
次回（8月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

−−

Takahashi Shu and Fujita Sakura : A Lovely Couple
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高橋 秀《吽―黒―／Un – nero》1995年 個人蔵 高橋 秀《阿―黒―／Ah – nero》1994年 個人蔵

藤田 桜《『とりのともだち』（学研おはなしえほん）第2図》
1974年 黒住教本部蔵

『よいこのくに』第1巻第1号（創刊号）
1952年 学習研究社　表紙画：藤田 桜

『きんのがちょう』（学研おはなしえほん）
1972年 学習研究社　画：藤田 桜

藤田 桜《『とりのともだち』（学研おはなしえほん）第13図》
1974年 黒住教本部蔵

「世田谷芸術百華」プログラムVol.2（8月～11月）は、せたがや文化財団各施設、区役所、出張所、図書館などで配布しています。

高橋 秀《響鳴／Rintocco》1986年 個人蔵

撮影：長瀬正己
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＊本展覧会は、宝くじの助成により実施します

世田谷美術館 Setagaya Art Museum

7.6 9.1土
SAT

SU
N

日

開館時間：
休 館 日：

10:00〜18:00（入場は17:30まで）
毎週月曜日（祝･休日の場合は開館、翌日休館）

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

※8月12日（月･休）は開館、翌8月13日（火）は休館

※（ ）内は20名以上の団体料金　 　※障害者割引あり
※リピーター割引（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

世田谷パブリックシアター
チケットセンター前売情報

TICKET P3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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一般1,000円 他　※詳細は一面をご参照ください

絵本の朗読会
「藤田桜の絵本を読み、聴く」
8月24日（土） 14:00～15:00（開場13:30）　
講堂
出 blanket（ブランケット）／引田香織（Vo.）、 
高橋創（Gt.）、熊本比呂志（Per.）　 先着140
名　 無料　※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
◆100円ワークショップ

「素敵な布あそび」
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

世田谷区にアトリエを構え、制作を続けてい
た森芳雄（1908-1997）。森芳雄の新規寄贈
作品や交流のあった同時代の作家の作品も併
せてご紹介します。小コーナーでは、版画家・ 
駒井哲郎のモノタイプ作品を展示します。

1970年 代 後 半
から90年代にか
けて、女子中高
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）。50-60
年代のアメリカ
のコミックやTV
アニメ、ポップ
アートなどから
影響を受けたイ
ラストレーション――とりわけ、簡潔な描線
と爽やかな色彩で描かれたキャラクターたち
は、その後の日本の“かわいい”文化に多大な
影響を与えました。
没後初の全国巡回展となる本展では、イラ
ストレーターとして活動する端緒となった、

世田谷ゆかりの推理作家・仁木悦子（1928-
1986）の交友や足
跡を、原稿、プロッ
ト、創作ノートな
どの自筆資料を中
心にご紹介します。

「ムットーニのから
くり劇場」もお楽し
みいただけます。

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　※企画展チケットで観覧できます（企画展開催中
のみ）

絵本・紙芝居の語り読み、手あそび、言葉あそ
び…とおはなしとあそびづくしの1時間。この

1970年代「an・an」の仕事をはじめとして、
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
や、エッセイ集『ぼくの美術帖』関連資料も交え
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　

トークイベント
8月25日（日） 15:00～16:30　１階文学サロン
原田治が先輩と呼び慕った盟友、アートディレ
クターの新谷雅弘さんをお招きして、お話をう
かがいます。安西水丸、ペーター佐藤らととも
に結成したパレットクラブのことや、共著の制
作秘話など、貴重なエピソードを語っていただ
きます。
出 新谷雅弘（アートディレクター）、聞き手： 
信濃八太郎（イラストレーター）　 どなたでも

先着150名　 500円（全席自由）　 当館
HPをご覧ください

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

7/23〜28 第11回野田俊和水彩画展 モロニ展15
7/30〜8/4 第37回世田谷平和美術展 2019 東京小品展　（第7回）

8/6〜11 おえかきのえ美匠 朝日のあたる家 House of the Rising Sun -母と娘
たちによる家族展-

8/12〜18
休館日13日（火） ─ JQA地球環境世界児童画コンテスト 優秀作品展

8/20〜25 第69回はたらく消防の写生会
※25日 12:00終了

ふたり展　信楽焼と水中録音
子どもの造形絵画教室「絵の寺子屋」教室展2019
※21日〜公開

※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

シナリオ、演出、カメラ、芝居、すべて子どもた
ちによる5日間の映画制作のワークショップ。

杉田協士（映画監督）、飯岡幸子（カメラマン）、
大川景子（映像編集）　 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　

フランスで触察本をつくってきたクローデ氏
のレクチャーです。

フィリップ・クローデ（レ・ドワ・キ・レーヴ（夢
見る指先）創設者）　 先着140名　 700円

（障害者とその介助者は無料）　※逐次通訳付き

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　
7月31日（必着）

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

三宅一樹（彫刻家）　 18歳以上の世田谷区
または川場村の在住・在勤・在学者　

20名（先着）　 23,000円（往復チャーター
バス、1泊2食、保険代など）　 当館HPの申
込フォームより　※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
8/6〜11 アトリエY²展

8/12〜18 本郷 伸彦　油彩画展
（14日（水）より公開）　※13日（火）は休館

8/20〜25 子どもの創造画展

※ 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/

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）

［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

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

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

8月28日（水） 14:00～15:30　  
リーダー：白鳥建二（鑑賞ナビゲーター）、当館
学芸員　 中学生以上　 申込先着15名　

中学生：無料、高校生以上：要観覧料　
下記参照　※詳細HP参照　※受付開始7月25日

9月8日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
染野和夫（奥沢地誌保存会）　 どなたでも　
申込先着50名　 500円　 下記参照

〠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

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

鑑賞ワークショップ「絵をみること・
かんじること・わかること」

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.44

「奥沢・玉川の地域の歴史 再発見！第2弾」

日新しいあそびが生まれるかもしれません！
pipio（武本佳奈絵＋平澤朋子）　
4歳〜（3歳以下も保護者同伴で参加可）
当日先着15名　 無料

ネタを集め、発想を爆発させて、あっと驚く短
編小説に仕上げよう！
※参加者は補講（9月16日）に参加できます

荒居蘭（作家）　 小学校5年生〜中学生（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24日（必着）

［受付日時］10月12日（土）、13日（日） 10:00～16:00　世田谷美術館 2階・講義室
［応募資格］世田谷区内もしくは群馬県川場村に在住・在勤・在学のアマチュアの方
［展覧会］2020年1月4日（土）～12日（日）　
※詳しくは当館HPまたは、世田谷美術館および分館、せたがや文化財団施設、区役所、支所、出張所・まちづくり
センター、図書館、区民センターなどで配布の要項をご覧ください。（8月上旬より配布予定）

第 2 5 回  世 田 谷 区 民 写 真 展  作 品 募 集

■ギャラリートーク
8月24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

■ギャラリートーク
9月21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

往復ハガキかメール miyamoto.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）。　
※1イベントにつき1通、2名まで　※詳細HP参照

8月25日（日） 14:00〜17:00　
イベント託児®マザーズ 0120-788-

222（平日10:00〜12:00、13:00〜17:00）

託児サービス（事前申込制・有料）

●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、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 

森芳雄と仲間たち
8月3日（土）～11月24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

ミュージアム・セッション2019
講演「夢見る指先

―みんなで楽しむ触察本の世界」
8月7日（水） 14:00～16:00

（受付13:00、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

ナイトツアー
8月24日（土） 18:30～20:30　展示室 他

ⓒOsamu Harada / Koji Honpo

《スケッチ（苺）》 1943年

森芳雄《広場─イタリア》1963年

高橋秀＋藤田桜
──素敵なふたり

開催中～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” 

開催中～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 

pipioといっしょに 親子で楽しむ
おはなしとあそびのじかん

8月23日（金）、9月7日（土） 10:30～11:30
1階ライブラリー

だれでも小説家
～ショートショートを書こう～

本編：9月7日（土）、8日（日） 13:30～17:00
補講：9月16日（月·祝） 13:30～16:00

2階講義室

世田谷美術館×世田谷区民健康村
「美術館から出かけるスケッチの旅

～古民家のある風景」
9月8日（日）・9日（月）　群馬県川場村

世田谷区民健康村（集合は世田谷美術館）

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中〜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〜9月23日（月·祝）
　　　　  原田治 展 「かわいい」の発見
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

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

関 連 企 画

L

A
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設立10年目
の今年は、一
度 は 聴 い た
こ と の あ る
名 曲 の 数 々
を お 届 け し
ます♪ 
お客さまもオーケストラの一員になれるスペ
シャルシート、そして終演後には楽器体験も
予定しています。 

宮川彬良の
せたがや音楽研究所#11

Ⓒ鈴木義明

～せたがや音楽研究所的“かなり大胆な”音楽史～
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） 10月13日（日） 14:00　世田谷区民会館
（東急世田谷線 松陰神社前駅）

「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て
お届けします。音楽史の認識を新たにする大発
見をどうぞお楽しみに！

楽器はあなた自身！ 選べるクラスは4クラス。
初心者も経験者も大歓迎♪
この世田谷でゴスペルハーモニーの美しさと
楽しさと喜びを一緒に味わってみませんか？ 

今年もこの季節がやって
きました！ 恒例となった
大人のバンドバトル、熱く
激しい争いに参戦するア
マチュアバンドを大募集！

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　
せたがや音楽研究所合唱団

 2,800円　一般 3,000円　
　※未就学児入場不可

鈴木衛（指揮）　
せたがやジュニアオーケストラ

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界よ
り」第2楽章、第4楽章　
ロジャース：サウンド・オブ・ミュージッ
ク・セレクション 他

500円　 　※2歳以下入場不可（託児有り・
10/6（日）17:00までに要予約／イベント託児・マ
ザーズ 0120-788-222）

宮川彬良　ⒸPACO

茂木健一郎

せたがや
ジュニアオーケストラ
オータムコンサート

Let’s Sing ゴスペル ! 2019
ワークショップ参加者募集

第8回せたがやバンドバトル

出場バンド募集!

【応募期間】 8月1日（木）～31日（土）　
【ワークショップ】 10・11月　全4回

ベーシックコース
①火曜・夜クラス　②木曜・夜クラス　
③土曜・午後クラス
アドバンスコース
④土曜・午前クラス

【リハーサル】11月29日（金）夜間
【本　番】11月30日（土）世田谷区民会館
【参加費】12,500円（教材費等含む）

【応募期間】 8月1日（木）～9月20日（金）
【対象】 

・メンバーに世田谷区在住もしくは在学や在勤者
　がいること
・全員がアマチュアであること
・メンバーの平均年齢が35歳以上であること 他

【大会概要】 
第一次予選  音源審査
第二次予選  ライブハウス演奏

（11/9、11/10、11/17、11/23、11/24）
最終予選  ライブハウス演奏（12/8）
決勝大会    2020年2月16日（日）　

 世田谷区民会館　※審査員および観客による審査
 審査員： 湯川れいこ（音楽評論家）　
 井上鑑（作編曲家・キーボード奏者）　
 鳴瀬喜博（ベーシスト・カシオペア3rd）

詳細はせたおんホームページや
募集チラシをご覧ください

詳細は順次、せたおんホームページや
チラシ等でお知らせします

考えれば考えるほど分から
ん音楽史、一度見直してお
こうよ音楽史…
ぜひお出かけくだされ～！ 

Ⓒ中西多恵子

Ⓒ武藤奈緒美

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

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

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

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!
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＋4歳～高校生S席1枚）
4歳～高校生・U24 S席 2,500円　 
A席 1,500円 　

日時 8月13日（火） 10:00〜12:00　 500円

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）

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

8/22 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

※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

世田谷アートタウン2019 『デイ・イン・ザ・シアター ～お盆でダンス編～』

三軒茶屋の街を舞台に繰り広げる大道芸フェスティバル『三茶de大
道芸』を共に盛り上げてくださるボランティアスタッフさんを大募集！　
街中を飾り付け“アートタウン”に変身させる「装飾班」と、街に掲げる
フラッグをリサイクルしてチャリティーグッズを作成する「手芸班」を
募集します。詳細は公式ホームページをご覧ください。

ボランティアスタッフ募集!!
10月19日（土）・20日（日） 開催

©SHELLY お申込方法 ▶︎ H P https://setagaya-pt.jp/workshop_lecture　
　　　　　　  世田谷パブリックシアター学芸　 5432-1526

普段はなかなか入れない、劇場の地下にある稽古場で、おしゃべりしながら体と頭を
使って遊んでみます。演劇にちょっと触れてみたい！という方、稽古場に入ってみたい！
という方、踊り大好き！ちょっと興味ある！いや…かなり苦手、でも、楽しいことしてみ
たい！どんな方でも大歓迎です。暑い夏の朝、涼しい劇場で一緒に楽しみましょう。

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

シ ア タ ート ラ ム 音 楽 事 業 部 主 催

気鋭・前川知大が挑む「神話的世界」と「SF的世界」！  8/24（土）
一般 8/25（日）

発売
開始  7/27（土）

一般 7/28（日）
発売
開始

10月29日（火）～11月17日（日）
世田谷パブリックシアター

灰色の世界で、未来をみつめて立ち上がる孤高の天使、、、
現代サーカス界の若きカリスマ、ラファエル・ボワテル話題作！脚本・演出 前川知大　原典 ホメロス「オデュッセイア」　　

山田裕貴　安井順平　浜田信也　盛隆二　森下創　
大窪人衛　奈緒　清水葉月　村岡希美　仲村トオル

S席（1・2階席） 7,300円　A席（3階席） 
5,300円　一般 S席 7,500円　A席 5,500円　
高校生以下・U24 S席 3,750円　A席 2,750円
※各発売初日は窓口販売なし　※1申込みにつき1公演4
枚まで　※高校生以下は購入時要証明書提示　※未就学児入場不可

演出・振付 ラファエル・ボワテル　 カンパニー ルーブリエ
 大人 3,500円　子ども（4歳～高校生） 1,500円　

一般 大人 4,000円　子ども 2,000円　U24 2,000円　
※3歳以下のお子様は保護者のひざ上で鑑賞される場合のみ無料

（お席が必要な場合は、子どもチケットをお求めください）
※各発売初日は窓口販売なし　※子ども（4歳〜高校生）は当日要証明書提示

『終わりのない』 カンパニー ルーブリエ／ラファエル・ボワテル

『When Angels Fall／地上の天使たち』
世田谷パブリックシアター＋エッチビイ 世田谷アートタウン2019関連企画

10月18日（金）～ 20日（日）　世田谷パブリックシアター

10/18 19

15 00:
19 30:

20

凡例　 出演　講 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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

未就学児
入場不可

音  楽 室内楽シリーズ　竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル
10/14（月・祝） 15:00
成城ホール

（小田急線 成城学園前駅）

 “世界のKYOKO TAKEZAWA” が成城ホールに登場！ 欧米の主要オーケストラと
共演するその実力を堪能できる、またとない機会です。

竹澤恭子（ヴァイオリン）　エドアルド・ストラッビオリ（ピアノ）
曲 ロベルト・シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ短調op.121　エドヴァルド・グリーグ：ヴァイ
オリン・ソナタ第2番ト長調op.13　フリッツ・クライスラー：愛の悲しみ 他

 3,000円　一般 3,500円

せたがやこどもプロジェクト2019

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

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　※初日のみ窓口販売なし　※1申込みにつき1公演4枚まで　
7/28一般発売初日特電 5432-1570（10:00〜19:00）7/29以降残席あれば、窓口、 5432-1515及びオンラインに
て取扱い　 シス・カンパニー　 5423-5906（平日11:00〜19:00）

一般 7/28（日）発売
開始

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

10/29 30    31 11/1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17       

14 00:
15 00:
19 00:

休
演

休
演

＝学生団体鑑賞あり
＝貸切公演

＝収録のため客席内にカメラが入ります

©Marina Levitskaya

撮影：牧野智晃

撮影:山添雄彦

劇場「アートタウン」担当　 5432-1526　 H P https://arttown.jp/

撮影:鬼澤礼門

1日限りの「演劇＆劇場」体験ワークショップ

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）

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

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
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1日常探検 LABO
　 〜見えないものをデザインしよう編〜
8月31日（土） 11:00〜17:00　生活工房4F
暮らしのふしぎを探
検する、食と科学と
アートをかけ合わせ
た大実験教室。カー
テンが揺れるのはな
ぜ？ 炭酸の泡の正
体は？ 見えないもの
を想像してみよう！ 
実験や観察をしなが
ら、見えない空気を
デザインするワーク
ショップです。

おかだゆか＋遠 山 美 月＋西 村 隆ノ介＋ 
吉田貴寿（日常探検 LABO）　 小学3年生～
中学生　 抽選25名　 1,000円　 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）で生活工房へ　 8月17日（必着）
2おはなしいっぱい
8月21日（水） 11:30〜15:00、22日（木）・23
日（金） 11:00〜15:00　生活工房4F
おはなし会の夏フェス！ 手あそび・読み聞か
せ・パネルシアターなど、おはなしをおもい
きり楽しむ3日間です。午前は幼児向け、午後
は小学生向けのプログラムを予定しています。
※詳細はHP参照

幼児～小学生（親子でも参加可、幼児は保護
者と参加）　 無料　 不要、当日直接会場へ　

【共催】世田谷おはなしネットワーク　

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。バスクのスカーフは多くのトルコ女
性たちの必需品でしたが、近年では手作業で
はなく機械によるプリントに取って代わられ
ています。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を交え
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）　
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
ＨＰ参照）。

今回で32回目を迎える手づくりアートの“の
みの市”。オリジナルのクラフトや作品を制作
している個人やグループを募集します。詳細
はアートフリマ公式HPからご確認ください。

http://artfleama.net/にて　

8月12日（必着）　 世田谷アートフリマプロ
ジェクト：中根（世田谷233）　 5430-8539

（12:00～20:00／火・水曜は不在）　
setagaya@artfleama.net

1955（昭和30）年、世田谷区民が撮影した8
ミリフィルムに映るのは、「両国の川開き」の模
様。現在は「隅田川花火大会」の名称で親しま
れています。貴重なカラー・フィルムで記録
された風景は、無音にも関わらず花火の音が
聞こえてくるようです。
このほか、昭和10～30年代の都内のプールや
各地の海水浴場の様子も、特設ウェブサイト
にてご覧いただけます。昭和の夏の風物詩を
お楽しみください。

https://ana-chro.setagaya-ldc.net/

※右のQRコードからご覧いただけます

夏の子どもワークショップ

関 連 イ ベ ン ト

50歳以上　 先着50名　 3,000円

■第3期デイタイムテニススクール
A月曜コース　9月2日〜10月28日
B金曜コース　9月13日〜10月25日
※初心者から上級者のクラス分けあり
※除外日あり　※詳細はお問合せください

18歳以上　 先着順　 7,500、11,000円
（クラスにより異なります）　
■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～　

■バドミントン競技
①9月8日（日）②9月23日（月·祝）③10月13日

（日）9:00〜　いずれも総合運動場体育館
①中学生②高校生③一般　 ①400円／ペ

ア②800円／ペア③1,000円／ペア　 郵送
（所定の申込用紙に参加費振込済みのコピーを
添付して区バドミントン協会・安藤　〒157-
0074 大蔵5-8-6 3415-0692）　 ①8月
23日②9月6日③9月27日（必着）
■軟式野球競技　
9月16日（月·祝）〜10月13日（日）　
二子玉川緑地野球場 他

区軟式野球連盟登録チーム　 7,000円／
チーム　 FAX、メール　 事務局・武井 

18歳以上　 先着10名　 20,000円

軽度の知的障害のある高校生相当以上で教
室開催中付添者の同伴が可能な方　 抽選10
名　 2,500円　 障害の内容も明記し、ス
ポーツ振興財団へ　 8月19日（必着）

①幼児②小学1年
～3年生　 先着各
40名　 500円　
※ボールを使い遊び
感覚で基礎運動能力
を向上させる全身運
動の教室です

①ペンギン水泳教室
9月10日〜10月29日　毎週火曜 18:00〜20:00 

（全7回）　※除外日あり　烏山中学校温水プール
②マンボウ水泳教室
10月12日〜2020年5月23日　原則毎月第2・4・

（5）土曜 13:00〜15:00（全14回）　
太子堂中学校温水プール
③ラッコ水泳教室
10月5日〜2020年5月30日　原則毎月第1・3・

（5）土曜 14:00〜16:00（全14回）
玉川中学校温水プール

いずれも軽度の知的障害のある小学生以上。

トイレを使用する際、介助を必要とせず、教室
開催中、付添人の会場待機が可能な方　 抽
選①10名②30名程度③10名程度　 ①高校
生相当以上4,000円、中学生以下1,700円②③
高校生相当以上8,000円、中学生以下3,400円　

障害の内容も明記し、スポーツ振興財団へ　
8月19日（必着）　※参加の可否については、

事前に個別面談を行います

軽度の知的障害のある中学生以上　 先着
36名　 1回1,400円（ゲーム代、貸靴代、保
険料含む）　 ハガキ･FAX（上記申込方法
参照、参加できない日、年齢も明記）で世田谷
サーンズ・北口（〒156-0044 赤堤4-42-2 
090-9010-2275 3323-8250）

3～6歳の子どもとその保護者　
20組40名　 3,000円

千歳清掃工場と千歳温水プールの普段入るこ
とのできない施設の裏側を見学して、自由研
究に役立てよう！

小学生とその保護者　 各回10組20名（先
着）　 無料　

小学生以上　 先着40名　 高校生相当以
上3,000円、中学生以下1,500円

（ 3416-2985）　 8月9日（必着）
■空手道競技
10月5日（土）〜6日（日） 9:00〜
総合運動場体育館 他
※詳細はお問合せください

区 空 手 道 連 盟・ 鶴 見（ 090-2659-
3142）へ　 9月9日（必着）
■アーチェリー競技
9月1日（日） 9:00〜　世田谷公園洋弓場

［種目］50ｍ・30ｍ・30ｍW・12ｍW　※安
全講習受講済みの経験者に限る　 区アー
チェリー協会・松村（ 090-3247-4645）
■ソフトテニス競技
①シングルス（一般男子・女子）②シニア（男子
60〜・女子６0〜・男子70〜・女子70〜）③ら
くらく大会（初心者）④シニアⅡ（団体戦）⑤小学生

（個人戦）⑥ミックス（ペア合計年齢60歳以下・
61歳〜90歳・91歳〜120歳・121歳以上）⑦
ファミリー大会⑧小学生（団体戦）⑨小学生選抜
①〜③9月23日、④9月25日、⑤9月29日、⑥〜
⑦10月14日、⑧10月19日、⑨11月17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
①・③350円／人、②・⑥700円、④2,100

円／チーム、⑤400円／人、⑦大人・高校350
円／人・中学・小学200円／人、⑧1,200円／
チーム、⑨400円　 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）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）。　 ①～④8月23日、⑤8月29日、⑥
～⑦9月14日、⑧9月19日、⑨10月17日（必着）
■ゲートボール競技

（第66回秋季GB大会）
10月3日（木） 9:00〜　総合運動場陸上競技場　
※予備日10月10日（木）

2,000円／チ ー ム　 申 込 用 紙 を 持
参・郵送・FAXで区ゲートボール協会・村石 

（〒154-0017 世田谷1-23-3 3439-1108）　
9月23日（必着）

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

ゴルフ教室（千歳の部）
9月5日〜10月31日　毎週木曜 14:00〜15:30
（全8回）　※除外日あり　千歳ゴルフセンター

いきいきリズム体操
9月29日〜11月17日　隔週日曜

13:30〜15:00（全5回）　千歳温水プール集会室

スマイルバルシューレ体験会
8月27日（火） ①9:20〜10:10  ②10:30〜11:30

大蔵第二運動場体育館
親子体操教室

8月21日〜9月25日　毎週水曜 16:30〜18:00
（全5回）　※9月18日を除く　希望丘地域体育館

生涯健康づくり体操
9月4日〜11月27日　毎週水曜 19:00〜20:30

（全12回）　※10月23日を除く　
桜丘中学校体育館

ショートテニス教室
9月7日〜10月5日　毎週土曜 19:00〜20:30

（全5回）　駒沢中学校体育館

千歳温水プール　夏休み特別企画
　親子施設探検隊

8月22日（木）
1回目 10:00〜12:15　2回目 13:15〜15:30

その他 ふれあいボウリングスクール
9月7、21、10月5、19日　隔週土曜

10:15〜11:30（全4回）　オークラランド

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

障害児（者）水泳教室

その他 第69回世田谷区民体育大会

伝統的なモチーフのスカーフ（部分）

『川開き、智子誕生日、雪』

企　画　展 

トルコ・トカットの
木版〈バスク〉展

開催中〜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

※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）

スポーツ教室・イベント

申 込
7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）

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

世田谷アートフリマ vol.32
出展者募集！

【開催日】9月21日（土）・22日（日）
11:00〜17:00　【開催場所】生活工房3〜5F

穴アーカイブ： an-archive 
世田谷クロニクル 1936-83 

特設ウェブサイトで公開中

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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