
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
8:30スタート（荒天中止）

▪️大会について
世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局 （公財）世田谷区スポーツ振興財団内

3417-2811（平日9:00～17:00  土日祝除く）

▪️申込みについて
世田谷246ハーフマラソンエントリー事務局スポーツエントリー内

0120-711-951（平日10:00～17:30  土日祝除く）問
合
せ

1インターネット（大会ホームページ）
2専用郵便振替用紙
＊詳しくは大会ホームページかパンフレットをご覧ください。

パンフレット配布場所▶︎区内公共施設、区スポーツ推進課、世田谷区スポーツ振興財団
https://www.se-sports.or.jp/246/

申
込
方
法

スマートフォンは
こちらから

21.0975㎞

国際陸連認証コース・日本陸連公認コース

7.1月 7.31水

世田谷246ハーフマラソン

第14回

5㎞／2㎞／親子2㎞

ふるさと納税エントリー枠について 申込期間：7/1（月）〜9/15（日） 世田谷区へのふるさと納税枠として、ハーフマラソンのエントリー枠（先着200名）を設けています。
詳しくは、区HPをご覧いただくか、せたがやコール（ 5432-3333）までお問合せください。

申込期間

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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世田谷パブリックシアター
チケットセンター前売情報
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次回（7月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

2019.6.25
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毎月25日発行

vol.218

せたがや 文化・スポーツEvent Guide
Arts & Sports
in Setagaya



2019年6月25日2

生命感あふれる有機的なフォルムの作風で知
られる高橋秀。布を使った表情豊かな作品で、
雑誌の表紙絵や絵本を手がけてきた藤田桜。
本展では、この素敵なお二人の歩みと創作の
軌跡を、最近作も交えてご紹介します。　

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　＊本展覧会は、宝くじの助成により実施します

講演会「素敵なふたりと出会って」
（世田谷美術館友の会共催事業）
7月21日（日） 14:00～15:30（開場13:30） 
講堂

橋本善八（当館副館長）、池尻豪介（当館学芸
員）　 先着140名　 無料
※手話通訳付　※当日12:00からエントランス・ホー
ルにて整理券を配布
アーティスト・トーク

「高橋秀＋藤田桜に聞く」
8月25日（日） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂
話し手：高橋秀（出品作家）、藤田桜（出品作家）　
聞き手：酒井忠康（当館館長）　 先着140名　

無料　※手話通訳付　※当日12:00からエントラ
ンス・ホールにて整理券を配布

1970年代後半から90年代にかけて、女子高
校生を中心に爆発的な人気を博した「オサム
グッズ」の生みの親、原田治（1946-2016）の
回顧展です。広告・出版・各種グッズなど多
分野にわたる作品を中心に、幼少期～20代前
半の初期資料も交えて展示し、時代を超えて
愛される、原田治の全貌に迫ります。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学
生600（480）円／中学生以下無料　
※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり　※7月19日（金）は65歳以上無料

一般800（640）円／65
歳以上、高校・大学生600

（480）円／中学生以下無
料　
※（　）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

6/25〜30

環境ポスターコンクール作品展 19　陶響展　－彩りの土の舞－
世田谷美術館美術大学ステップアップ講座

《古典技法》
「レンブラント風肖像画を描こう」

世田谷伝統工芸ヤロー会
創立30周年木彫作品展

7/2〜7
第8回世田美24期アート展 天真書法塾　シャンバラ教室「天地人々ワレ一体」　

世田谷美術展vol.2　※4日〜公開
世田谷美術館美術大学30期展「第1回さんまる展」 Fre・Art

7/9〜14 第69回　板院展受賞者作品展 山下宏・長尾祥子　二人展
桜新町絵画教室　ART Garden 2019 EXHIBITION

7/15〜21
休館日16日（火）墨彩会展 星の子展　※17日〜公開

7/23〜28 野田俊和　水彩画展 モロニ展15
※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

ナイトツアー 
8月24日（土） 18:30～20:00　 展示室 他
夜の美術館には秘密がいっぱい！ナゾを解き
明かして誰も知らない美術館を探検しよう。

小学4年生〜中学生　 抽選50名
500円　 当館HPの申込フォームより　

※受付開始６月25日（火）　 7月31日（必着）
◆100円ワークショップ
展覧会会期中の毎土曜日と8月中の毎金曜日 
13:00～15:00（随時受付）　創作室
子どもから大人まで誰でもその場で楽しめる
簡単な工作。　

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

版 画 家・ 池 田 良 二（1947−）と 美 術 家・ 
海老塚耕一（1951−）。長年にわたり旺盛に制
作、発表を続けている二人の版画作品をご紹介
します。
　　　　　　追悼――彫刻家・最上壽之

シナリオ、演出、カメラ、芝居、すべて子ども
たちによる映画制作のワークショップ。作品
DVDは上映会にてお渡しします。

杉田協士（映画監督）、大川景子（映像編集）、
飯岡幸子（カメラマン）　 小学4年生〜中学生

申込先着20名　 3,000円（作品DVD含む）
当館HPの申込フォームより　

※受付開始6月25日（火）

出中島英寿　
［曲目］プロコフィエフ ピアノ・ソナタ 第6番 イ
長調 作品82、ショパン 24の前奏曲 作品28 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。人数、名前を明記）
で当館へ　 8月5日（消印有効）　
※未就学児入場不可　※詳細HP参照

向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー

6/25〜30 染色倶楽部―シボリコミュニティ東京　
（26日（水）より公開）

7/2〜7 1616会　第14回グループ展
7/9〜14 第3回　写真の友「四季会」写真展
7/15〜21 Calme展　※16日（火）は休館

※ 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/

展覧会

草屋根と絵筆
向井潤吉のエッセイとともに

開催中～10月6日（日）

展覧会

宮本三郎　花々と、女たちと
開催中～10月6日（日）

展覧会

清川泰次　具象から抽象へのあゆみ
開催中～10月6日（日）

《聚落》
［山形県東田川郡朝日村
田麦俣］1966年

《親子》1951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

■ギャラリートーク
7月13日（土） 
11:00～（20分程度）
担当学芸員による
作品解説　

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

7月27日（土） 10:30～15:30
プロのモデルを招き1枚のコンテ画を描きま
す。目の前のモデルに真摯に向き合い描いた 
宮本の視点にどこまで迫れるでしょうか。

三宅一樹（彫刻家）　 小学6年生以上　
申込先着15名　 一般3,000円、高校生以

下1,500円　 往復ハガキかメール miya 
moto.event@samuseum.gr.jp（欄外記入方
法参照）で宮本三郎記念美術館「イベント」係へ、
または直接ご来館ください（受付時間：開館日
の10:00〜17:30まで）　※受付開始6月25日（火）　
※詳細HP参照

8月9日（金）、10日（土）、11日（日･祝） 
各日13:00～15:00　時間中随時受付 
展示室で宮本三郎の作品を観た後、絵の中の人
物の衣装を紙や絵具で作り、身に着け、モデルと
同じポーズをとって写真撮影。あなたが演じる、
あなただけの1枚を作ります。

どなたでも　 一般200円、中学生以下100
円（展覧会観覧料含む）　 不要、当日直接会場
へ　※詳細HP参照

《かいう》1968年頃

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

宮本三郎記念美術館

■部門・規定枚数
①短歌②俳句③川柳＝ハガキの裏面に3首

（句）連記④詩＝400字詰原稿用紙3枚以内
⑤随筆＝400字詰原稿用紙15枚以内
※各部門1人1通。日本語で書かれた未発表の
オリジナル作品に限る
※作品はすべて黒のペン、またはパソコンで楷
書・縦書き
※詩・随筆部門は、作品本編にページ数を記
入。タイトルをつけ、クリップ留め。パソコン原
稿の場合は無地A4用紙を横置きにして20×
20字で片面印刷。パソコン使用の場合も縦書
きで、400字詰換算枚数も明記
■応募資格
世田谷区または群馬県川場村在住・在勤・
在学者と、世田谷文学館友の会会員（区外在
住の方も可）
■応募方法
9月3日～13日（必着）までに別紙（短歌・俳

句・川柳部門はハガキの表面）に①応募部門
②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤職業（区内
在勤・在学者は会社・学校名と所在地）
⑥電話番号⑦友の会会員の方は会員番号
⑧お持ちの方はFAX番号・メールアドレス
を明記し､当館「世田谷文学賞」係へ郵送。
※応募作品の訂正、差し替え、返却不可。入賞
作品の複製権（第一出版権）は主催者に帰属
■入賞者発表
本紙12月25日号に掲載。入賞者には11月
末までに直接通知。上位入賞作品は2020年
3月発行予定の「文芸せたがや」誌に掲載。
■選考委員
短歌：草田照子・佐佐木幸綱
俳句：高橋悦男・西村和子
川柳：おかの蓉子・速川美竹
詩　：三田　洋・渡辺めぐみ
随筆：鴻巣友季子・堀江敏幸

〈実技講座〉 画家の目、画家の心

サマー・ワークショップ　写真でまねっこ！
絵の中の衣装をつくって演じてみよう

日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究
部 他　 小学生（保護者同伴不可）　 抽選30
名　 無料　 往復ハガキ（欄外記入方法参
照、年齢も明記､連名可）で当館イベント担当へ　

8月8日（必着）

世田谷文学賞　作品募集！

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。

ミュージアムコレクション 

それぞれのふたり
池田良二と海老塚耕一

開催中～7月21日（日）　2階展示室

企　画　展 

プロムナード・コンサート
中島英寿　ピアノ・リサイタル
9月７日（土） 14:00～（開場13:30）　講堂

こども映画ワークショップ
8月1日（木）・6日（火）・7日（水）・8日（木）、

上映会　18日（日）　※5日間完結
10:30～16:30　創作室 他

ⓒOsamu Harada 
/ Koji Honpo

『サイボーグ009 地下帝国“ヨミ”編』 
ⓒ石森プロ

高橋秀《冥想-白-》1976年、世田谷美術館蔵

藤田桜《『ぴのっきお』〈学研 おはなしえほん 第2巻 第11号〉
原画》 1971年、岡山県立図書館蔵

高橋秀＋藤田桜 ──素敵なふたり

7月6日（土）～9月1日（日）　1階展示室

原田治 展　「かわいい」の発見
Osamu Harada: Finding 

“KAWAII” 
7月13日（土）～9月23日（月･祝）　2階展示室

企　画　展 

仁木悦子の肖像
開催中～9月23日（月･祝）　1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

萬画家・石ノ森章太郎展
ボクは、ダ・ビンチになりたかった

開催中～6月30日（日）　2階展示室

ワークショップ ことばとからだ

8月22日（木） 10:30～15:30　1階文学サロン

次　回　企　画　展 

●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

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　7月6日（土）〜9月1日（日）
　　　　  「高橋秀＋藤田桜──素敵なふたり」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

観覧料割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜6月30日（日）
　　　　  萬画家　石ノ森章太郎展　ボクは、ダ・ビンチになりたかった
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500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

コーナー展示

平成31年度 文化庁 地域の博物館を中核とした
クラスター形成事業

世田谷文学館

世田谷美術館

iterature

rt

〒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/

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　 3415-6011　ハローダイヤル 5777-8600　 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）

▲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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

関 連 企 画

L

A



◆中学生のための演劇ワークショップ ◆高校生のための演劇ワークショップ
�▷ワークショップ参加申込方法の詳細はHPをご覧ください

演劇は1000年昔にも1万年未来にも行くことがで
きます。違う世界のことを想像したり、よくわからな
いあの人にそっと寄り添ってみることでもあります。
さてこの夏は、どんな演劇であそびましょうか。勇
気を出して、ぜひ一歩、劇場へ。
日程 7/29（月）～31（水）10:30～16:30（全3回）
申込締切 7/8（必着）　会場 世田谷パブリックシアター 
稽古場　対象 中学生／1,500円　※定員20名程度

きれいは汚い、汚いはきれい。これは演劇のセリフです。一体何
を言っているのかわからないかもしれません。でも、ちょっと
変な角度で世の中を見てみると、きれいが汚く見えるのかも。
どうやったら違って見えてくるか一緒に考えてみませんか？
日程 8/20（火）～22（木）10:30～17:00（全3回）
申込締切 7/30（必着）　会場 世田谷パブリックシアター稽古場
対象 高校生もしくは2001年4月～2004年3月生まれの人／
1,500円　※定員20名程度

お申し込み方法� https://setagaya-pt.jp/workshop_lecture　世田谷パブリックシアター学芸　 5432-1526

32019年6月25日

宮川彬良の
せたがや音楽研究所#11

せたがやこどもプロジェクト2019

8月8日（木）～11日（日・祝）　シアタートラム

8月3日（土）～4日（日）
シアタートラム

8月17日（土）～18日（日）
世田谷パブリックシアター

8月22日（木）～25日（日）
世田谷パブリックシアター

今年で15周年!日野皓正と世田谷区の中学生の
ジャズビッグバンドによる、大迫力のコンサート

『日野皓正 
presents “Jazz for Kids”』

コンドルズ 『Don’t Stop Me Now』

日野皓正　Dream Jazz Band 他
 おとな 4,300円　一般 おと 

な 4,500円　2公演セット券 8,000
円　4歳～高校生 2,250円　2公演
セット券 4,000円　U24 2,250円　※各発売初日は窓口販売なし

絶対必見！新元号型コンドルズ堂々登場!歌・芝居・
クイズ・コントと、子どもから大人まで楽しめるエン
ターテイメントをおとどけします!

原作 H・C・アンデルセン　 脚本 目次立樹
脚本監修 松井大悟　演出 to R mansion

to R mansion　藤田善宏　ヤノミ　Coppelia 
Circus　チャタ　遠藤昌宏　佐川健之輔

整理番号付自由席　  3,800円
一般 3,900円　親子ペア 3,900円

（一般1枚＋高校生以下1枚）　
高校生以下 1,000円　U24 2,000円

構成・映像・振付 近藤良平　 コンドルズ
 S席（1・2階席） 4,800円　A席（3階席） 2,800

円　一般 S席 5,000円　A席 3,000円　親子ペア
券 6,000円（大人S席1枚＋こどもS席1枚）　高校生以下・U24 S席 2,500円
A席 1,500円　※各発売初日は窓口販売なし　※ワークショップあり。詳細はHPをご覧ください

 6/27（木）
一般 6/29（土）

発売
開始

8/3  4

13 00:
14 00:
16 00:
18 30:
＝「音楽の森」
　ソロライブ

8/17 18

14 00:
15 00:

＝日野皓正 Quintet Live
＝Dream Jazz Band 15th 　
　Anniversary Concert

8/8  9 10

12 00:
15 00:
15 30:
18 00:
19 00:

11

※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）

8/22 2324

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

25 ＝収録のため客席
内にカメラが入り
ます
＝ワークショップ
参加の子どもたち
によるオープニン
グアクトあり

 7/6（土）
一般 7/7（日）

発売
開始

 6/2９（土）
　　 12:00
一般 6/30（日）

発売
開始

せたがや和の音楽祭 竹澤恭子
ヴァイオリン・リサイタル

一般 7/16（火）発売
開始

7/7（日）10:00申込
開始

8月12日（月・休） 16:00
世田谷区民会館（東急世田谷線 松陰神社前駅） 10月14日（月・祝） 15:00　成城ホール

（小田急線 成城学園前駅）

2020カウントダウン
コンサート 室内楽シリーズ

東京2020大会応援プログラムとして、
世田谷区の子どもたちとアーティストが
おもてなしの心で日本の伝統文化に挑み
ます。世田谷から世界へ向けて、日本文
化の魅力を発信します！

�“世界の K Y O K O�
TAKEZAWA”として
国際的スターダムを昇
り続けている竹澤恭子。
欧米の主要オーケスト
ラと共演。その実力を成
城ホールで堪能できる、
またとない機会です！

林英哲　英哲風雲の会　
Setagaya太鼓塾　区内吹奏楽団 他

林英哲 作調／宮川彬良 ブラスパート
作曲：千の海響 他

無料（要事前申込）
※入場にはチケットが必要です　※チケットセ
ンター窓口以外での発券は発券手数料108円
／枚がかかります　※3歳以下入場不可　

竹澤恭子（ヴァイオリン）　
エドアルド・ストラッビオーリ（ピアノ）

R.シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第2
番ニ短調op.121　グリーグ：ヴァイオリン・
ソナタ第2番ト長調op.13　クライスラー：
愛の悲しみ 他

 3,000円　
一般 3,500円　 　
※未就学児入場不可

エドアルド・ストラッビオーリ英哲風雲の会 昨年の公演の様子林英哲

～せたがや音楽研究所的“かなり大胆な”音楽史～

せたがや音楽研究所合唱団   募集！

一般 6/25（火）発売
開始

9月14日（土） 17:00　世田谷区民会館
（東急世田谷線 松陰神社前駅）

ステージでうたおう！

「せたがや音楽研究所的“か
なり大胆な”音楽史」をテーマ
に、脳科学者の茂木健一郎さ
んをお迎えし、音楽史の認識
を新たにする大発見（？！）を
お届けします。

「宮川彬良のせたがや音楽研究
所#11」のフィナーレ出演を目的
としたワークショップに参加し
てみませんか。一緒にステージ
を盛り上げましょう！�みなさま
のご参加をお待ちしております。

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　
茂木健一郎（脳科学者）　
ダイナマイトしゃかりきサ～カス　
VOJA-tension  他

 2,800円　
一般 3,000円　 　
※未就学児入場不可

【対象】
・�世田谷区在住・在勤・在学の方、または世田谷が好きな方
・3回のワークショップと公演当日の全てに参加でき、
���宮川彬良氏らとともにステージに立つ熱意のある方�他

【参加費】6,000円（教材費・公演チケット代含む）　
【募集人員】50名程度
【スケジュール】
・9/3（火）、9/9（月）　ワークショップ（夜間）
・9/13（金）　ワークショップ＆リハーサル（夜間）
・9/14（土）　世田谷区民会館にて公演
【応募方法】
往復はがきに必要事項を記入の上、せたおんへ郵送

歌うことの楽しさを体感！

茂木健一郎

詳細は、せたおんホームページまたは出演者募集チラシをご覧ください

応募
期間 6月25日　  〜7月25日火 木

宮川彬良　ⒸPACO

竹澤恭子　Ⓒ松永学

「MANSAI◉解体新書」30回目を記念する
パフォーマンス&トークの特別版！

ワークショップ編

世田谷アートタウン2019 ◦「装飾班」◦「手芸班」　 詳細はホームページをご覧ください。
劇場「アートタウン」担当　 5432-1526　 https://arttown.jp/

10月19日（土）
     ・20日（日） 開催 ボランティアスタッフ募集!!

to R mansion 
光と闇のステージアート
『にんぎょひめ』

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

子どもとおとなのための◎読み聞かせ�
『お話の森』

ミュージシャンのROLLYはギターを片
手に読み聞かせ、夜の回はソロライブ。
俳優の片桐仁は2回とも楽しい絵本をた
くさん読みます。どんな絵本を読むかは
来てからのお楽しみ。

8月3日（土）ROLLY　8月4日（日）片桐仁
おとな（一般） 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）　※各発売初日は窓口販売なし

7月13日（土）～28日（日）
シアタートラム

7月9日（火）～14日（日）　世田谷パブリックシアター

7月20日（土） 18:00・21日（日） 18:00
シアタートラム

「MANSAI◉解体新書」の“知の成果”をカタチにする新作パフォー
マンス「５Ｗ１Ｈ」を
創作上演、さらに各
回多彩なアーティス
トを招きトークをお
届けします。

原作 ヴォルフガング・ヘルンドルフ
上演台本 ロベルト・コアル　　
翻訳・演出 小山ゆうな　
音楽・演奏 国広和毅　

土井ケイト　亀田佳明
一般 1,500円　

高校生以下・U24 750円
※未就学児入場不可
※高校生以下は当日要証明書提示　

企画・構成・演出・出演 野村萬斎　
ビジュアルデザイン・テクニカルディレクション
真鍋大度＋石橋素＋ライゾマティクスリサーチ

S席（1・2階席） 6,300円　S席 6,500円　
Ａ席（3階席） 4,500円　高校生以下 ・U24 各一般料金の半額　
※未就学児入場不可　※トークゲストの詳細はHPをご確認ください

7/9 10   11   12   13   14   

13 00:
14 00:
19 00:

MANSAI◉解体新書
その参拾 特別版『５W１H』

原作 ヴォルフガング・ヘルンドルフ　上演台本 ロベルト・コアル　翻訳・演出 小山ゆうな
柄本時生　篠山輝信　土井ケイト　那須佐代子　大鷹明良　  6,300円　一

般 6,500円　友達割引（高校生以下2枚・前売のみ） 6,000円　親子ペア（一般1枚＋
高校生以下1枚・前売のみ） 9,250円／プレ
ビュー公演　   5,300円　一般 5,500円　 
友達割引 5,000円　親子ペア 7,750円／高
校生以下・U24 各一般料金の半額　アドベ
ンチャーズシート 各席種とも同料金　
※未就学児入場不可　※高校生以下は当日要証明
書提示　※アドベンチャーズシート・手話付公演・
リーディング公演の詳細はHPをご確認ください

ドイツ発、ミリオンセラー児童文学
「Tschick」原作舞台、待望の再演!夏休み、少年２人は車
で旅に出る。思春期特有の疾走感と切なさがつまった、
ひと夏の冒険ものがたり。

『チック』

7/1314   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

13 00:
14 00:

18 30:
19 00:

休
演
休
演18 00: 休

演

＝プレビュー公演 ＝リーディング公演
＝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
チケットセンター　　　5432-1515へ）
手話付公演あり（7/14（日）13:00、7/23（火）19:00の回）

『イザ　ぼくの運命のひと 
／PICTURES OF 

YOUR TRUE LOVE』

『チック』関連企画　リーディング公演

撮影：渞忠之

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。

●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108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/

TICKET

演  劇 シス・カンパニー公演 『死と乙女』9/13（金）～
10/14（月・祝）

シ ア タ ート ラ ム

作 アリエル・ドーフマン
翻訳 浦辺千鶴　
演出 小川絵梨子　

宮沢りえ　堤真一　段田安則　 一般 8,000円　※1申込みにつき1公演4枚まで　
シス・カンパニー　 5423-5906（平日11:00～19:00）

一般 7/28（日）発売
開始

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

撮影：細野晋司

未就学児
入場不可

9/13 10/114   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    25     26   27   28   29   30     2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

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

休
演

休
演

休
演

休
演

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：2,000円
申込：ご希望日の3日前の正午までに劇場受付 5432-1526へ

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

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

Under24割引あり
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

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

高校生以下割引あり
 （購入時要年齢確認証提示）



申 込
6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/

（要登録）

スポーツ振興財団
ホームページ
（教室等申込み）

2019年6月25日4

世田谷区内の個人宅18軒からお借りした約
20点の美術作品を紹介する展覧会。ふだん
飾ってある室内の写真や所有者の方へのイン
タビューとともに、生活と同居する作品に目
を凝らします。

［企画制作］藤井龍　 無料

1カタログ・メイキング
7月14日（日） 14:00～17:00　生活工房4F
本展の図録（非売品）を製本するワークショッ
プ。「綴じること」を柔軟にとらえた本のつく
り方を学びます。製作したカタログは1冊お
持ち帰りいただけます。

Tanuki（本展デザイン担当）　 中学生以
上　 申込先着20名　 500円（材料費込）　

電話かメール（P2記入方法参照、年齢も明
記）で生活工房へ
2クロージング・トーク
7月15日（月·祝） 14:00～15:00　
3F生活工房ギャラリー
本展の企画制作を担うアーティストの藤井龍
さんによるギャラリー・トーク。最終日に、
企画のプロセスと展覧会を振り返ります。

当日先着20名　 無料　 不要、当日直
接会場へ

トルコ共和国北部
のトカット県は、
菩提樹の木版によ
るハンドプリント
「バスク」で有名な
地です。バスクを
使用したスカーフ
はトルコの女性た
ちの必需品でした
が、近年はほとん
どが機械プリント
に取って代わられ
つつあります。本
展では、花や果実など伝統的なモチーフの木
版の数々や、それを使用したスカーフなどの
テキスタイル約100点と、現地の制作風景の
映像などを展示します。

［特別協力］野中幾美（トルコ伝統手工芸の店「ミ
フリ」代表）　 無料

1 トークイベント「バスクの故郷・ 
トカット～門外不出の伝統工芸」

8月3日（土） 14:00～15:30　生活工房4F
バスクの歴史と背景に始まり、モチーフや技
術などについて、トカットの日常風景も含め
た写真を見ながらお話しいただきます。

野中幾美　 申込先着50名　 500円（ト
ルコのリンゴティー付き）　 6月25日10時以
降、電話かメール（P2記入方法参照、年齢も明
記）で生活工房へ　
2 上映会「トルコのお菓子と音楽、そして

ラマダン」
8月4日（日） ①13:30～14:45  ②15:15～
16:30　生活工房4F
上映作品：『トルコのお菓子ヘルヴァ』（2006

年／15分）、『イスラムの断食　トルコ・カバコ
ズ村』（1970年／12分）ほか計4作品　＊いずれ
も国立民族博物館製作

各回当日先着50名　 無料　 不要、当日
直接会場へ
3ワークショップ
　「トルコの木版でつくるスカーフ」
8月9日（金）・10日（土） 13:30～16:30
生活工房4F
トルコ製のスカーフ用薄手コットン生地に好
きな木版を押し、彩色して仕上げます。

成原さと子（バスク屋さん）　 高校生以上　
各日抽選15名　 各日2,500円（材料費込）　
メールか往復はがき（P2記入方法参照、希

望日と年齢も明記）で生活工房へ　 7月27日
（必着）
4バスクをめぐるギャラリートーク
7月30日（火）、8月4日（日）・10日（土）
いずれも11:15～12:00
3F生活工房ギャラリー

［トーク］野中幾美　 無料　 不要、当日直接
会場へ
＊各イベント開催日には、スカーフをはじめト
ルコのテキスタイルの販売会があります。詳細
は生活工房HPをご覧ください。

人の生活は古来、火とともにあった――。火と
人が紡いできた物語を、テーマごとに集めた
記録映像から探る連続上映会です。
※vol.3・4は本年12月に開催予定
上映作品：『椿山 焼畑に生きる』（1977年／民
族文化映像研究所）、『フクロネズミの料理と食
事』（1976年／西ニューギニア・ファ族／エン
サイクロペディア・シネマトグラフィカ）など計
7作品

当日先着40名　 500円（ドリンク・資料
代）　 不要、当日直接会場へ

114歳のワンピース
【制作】7月26日（金）～28日（日） 
10:00～17:00　

【撮影会】8月24日（土） 13:00～17:00　
4日間完結　生活工房4F

“14歳の私”の模様を
デザインし、自分で生
地にプリントしてワ
ンピースをつくりま
す。布は専門の工場で
仕立て、完成後には撮
影会もおこないます。

spoken words 
project 飛田正浩　

中学2年生女子　
抽選15名　
4,000円　
7月12日（必着）

2T
ト ー ス ト ー リ ー

oaStory －食パンに描く物語－
8月1日（木） ①10:30～12:30　
②14:30～16:30　各回完結　生活工房4F
フードコーディネーターで
トーストアートの第一人者
でもある森映子さんととも
に、食パンをキャンバスに
して想像力と柔軟性を育
む、美味しいワークショッ
プです。

森映子（フードコーディ
ネーター）　 小学3～6年
生　 各回抽選20名　

1,000円　
7月18日（必着）

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

夏の子どもワークショップ

火と人の上映会vol.2
「火と食べもの」

6月29日（土） 14:00～17:00　生活工房4Ｆ

※施設によって開放日や開放時間が異なります
※選挙日程により総合運動場体育館のイベントが
　中止となる場合があります

各施設開放時間内2時間まで

関 連 イ ベ ン ト

関 連 イ ベ ン ト

書を区サッカー協会HPからダウンロード、必
要事項を記入のうえ、下記メールアドレスへ添
付） info@setagayaku-fa.com　※代表者
会議は成城ホール4階区民集会室CD①7月20日

（土）19:00～②8月3日（土）18:00～　
①7月7日（必着）②7月21日（必着）　
区サッカー協会
https://setagayaku-fa.com/

■ソフトボール競技　
9月1日～10月13日　毎週日曜
二子玉川緑地運動場 他

［種目］一般男子Ⅰ部、Ⅱ部、一般女子、壮年、ス
ローピッチ、小学生　 区内在住・在勤・在
学者　 小学生無料、一般5,000円／チーム　

ハガキ・電話　 7月15日（必着）　
区ソフトボール連盟事務局・田井（〒156-

0053 桜2-20-11 3425-6167）
■水泳競技
9月1日（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、メドレーリレー　※1人2種目まで（リ
レー種目を除く）　 区内在住・在勤・在学者　

個人400円／種目（小・中学生は300円）、
リレー500円／チーム　 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）　

［申込期間］7月19日～25日（必着）
区水泳協会・飯野（〒156-0054 桜丘4-1-

11-405 3439-2089）

①小学1～3年生②小学4～6年生　 各抽
選10名　 2,000円　 7月17日（必着）

■第2期バスケットボール教室
7月9日～9月24日（8月13日、20日を除く）
毎週火曜（全10回）

A小学生17:00～19:00B中学生・高校生
相当19:00～21:00　 先着順A45名B35
名　 各8,000円　 定員に達し次第締め切
り　
■ゴルフレッスン
①グループレッスン／②個人レッスン
4人のプロが初心者の方にも丁寧に指導します。

①12,000円～②20分2,000円～　

■①弦巻中学校②松沢中学校
7月22日（月）～26日（金） 18:30～20:00
■③駒沢中学校④北沢中学校
7月29日（月）～8月2日（金） 14:30～16:00　 
■⑤八幡中学校⑥喜多見中学校

8月5日（月）～9日（金） 14:30～16:00
■⑦緑丘中学校⑧駒留中学校
8月14日（水）～20日（火）　※8月17日（土）、18
日（日）を除く　14:30～16:00 
■⑨瀬田中学校
8月19日（月）～23日（金） 14:30～16:00

①～⑨小学4年生～中学生　 ①～⑨先着
各10名　 ①～⑨2,500円

小学校4年生以上とその保護者　 各回先
着20名（10組）　 各回大人210円、小人150
円　

■サッカー競技　
①社会人大会（一般大会・土曜大会）およ
び壮年大会（四十雀・五十雀）
②女子大会（30才以上）
8月31日～12月21日　土·日·祝日
二子玉川緑地運動場 他

5,000円／チーム　 E-mail（所定の申込

■ソフトテニス競技
①～④8月12日（月･休）⑤8月19日（月）⑥8月
21日（水）⑦～⑨9月16日（月･祝）⑩9月22日

（日）いずれも9:00～  総合運動場テニスコート
［種目］①一般男子A・B②女子35歳以上③男
子45歳以上④高校生男子⑤高校生女子⑥中学
生⑦一般女子A・B⑧男子35歳以上⑨女子45
歳以上⑩シングル（高校生）

区内在住・在勤・在学者　 ①～⑤・⑦～
⑨700円、⑥400円、⑩350円／1人

所定の申込書に記入の上、区ソフトテニ
ス連盟・山根宛（〒154-0004 太子堂5-17-15 

3410-7886）に送付（所定の『郵便振込書』
の通信欄に内訳を記入し、郵便局より振込み願
います）

①～④7月12日⑤～⑥7月19日⑦～⑨8月
16日⑩8月22日（必着）

■第64回世田谷区学年別水泳大会
8月4日（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、メドレーリ
レー　※1人2種目まで（リレー種目を除く）

区内在住・在学の小・中学生　 個人300
円／種目、リレー400円／チーム　 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）　［申込期間］6月25日～7月3日（必着）

区 水 泳 協 会・ 赤 木（〒158-0082 等 々 力
7-23-11 3701-6605）千歳温水プール 3789-3911 3789-3912　 大蔵第二運動場 3416-1212 3416-1777問合せ先

トップアスリートに学ぼう！
スポーツクライミング体験会

8月11日（日·祝） ①9:30～ ②11:15～
烏山中学校温水プール

親子でスポーツ吹矢体験教室
7月27日（土）～8月24日（土）

18:00～19:00　毎週土曜（全5回）
千歳温水プール

夏季プール開放 弱点克服教室
各中学校（全５日）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

その他 第69回世田谷区民体育大会

その他 共催大会

世田谷区内の個人宅にて　写真：藤井龍

バスクのスカーフを付けた
トルコ女性

写真：ゆかい

トルコ・トカットの
木版〈バスク〉展

7月20日（土）～9月1日（日）
祝·休日をのぞく月曜休み 9:00～21:00

３F生活工房ギャラリー

企　画　展 

プライベート・コレクション展

開催中～7月15日（月·祝）
祝·休日をのぞく月曜休み 9:00～21:00

３F生活工房ギャラリー

次　回　企　画　展 

※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）

【申込方法】
往復ハガキ（P2記入方法参照、いずれも学校
名・学年・性別を明記のうえ、2は希望回も
明記）で、各締切日までに生活工房へ。1のみ
メール申込も可。

9:30～12:00　総合運動場温水プール　
アーティスティックスイミング・水球・カヌー・サーフィン など　
13:00～16:00　総合運動場体育館　
3×3バスケットボール・車いすバスケットボール

①7月20日（土）～28日（日）
どなたでも

②8月24日（土）～9月1日（日）　
障がいのある方　

施設無料開放
東京2020大会SETAGAYA SPORTSフェスティバル ～ホンモノを見る・知る・体験する～

７月28日（日） 9月1日（日）

どなたでも　 無料　
当日受付

10:00～12:30　総合運動場体育館
空手・ボッチャ・車いすラグビー など

対
象
施
設

総合運動場温水プール、大蔵第二運動場ゴ
ルフ場、千歳温水プール（トレーニングルー
ム含む）、太子堂中学校温水プール、玉川中
学校温水プール、烏山中学校温水プール、梅
丘中学校温水プール、尾山台地域体育館（個
人利用）、夏季プール開放施設　

スポーツ教室

デモンストレーション＆体験会 オリンピック・パラリンピック種目をみんなで見て・知って・体験しよう！

※内容は変更になる場合がございます。
　詳細はHPでご確認ください

再生紙を使用しています

esign 〒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　 5432-1559
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生活工房esign 〒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/生 活 工 房D
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