泰次の芸術
をご紹介します。

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

3/24～29 用賀アトリエ展 イッパチ会作品展

3/31～4/5
アートクラブ11作品展
水彩画の会　“美匠”

4/7～12
誠之フォトクラブ写真展

第8回明水会作品展NPC自然讃歌写真倶楽部第20回写真展
Ga「雅」・Bi「美」絵画会展

4/14～19 彩アート展

4/21～26
風景スケッチ日曜会　水彩画会 紫陽花の会桜美会グループ展

※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

［受付日］4月11日（土）、12日（日）10:00～16:00　［受付場所］世田谷美術館 地下1F創作室、清川泰次記念ギャ
ラリー　［抽選会］4月26日（日）受付10:00～、抽選会開始10:30～　※日程変更の可能性があります。決まり
次第HPでお知らせします　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 2020年10月～2021年3月分の区民ギャラリー後期　
利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

《春映》［岩手県上閉伊郡宮守村］1976年

3月28日（土）・29日（日）に予定していまし
た「さくら祭」は新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、中止いたします

さ く ら 祭

エッフェル塔を背景にした「隅田川」公演の電光ポスター（1990年） 
撮影：岡崎哲也

世田谷・岡本の家で
 撮影：渡辺文雄

　「新青年」博文館

後ハッピーマニア　©Moyoco Anno／Cork

●世田谷文学館コレクション展　●世田谷美術館ミュージアム コレクション　●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小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

六世 中村歌右衛門展
ようこそ、歌舞伎の国へ

開催中～4月5日（日）　2階展示室

「新青年」と
世田谷ゆかりの作家たち
開催中～4月5日（日）　1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

企　画　展 

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～4月5日（日）
　　　　  六世 中村歌右衛門展
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500円　小・中学生300→250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

村井正誠　あそびのアトリエ
開催中～4月5日（日）　1階展示室

驚異の三人!!
高松次郎・若林奮・李禹煥

──版という場所で
4月18日（土）～6月7日（日）　1階展示室

※会期中一部展示替えを行います
前期：4月18日（土）～5月10日（日） 
後期：5月12日（火）～6月7日（日）

ミュージアムコレクション 

受け継がれる工芸の技と心
──そして現代へ

開催中～4月12日（日）　2階展示室

気になる、こんどの収蔵品 
──作品がつれてきた物語

4月25日（土）～6月14日（日）　2階展示室

企　画　展 

関 連 企 画

《人と風》 1966年

高松次郎、《アンドロメダA-1》、1989年、
スクリーンプリント、The Estate of Jiro Takamatsu 蔵

　©The Estate of Jiro Takamatsu,
 Courtesy of Yumiko Chiba Associates

プロムナード・コンサート
クァルテット・インテグラ
アンサンブル・コンサート

5月10日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

安野モヨコ展 ANNORMAL

4月25日（土）～6月28日（日）　2階展示室

次　回　企　画　展 

日程：5～12月の原則、火・木曜日
※詳細HP参照

［募集締切］3月31日（当日消印）

世田谷美術館 美術大学
32期生 募集

《農夫》のためのデッサン　1957年 

▲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）

世田谷文学館iteratureL 〒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/

世田谷美術館rtA 〒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）

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本紙掲載の公演・イベント・講座は中止や変更になる場合があります。お断り
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日本が誇るクラシック・サクソフォ
ン界のパイオニア！ 世界も注目する
唯一無二のレパートリーと圧倒的な
演奏をご堪能ください。

須川展也（サクソフォン）　
小柳美奈子（ピアノ）

J.S.バッハ：G線上のアリア
J.S.バッハ（須川展也 編）：無伴奏
ヴァイオリン・パルティータ　
アメージンググレイス（本多敏之 編） 
A.ピアソラ：天使のミロンガ

（小松亮太 編） 他
 3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

中川善雄（篠笛・能管）　北原香菜子
（薩摩琵琶）　藤舎推峰（篠笛・能管）　薦田治子（お話） 他

本能寺　月
げつ

輪
りん

　敦
あつ

盛
もり

　回
かい

峰
ほう

　黎
れい

明
めい

　  3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

西山琴恵（コトコトさん…ナビゲー
ター＆うた）　
横田大司（ヨッポさん…マリンバ）

全席自由・無料　
申不要、直接会場へ
※幼児（3歳〜）・親子向けのコンサートです　
※各回約45分／各回20分前から開場　※定員超えの場合、入場制限有り

   4/25（土）
一般 4/26（日）

発売
開始

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも受取が可能です。手数料110円／1枚　●先行・割引はチケットセンターまたはオンラインチケット（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。
 電話で ５４３２-１５１５ 10:00～19:00（年末年始除く）  オンラインで （要事前登録・登録料無料） https://setagaya-pt.jp/

ジャズやブルーグラス、古き良き時代の懐か
しいジャパニーズ歌謡を肌で感じながら、60
年代にタイムスリップ。ドリンクとともにお楽
しみください。

外山喜雄とデキシーセインツ　
ザ・ブルーサイド・オブ・ロンサム　田才靖子

ハロードーリー　ワシントン広場の夜は更
けて　ディズニーファンタジー　お祭りマンボ
上を向いて歩こう

全席自由・ワンドリンク付き
 2,700円　一般 3,000円　 　

※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
問せたがや音楽プロジェクト事務局　 6804-9710（（株）アイラブ内）

6月6日（土） 14:00　北沢タウンホール（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

オールド・アメリカン・パブ・クラブ 4/1（水）発売
開始

外山喜雄とデキシーセインツ

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

第一級の演奏家たちによる、質の高
い日本伝統音楽を堪能していただ
くシリーズ。第3回は、日本の音楽
には欠かせない2つの楽器に焦点を
あてます。
繊細で表情豊かな音色をもつ笛・
能管と、盲僧によって語り継がれて
きた琵琶の豪壮な響きをお届けし
ます。

耳をすますと「物語」と「音楽」がきこ
えてくるドレミ図書館にようこそ！ 
いろんなうたやおはなしをマリンバ
の演奏にのせてお届けします♪

5月30日（土） 15:00　成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

6月20日（土） 15:00　成城ホール（小田急線 成城学園前駅）
5月16日（土） ①11:00／②14:00　北沢タウンホール（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

須川展也サクソフォン・リサイタル

コトコトさんのドレミ図書館

室内楽シリーズ
--バッハ・シークェンス

シリーズ和・華・調  第3回 静と動の響
ひびき

～笛・琵琶～
～耳をすますときこえてくるよ♪～

須川展也

中川善雄 藤舎推峰

小柳美奈子

北原香菜子

アメリカを代表する手話演劇カンパニー、16年ぶり待望の来日公演！
ダンスのような手話とセリフによる斬新なステージにご期待ください。
*本公演は「True Colors Festival-超ダイバーシティ芸術祭-」の一環事業です。

人間という愚かな生き物と思考する聡明な馬とを対比させて、「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。ロシ
アの文豪トルストイの名作を、白井晃が新演出で立ち上げます。

世田谷パブリックシアターは開館23周年
を迎える記念日の4月5日に、どなたでもご
参加いただける演劇ワークショップ『デイ・
イン・ザ・シアター』を今年も実施します！

デフ・ウェスト・シアター『オルフェ』『ある馬の物語』

デイ・イン・ザ・シアター
～23回目の劇場のお誕生日編～

True Colors Festival／True Colors SIGN

©Tey Tat Keng

6月17日（水）〜7月12日（日）
世田谷パブリックシアター4月24日（金）〜26日（日）　シアタートラム

原作ジャン・コクトー　演出ディーナ・セレノウ　
美術ジェームズ・マルーフ　 デフ・ウェスト・シアター

整理番号付自由席　 3,700円　一般 4,000円　
ペア 7,000円（前売のみ）　U24 2,000円　
高校生以下 1,000円　
※高校生以下は当日要証明書提示　※未就学児入場不可

原作レフ・トルストイ　脚色マルク・ロゾフスキー　
翻訳堀江新二　演出白井晃　

成河　別所哲也　小西遼生　音月桂 他
S席（1・2階席）7,800円　A席（3階席） 4,600円／プレ

ビュー S席 6,800円　A席 3,800円　一般 S席 8,000円　A席 4,800円／プレビュー S席 7,000円　A席 4,000円　
高校生以下・U24 各一般料金の半額　※未就学児入場不可　※高校生以下は購入時要証明書提示　※各発売初日は窓口販売なし

日程 4月5日（日）
❶おやこデイ　　10:30〜12:30
❷だれでもデイ　15:00〜18:00
参加費 各回500円
定員❶13組 ❷20名　※各先着順に受付
詳細は劇場HPをご覧ください。
問世田谷パブリックシアター 学芸

5432-1526

『フリーステージ2020』
世田谷クラシックバレエ連盟
（4月29日 （水・祝））入場券

のお申込みについて
世田谷で活躍する区民団体の皆さまと世田谷パブ
リックシアターのスタッフが力を合わせおおくりす
る夢の舞台『フリーステージ』。毎年、たくさんの方
にご来場いただいておりますが、特に混雑が予想さ
れる世田谷クラシックバレ
エ連盟の公演につきまして
は、事前に入場券（指定席）
を配布します。ご希望の方は、
内容をご確認の上必ず期間
内にお申込みください。

お1人様1申込みのみ　2席まで　※重複してのお申込み不可
・小さいお子様でも、お席を必要とされる場合には1席分としてお申込みください。　
・ お席の必要がない（保護者のお膝の上で鑑賞する）お子様については、別途その人数をお申込みの際にお知ら

せください。
往復ハガキの往信に①お名前（ふりがな）②ご住所③電話番号④希望席数（お一人様2席まで）⑤

お席が必要ないお子様の人数、返信に住所とお名前（「様」をお書き添えください）をご記入の上、
以下の宛先にお送りください。

［宛先］ 〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー5F「フリーステージ担当」宛
4月5日（日）消印有効　※消えるボールペンの使用はご遠慮ください　※結果のご連絡は4月10日（金）ま

でに返信ハガキを発送　※応募者多数の場合は抽選になります　
※当日券の配布については追って［HP］でお知らせします

劇場「フリーステージ」担当　 5432-1526　※音楽部門（5月3日（日・祝））および、ダンス部門（5月
4日（月・祝）、6日（水・休））の公演の入場方法については、追って劇場HPでお知らせします

日時 4月29日（水・祝） 16:00開演　会場 世田谷パブリックシアター　

『フリーステージ2020』世田谷クラシックバレエ連盟公演

対象公演 申込方法

illust：Masahiro Yamanaka

6/17 7/118   19   20   21   22   23   24    25     26   27   28   29   30    　　2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

14 00:
18 00:
19 00:

休
演

休
演

休
演

休
演

休
演

＝視覚障害者のための舞台説明会あり（無料・要予約　お申
込みは世田谷パブリックシアター 　　5432-1526へ）

＝プレビュー公演　

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本公演はやむなく中止となりました。チケットの払戻しは3/27（金）までと
なっております。お手続きが必要なお客様は、下記世田谷パブリックシアターチケットセンターまでお問合せください。『お勢、断行』公演中止によるチケット払戻しのお知らせ

4/24 25     26

14 00:
19 00:

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
開催を中止いたします

お 詫 び

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 前売情報 下記に掲載されていない公演・情報は、世田谷パブリックシアターチケットセンター
へお問合せいただくか、世田谷パブリックシアターのホームページをご覧ください。

TICKET

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー シ ア タ ート ラ ム

ダンス 演 劇山海塾　 ティーファクトリー『4』5/13（水）〜20（水） 5/29（金）〜6/7（日）

演出・振付・デザイン 天児牛大　舞踏手 蟬丸　
岩下徹（『めぐり』のみ）　竹内晶　市原昭仁　松岡大　石井則仁　
百木俊介　岩本大紀　高瀬誠（『ARC』のみ）

4,800円　一般 S席（1・2階席） 5,000円　A席（3階席） 3,000円
U24 2,500円　

山海塾　 3498-9622

作・演出 川村毅　 今井朋彦　
加藤虎ノ介　川口覚　池岡亮介　小林隆

5,500円　一般 5,800円　
U24 3,000円　

ティーファクトリー　Mail info@tfactory.jp
3344-3005

 3/28（土）
一般 3/29（日）

発売
開始

 3/28（土）
一般 3/29（日）

発売
開始

Ⓐ『ARC 薄明・薄暮』
Ⓑ『海の賑わい 陸

オカ

の静寂―めぐり』

5/1314   15   16   17   

15 00:
19 00:

5/19 20

15 00:
19 00:

＝終演後
　ポストトークあり

Ⓑ�Ⓐ

音 楽 事 業 部 〒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 （月〜金曜日：10:00〜18:00）
FAX5432-1559　Mail info@setagayamusic-pd.com　 HP https://www.setagayamusic-pd.com/      usic

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 Tel 5432-1515チケットの申込み

Theatre世田谷パブリックシアター世 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　 5432-1559　 https://setagaya-pt.jp/heatre

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515

5/29 6/130    31　   2   3   4   5   6  7  

13 00:
14 00:
15 00:
18 00:
19 00:

＝終演後ポストトークあり
5/30（土）15:00 川村毅 他
5/31（日）18:00 川村毅・白井晃　
＝収録のため客席内にカメラが
　入ります　

高校生以下割引あり
 （要年齢確認証提示）

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

Under24割引あり
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

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

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

せたがやアーツカード会員先行発売・割引対象（前売のみ）　●登録料・年会費無料  ●対象は世田谷区在住で15歳以上の方  ●オンラインでご予約・ご購入可能

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本紙掲載の公演・イベント・講座は中止や変更になる場合があります。お断り



当財団ホームページ
から申込み（要登録）

※�ハガキ・FAX申込みも可
　（別途手数料220円）

申 込
3月25日

9:00スタート 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・FAX

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  3417-2813  https://www.se-sports.or.jp/

マーク

新小学1年生以上　※小学生は保護者同伴　
先着900名程度　
1,200円（小・中学生600円）　※事前払い　
�①インターネット　�
② 0570-039-846　平日10:00～17:30　�
③ファミリーマート店内「Famiポート」　

第21回 多摩川ウォーク
ハーフコース（約9km）　
※制限時間3時間（9:00〜12:00）
健脚コース（約15km）　
※制限時間5時間（9:00〜14:00）
いずれもスタートは世田谷区立二子玉川緑地運動場

2020年3月25日4

「世田谷アートフリマ」とゆかりのある7名の
作家が集うグループ展です。今回は猫をテー
マに、個性豊かな作品たちが3Fギャラリーを
彩ります。
無料

キャロットタワーの3・4・5Fを会場に、2日間
で延べ160組のアーティストが集まる世田谷 
アートフリマ。3Fでは大人から子どもまで当
日参加可能なワークショップを開催。4・5F
の各アーティスト・ブースでは手づくりの雑
貨やアクセサリー、和小物などが購入できる
ほか、カフェや軽食のコーナーもあります。お
気に入りのアイテムを見つけにキャロットタ
ワーへぜひ遊びにきてください！
※出展者募集は終了しました
入場無料　 世田谷アートフリマプロジェク

ト：中根（世田谷233） 5430-8539（火·水
曜以外）　

［詳細］ http://artfleama.net/

はじめて一般向けに市販された映像メディ
ア、8ミリフィルム。本展では、世田谷区内の
一般家庭から募り、デジタル化した84巻の映
像を、フィルム提供者たちのライフ・ヒスト
リーとともに紹介します。それぞれが過ごし
た昭和に耳を傾け、来場者自身も言葉を残し
ていく展覧会です。
企画制作：remo[NPO法人記録と表現とメ
ディアのための組織]

【鑑賞会】8ミリフィルムを観る〈番外編〉 
生活工房4F　　
世田谷が映っていない8ミリフィルムを、 
世田谷で観る――。本展企画制作者（remo）
がこれまでに携わってきた全国の地域映像
アーカイブの中から、その一部を公開しま
す。同じ昭和の、異なる地域を映すホーム
ムービーをお楽しみください。
いずれも　 各回当日先着15名　 無料　
不要、当日直接会場へ

▼茨城編　
＊協力：水戸芸術館現代美術センター、根本英樹
4月3日（金） 18:30〜19:30

▼鳥取編　
＊協力：HOSPITALE�PROJECT
4月4日（土） 11:00〜12:00
▼青森編
＊協力：青森公立大学�国際芸術センター青森
4月4日（土） 15:00〜16:00

  

時代時代の流行や生活文化は、玩具デザインに
も映し出されます。東京2020大会においてア
メリカのホストタウンとなるここ世田谷で、ア
メリカ玩具を通して、その暮らしや子どものた
めのデザインの変遷を紹介します。風で動く木
製のウィンド・トイや、レトロポップなプラス
チック玩具など、約120点を展示します。

1ワークショップ
　「風とダンスする人形をつくろう」
5月23日（土） ①13:00〜14:30　②15:30〜
17:00　生活工房4F 
紙やストローなど身近にあるものを材料にし
て、風でくるくる回る玩具を工作します。保護
者とご参加ください。
春日明夫（東京造形大学名誉教授）　 5歳～

小学3年生と保護者の2人1組　 各回抽選20
組　 各回500円　 申込フォームで生活
工房へ　 5月12日（必着）
2ワークショップ
　「風はどこへ吹く?!  風見鶏をつくろう」
5月24日（日） ①13:00〜14:30 ②15:30〜
17:00　生活工房4F 
紙や針金などをつかって、風が吹くと回転して
風向きを教えてくれる鳥の玩具をつくります。
春日明夫（東京造形大学名誉教授）　
小学4年生～6年生　 各回抽選20名　
各回500円　 申込フォームで生活工房

へ　 5月12日（必着）
3トークイベント
　「アメリカ玩具とキッズデザインの100年」
6月6日（土） 14:00〜16:00　生活工房4F
アメリカ玩具のデザインの変遷を辿りながら、
造形教育の視点も交えて子どものためのデザ
インを語り合います。
春日明夫（東京造形大学名誉教授）、

ケイリーン・フォールズ（デザイナー、イラスト
レーター）　 申込先着50名　 500円　
3月25日10:00以降、電話か 申込フォー

ムで生活工房へ

【Smash！バドミントン】　5月11日〜6月29日　毎週月曜　（全8回）
小学生【初級】 17:00〜18:30　
小・中学生【初級・中級】 18:45〜20:15　総合運動場体育館
町田文彦（元日本代表）、藤本ホセマリ（プロバドミントントレーナー）�他　
小・中学生　 抽選各30名　 14,500円

 オリンピック種目短期体験教室

【バスケットボール】
現在準備中です。詳細が決定次第、HP等でご案内します。

5月10日（日） 9:00～14:00　※荒天中止
参加者募集 4月1日〜14日（先着順）

参加申込は
コチラから

新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため、
開催を中止いたします

お詫び

穴アーカイブ：an-archive
世田谷クロニクル1936－83

開催中〜4月5日（日）　月曜休み　
10:00〜18:00（金曜のみ20:00まで）
生活工房4F&3F生活工房ギャラリー

企　画　展�

イラスト：ナガノチサト

「ビッグ�ビル�ペリカン」1961年

【鳥取編より】
『聖火リレー』1964（昭和39）年9月｜鳥取市

聖火ランナーが市内を横断しながら鳥取県庁に到着するまでの記録。

ケイリーン・フォールズ 春日明夫

世田谷アートフリマ
つながり展2020

4月11日（土）〜26日（日）　月曜休み
 9:00〜21:00　3F生活工房ギャラリー

次 回 企 画 展

春日明夫コレクション
アメリカン・トイズ since1920s

暮らしと時代を映す玩具展
5月2日（土）〜7月12日（日）　月曜休み
9:00〜21:00　3F生活工房ギャラリー

次 々 回 企 画 展

関 連 企 画

関 連 企 画

キャロットタワーで遊ぶ2日間
世田谷アートフリマ vol.33
4月18日（土）・19日（日） 11:00〜17:00

生活工房3〜5F

小学生A1･2年生B3･4年生C5･6年生　
抽選各60名　 2,500円

高校生相当以上　 ①400・500円②300
円（別途施設利用料金）③200円（別途施設利用
料金）④600円　 各施設　※詳細はホーム
ページをご覧ください

■ゴルフ教室
5月11日〜6月29日　毎週月曜 14:00〜15:30

（全8回）　千歳ゴルフセンター
18歳以上の初心者・初級者　 先着10名　
20,700円

■ジュニアゴルフ教室
5月16日〜7月4日　毎週土曜 16:00〜17:30

（全8回）　成城ゴルフクラブ
小学3年生～中学生（親子参加可）　 先着

10名　 12,200円（親子参加 ： 22,000円）

■アーチェリー教室
5月10日〜31日　毎週日曜 9:30〜11:30（全4
回）　総合運動場洋弓場
小学5年生以上　 先着30名　 4,500円

（中学生以下2,200円）
■生涯健康づくり体操
5月7日〜7月30日（7月23日除く）　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50名　 3,300円

■元気なシルバーいきいきトレーニング
（楽らくフィットネスコース）

4月27日〜6月29日　※除外日あり　毎週月曜 
9:30〜11:00（全8回）　総合運動場第2武道場（床）
60歳以上の方で医師に運動を止められてい

ない方　 先着30名　 11,000円
■ジュニア水泳教室
①烏山コース（烏山中学校温水プール）　5月12日
〜6月30日　毎週火曜 18:00〜19:30（全8回）
②梅丘コース（梅丘中学校温水プール）　5月11日
〜6月29日　毎週月曜 16:30〜18:00（全8回）

①②小学生の初心者・初級者　 ①②先着
50名　 ①②6,400円　 ①烏②梅
■脂肪燃焼アクア
5月7日〜28日　毎週木曜 10:00〜12:00

（全4回）　太子堂中学校温水プール
18歳以上　 先着30名　 5,100円　 太

幼児とその保護者　 先着20組（40名）　

1,100円（別途施設利用料）　�

どなたでも　 無料　 当日受付　

■ゴルフレッスン
①グループレッスン②個人レッスン
4人のプロが初心者にも丁寧に指導します。

①12,500円～②20分2,100円～　

メール　 区ローラースポーツ連盟（ info@
setagaya.trsf.jp� 050-5583-6217）　※詳細
は（ https://setagaya.trsf.jp）をご覧ください

■テニス競技　
4月5日（日）〜9月26日（土）　総合運動場テニス
コート
4月5日社会人受付。6月2日中高生受付。所

定の申込書と参加費を持参　※受付終了後、

空きのある種目は区テニス協会（上用賀6-23-
21-103� 5799-7697）で受付（郵送不可）
■ソフトテニス競技
①小学生（個人戦）②シングルス（一般男・女・高
校生）・シニア・らくらく大会③シニアⅡ（個人戦）
①6月7日②6月14日③6月24日　
いずれも9:00〜　総合運動場テニスコート
世田谷区在住・在勤・在学者、当連盟の競技

参加資格を満たす者及び、当連盟が推薦する者　
①5月7日②5月14日③5月21日（必着）　

※詳細は当財団HPへ
■武術太極拳競技
5月10日（日） 9:00〜　総合運動場体育館
区内在住・在勤・在学者　 個人1,000円

（中学生以下500円）、団体1人500円　 区
武術太極拳連盟事務局（ � 3413-3721）

JDSF選手登録者　 4,500円（1組）1種目追
加ごと2,500円追加　 JDSF標準申込書にて
（〒151-0061�渋谷区初台1-50-4-104�（有）ア
イアド内�日吉俊彦まで）　 5月8日（消印有効）

[種目]個人戦（年齢・性別ハンデ）　 2,000円
（3G）　 往復ハガキ　 4月20日（必着）　
区ボウリング連盟・野中（〒157-0072�祖師

谷4-25-3-101� 3482-2194）

スポーツ教室・イベント

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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　問合せ先

親子スイミングレッスン
4月11日（土） 10:00〜10:50　総合運動場温水プール

千歳温水プール体組成測定会
4月26日（日） 10:00〜12:00（最終受付11:30）

千歳温水プール集会室
世田谷 子どもかけっこ 
クリニック＆記録会

5月6日（水·休） 9:00〜12:00　
総合運動場陸上競技場

事前申込が不要なフィットネス教室
4月1日〜2021年3月31日　※除外日あり

①総合運動場②総合運動場温水プール
③千歳温水プール④大蔵第二運動場

各種スポーツ教室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

その他 インラインスケート教室
4月4日〜2021年3月27日　毎週土曜

9:00〜12:00　大蔵運動公園ローラースケート場

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70回世田谷区民体育大会 その他 三者共催 区民ボウリング大会
4月29日（水·祝） 9:00〜　オークラランド

その他 第32回世田谷区ダンススポーツ大会
5月24日（日） 10:00〜　総合運動場体育館

再生紙を使用しています

〒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
Mail info@setagaya-ldc.net　 HP https://www.setagaya-ldc.net/Design 生 活 工 房

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本紙掲載の公演・イベント・講座は中止や変更になる場合があります。お断り
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