
宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　
森由利子（ヴァイオリン）　宮川知子（ピアノ）　
miyacawa Ari（朗読・歌・ダンス） 　宮川大典（ピアノ） 他

風のオリヴァストロ　雪のひとひら　きずな 他
一般 3,000円　 　※未就学児入場不可

【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

 8/26（水）発売
開始

宮川彬良（アキラ所長）による、大マジメかつ奇想天外な発想
の音楽解釈をみんなで楽しむ、せたおん独自の音楽バラエ
ティ・コンサートです。今回のテーマは「家族」。本来、音楽は
家族で合奏し、受け継がれる、そんなものでありました。その
基本に立ち返り、音楽の神髄に迫る？！ どうぞお楽しみに！

世田谷区民会館（東急世田谷線 松陰神社前駅）
9.12 17:00土

SAT

宮川彬良
©︎PACO

せたがや音楽研究所
〜#家族で音楽やってみた！！〜

宮川彬良の

せたおん

#12

ようこそ、せたがや音楽研究所へ。作曲家の宮川彬良です。

こんな時こそ音楽で、免疫力を高めようと、いつもの仲間と合奏したり、

大きな声で歌ったり、それが駄目よととがめられ、離れなさいと仕切られる、

君は寝てろと忘れられ、挙げ句の果てには研究所、何かやってと迫られる。

どうすりゃ良いのさこの私、何を今どきどう聴かす？
いっそ、いっそオーケストラの全員が、
「家族だったら」良いのにと…

それなら一緒に演奏も、出来るハズだと思い付き！

今研究所のタイトルは「家族で音楽やってみた！」となり候。

それでは当日、お待ちしております〜！

『きずな』（作詞：湯川れい子／作曲：宮川彬良）は、強く深く包み込まれるようなメロディーにのせて、
人とのつながりや感謝の気持ちが込められた曲です。せたおんではこの曲を2015年から歌い継いでいます。
合唱や楽器演奏等が制限されている現在、この『きずな』をリモート演奏で楽しんでみませんか。

歌、楽器演奏、その他いろいろな新しい方法でも結構です。その様子を動画で撮影し、
＃今きずなを歌おうとハッシュタグをつけて投稿してください。一人一人のつながりに感謝！
◀︎ 詳細は、QRコードからせたおんホームページをご覧ください。

忘れかけてた感動が、きっとそこにあるハズ！

※本紙掲載の内容は8月17日時点の情報です

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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詳しくはこちらのQRコードから 

今だからこそ、文化・芸術に

ご支援のお願い

いよいよ始動！

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

新型コロナウイルスの影響により掲載の内容が変更となる場合があります。最新の情報は各ホームページ等でご確認ください
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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　※ミュージアム コレクショ
ンⅡ　<その１> <その2>を併せてご覧いただけます。た
だし8月29日～9月4日はミュージアム コレクションⅡ　
<その１>のみとなります

めまぐるしく変化する東京の風景をテーマに、
1989年から1999年までの期間、ひとり一点
ずつ版画作品にした100名の作家による版画
集『東京百景』（日本版画協会刊）と、同版画集の
企画に関わった版画家・吹田文明の作品など
を併せてご紹介します。

2016年に「コレクションの5
つの物語」として開催した展
覧会を再構成。フランス素朴
派の画家たちから現代まで、
様々な作品が発しているメッ
セージは、生活と美術がゆる
やかに連携した物語と読める
でしょう。ぜひお楽しみくだ
さい。

出金子 淳（ピアノ）　［曲目］ラフマニノフ 絵画
的練習曲 作品39 より　 抽選40名　 無料　

往復ハガキ（※1枚のハガキで1名様の応募のみ受
付　欄外記入方法参照）で当館へ　 9月21日（消
印有効）　※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、従来の開催概要とは大幅に異なります　※未就学
児入場不可　※詳細HP参照

柚木沙弥郎《町の人々》2004年

ふるえる程のしあわせが欲しい 
それはどこにあるのかしら？　

―『ハッピー・マニア』

高校3年生でデビューした安野モヨコは、
1995年に連載を開始した『ハッピー・マニア』
で一躍人気漫画家となります。「ふるえる程
のしあわせ」を求めて様々な男との出会いと別
れを繰り返す主人公・重田加代子（通称・シゲ
カヨ）の姿は多くの女性たちの共感を呼びまし
た。その後、女性向け漫画誌にとどまらず、青
年誌に『花とみつばち』『さくらん』『働きマン』、
少女漫画誌に『シュガシュガルーン』、さらに新
聞紙上で連載開始された『オチビサン』などの
作品で、性別や年齢の枠を超えた様々な読者の

心をとらえ、喜びと力を与える物語を創り出し
てきました。
男と女それぞれにとっての恋愛、あるいは社会
人の現実と少女の空想世界といった、相反する
テーマを描き分ける安野モヨコ。その振幅の大
きい作品世界を本展では「女」-「男」、「荒」-「和」、
「美」-「醜」、「夢」-「現」などのテーマごとに、初
期作品から最新作までの作品原画を中心にご
紹介しています。
体調不良による休筆期間を経て、安野モヨコは
現在、漫画家としての活動を再び本格化させ
ています。様々な作品を通じて、誰かに合わせ
模倣するのではない本当の自分の欲望とは何
か、幸せとは何かを読者に問いかけてきた安野
（ANNO）。その普通でない（UNNORMAL）、
唯一無二の「ANNORMAL［アンノーマル］」な
作品世界をどうぞご堪能ください。

一般800円／65歳以上、高校・大学生600
円／小・中学生300円　※障害者割引あり

【事前予約制】
ご入場には事前に日時指定のローソンチケット
をご購入ください。
●インターネット予約（ https://l-tike.com/）
のうえご来館前に発券
●全国ローソン・ミニストップ店内に設置の
LOPPiにて購入　 ※当館では扱っておりません
Lコード8月分：31008
Lコード9月分：31009 
※各時間帯の定員に余裕がある場合、文学館受付で当
日券を販売します（定員に達している場合お待ちいただ
くことがございます）

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

【事前予約制】
2週間先までの受付となります。世田谷文学館

公式 www.setabun.or.jp でご予約いただ
けます
※企画展「安野モヨコ展」チケットとは、別料金、別のご
予約です
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から入場制
限をさせていただきます。あらかじめご了承ください

無料 ※予約不要

年齢も、住んでいる場所も違う、会ったことの
ない人同士が、同じ1冊の本を読んでどう感じ・
考えたのか、ゆっくり語り合います。一緒に考

ミュージアム コレクション

野見山暁治《新宿》1996年
一般社団法人日本版画協会『東京百景』第7集より（前期展示）

向井潤吉アトリエ館 宮本三郎記念美術館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 5450-9581

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

http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

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

［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

世 田 谷  美  術  館  分  館

展覧会

向井潤吉　民家への旅路
開催中～10月4日（日）

展覧会

宮本三郎　絵画、その制作とプロセス
開催中～10月4日（日）

展覧会
清川泰次　絵と言葉
開催中～10月4日（日）

《不詳（手）》　制作年不詳

《Gray＆Black＆White》
1967年

爽緑の丘 ［東京都青梅市栗平］1976年

えていれば、聞いているだけでも、すらすら話
せなくても、途中で意見が変わっても大丈夫で
す。

［取り上げる本］ 新美南吉作「デンデンムシノ　
カナシミ」

幡野雄一（NPO法人アーダコーダ）
小学5年生以上（大人可）　

※ビデオ会議ツール「zoom」アプリをPC（推奨）、タブ
レット・スマートフォン等にダウンロードして参加（詳
細は申込返信時にお知らせします）

申込先着12名　 無料
hontowa@ardacoda.com（イ ベ ン ト

名、氏名、年齢、電話番号を明記､連名不可）で
アーダコーダ事務局へ

原作を手掛けたマンガ『大正折リ紙少年』が好
評連載中の作家・荒居蘭さんを講師に迎え、
ショートショート作品を作ります。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！

荒居蘭（作家）　 小学校5年生～中学生（保
護者同伴不可）で本編の2日間とも参加できる方

（補講は希望者のみ）　 抽選15名　 無料　
event@setabun.net（イベント名、氏名、

年齢、電話番号を明記､連名可）で当館イベント
担当へ　 10月3日（必着）

お手数ですが、お出かけ前にHPや電
話で開催情報をご確認ください。
ご入場の際はマスク着用のうえ検
温 に ご 協 力 く だ さ い。ま た、発 熱

（37.5℃以上）等、風邪のような症状
があるお客様は、ご来場をお控えく
ださいますようお願い申し上げます。

入館の際の注意事項

「夏休み！なんでも相談美術館」
8月29日（土）まで　創作室

100円ワークショップキット販売など
休館のお知らせ

清川泰次記念ギャラリーは、空調設備等の
改修工事のため、2020年10月5日（月）から
2021年1月4日（月）まで休館を予定していま
す。

発熱や風邪、味覚、嗅覚障害の症状等、マス
クを着用していないお客様は入館をご遠慮
いただいております。あらかじめご了承く
ださい。

［受付日］10月3日（土）、4日（日）10:00～16:00　
［受付場所］世田谷美術館　＊今回は清川泰次記念ギャラリーでは受付を致しません　
［抽選会］ 10月18日（日）受付10:00～、抽選会開始10:30～　※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 令和3年4月～令和3年9月の区民ギャラリー前期分　
利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

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。

宮本三郎の絵画制作の
「過程」に注目し、多彩な
デッサンを油彩の完成作
品とともに展示します。
展示室や自宅でできる
ワークシートを配布中。
詳細はHP参照。

清川泰次記念ギャラリー

「さくらん」2002年 ⓒMoyoco Anno/Cork

©大竹英洋

《アトラスの回想》2015年　原作：中原中也「地極の天使」

安野モヨコ展 ANNORMAL

開催中～9月22日（火·祝）　2階展示室

企　画　展 

─ 綴じられた時間の物語 ─
ムットーニのからくり文学館
開催中～2021年3月31日（水）【予定】

1階展示室

コレクション展

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
8/25～30 オオイシヒサコの作品展　※26日～公開

9/8～13 〔Art Brut〕アトリエ野ばら・生徒作品展
※ 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）

どこでも文学館
新作パネル特別展示

写真展〈写真家・大竹英洋
「ノースウッズを旅する」〉

開催中～9月22日（火·祝）【予定】
1階文学サロン

プロムナード・コンサート
金子 淳　ピアノ・リサイタル

 ショパン、スクリャービン、ラフマニノフ
──ロマンティシズムの変遷 

10月17日（土） 14:00～（開場13:30）　講堂

第40回世田谷区民絵画展
第40回世田谷区民絵画展は、新型コロナウ
イルスの影響により、本年度は開催を中止い
たします（来年度の予定は未定）

ミュージアム コレクションⅡ　その2
再読!!　5つの物語

── 美術が語る夢と現実
9月5日（土）～12月6日（日）　1階展示室

ミュージアム コレクションⅡ　その1
吹田文明と版画集『東京百景』

8月29日（土）～12月6日（日）　2階展示室
※会期中一部展示替えを行います

前期：8月29日（土）～10月11日（日） 
後期：10月13日（火）～12月6日（日）

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

8/25～30 ベネッセスタイルケアのART展　※29日～公開

9/1～6 第8回桜丘写友会写真展 地球色展

9/8～13 グレートリープ展 第26回青人会展

9/15～20 第21回パレット99絵画展 第4回世田谷美術大学29期展

9/21～27
休館日23日（水）

手織・絨毯・キリム3人展
青のあいだーー祈りの空間

ももやまあんじゅの絵ギャラリー
※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

〈ほんとわ〉オンライン哲学カフェ
9月26日（土） 14:00～15:45

令和2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

だれでも小説家
～ショートショートを書こう～

本編： 10月17日（土）、18日（日）  
各14:30～17:00

補講：10月24日（土） 14:30～16:00
１階文学サロン

令和2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

▲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）

〒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）

＊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　●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世田谷美術館
ART

〒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/

　※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　※感染症対策のため当面の間、ライブラリー〈ほんとわ〉は休室します世田谷文学館
LITERATURE



32020年8月25日会員先行発売・割引対象（前売のみ）

せたおんより 皆さまへ せたおんでは、公演を安心してお楽しみいただけるように、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策を講じ、
また、ご来場のお客様へご協力をお願いしております。詳細はホームページをご覧ください。 せたおん 検索

共にヨーロッパで研鑽を積み、ソリストとして第一線で活躍するピ
アニスト姉妹。2台ピアノを全方位から取り囲んで聴く、「アラウン
ド・ザ・ピアノ」という特別な体験をお届けします。

若手芸術家を支援する第6回世田谷区芸
術アワード“飛翔”の音楽部門受賞記念公
演。「座・草月×UNT JAZZ Quartet」
が、独創的な世界を繰り広げます。

         

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

10月3日（土）〜4日（日）  
世田谷パブリックシアター

10月27日（火）〜11月23日（月・祝）   世田谷パブリックシアター

 世田谷パブリックシアター×東京グローブ座

『エレファント・マン　THE ELEPHANT MAN』 
『MANSAI◉解体新書　その参拾壱』 
「伝」～語と読に通底するもの（トランスバーサル）～

作 バーナード・ポメランス　
翻訳 徐賀世子　
演出 森新太郎　

小瀧望（ジャニーズWEST）
近藤公園　花王おさむ　久保田磨希　駒木根隆介　前田一世　山﨑薫／
高岡早紀　木場勝己

 S席（1・2階席） 8,300円　A席（3階席） 4,800円　一般 S席 8,500円　A席 5,000円
高校生以下・U24 各一
般料金の半額　
※1公演1席種2枚まで　※未
就学児入場不可　※高校生
以下は当日要証明書提示

劇作家バーナード・ポメランスによる
不朽の名作『エレファント・マン』を、
森新太郎が新演出で立ち上げます。タイ
トルロールに小瀧望を迎え、総勢9名の
実力派キャストにより繰り広げられる本
作に、どうぞご期待ください。

〒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）
FAX 5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 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）チケットの申込み音楽事業部
MUSIC

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。

第一級の演奏家たちによる質の高い日本伝統音楽を、親しみやすい演出
で、身近に感じながら堪能していただくシリーズです。第3回は、“篠笛・
能管”の繊細で表情豊かな音色と、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。

ゴスペルハーモニーの美しさ楽しさ喜びを、仲
間と一緒に味わってみませんか？

児玉麻里（ピアノ）　児玉桃（ピアノ）　
S.バーバー：組曲「思い出」op.28　

R.ブルノー=ブルミエ：エル・トルカル
J.アダムズ：ハレルヤ・ジャンクション　
チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲（2台ピアノ版）
より

整理番号付き自由席　  3,600円　一般 4,000円　 　
※未就学児入場不可

UNT JAZZ Quartet
［平原慎士（ギター）
木村ともか（ピアノ）　
會川直樹（ドラム） 他］　
座・草月

 3,500円　
一般 3,800円　 　
※未就学児入場不可

11月14日（土） ①15:00　②19:00
11月15日（日） ③14:00

シアタートラム
（東急田園都市線・世田谷線 三軒茶屋駅）

9月26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）

11月23日（月・祝） ①14:00　②17:30　成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

―児玉麻里＆児玉桃 2台ピアノの響・演・ オールド・アメリカン・パブ・クラブ

四
し い

時
じ

の歌
う た

 秋編
―ジャズ、いけばな、テクノロジー

せたがや音楽プロジェクトプレゼンツ

「静と動の響
ひびき

」 〜笛・琵琶〜
シリーズ和・華・調

第3回

アラウンド・ザ・ピアノ

第6回世田谷区芸術アワード“飛翔” 
音楽部門　受賞記念公演

平原慎士

座・草月 中川善雄 北原香菜子 藤舎推峰

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

 2,700円　一般 3,000円　 　
※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
問（一社）Network of Music & Art Setagaya事務局　 6804-9710

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

祇
ぎ

園
おん

精
しょう

舎
じゃ

　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

　凛
りん

 3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可　
※回によって演目が異なります　※6/20の延期公演です 応募締切 9月15日（火）

応募方法 オンラインによる申込み
ワークショップ 全4クラス（各定員25名）。10月上
旬開始、オンラインワークショップを中心に隔週
4回
本番 11月28日（土）世田谷区民会館
参加費 8,000円
※感染症予防対策を講じて実施
※感染症拡大の状況により、中止・変更の場合有り

©Carolien Sikkenk

9/25（金）
一般 9/26（土）

発売
開始

8/27（木）発売
開始 9/24（木）発売

開始

Ⓒ武藤奈緒美

せたがやこどもプロジェクト2020≪ステージ編≫
子どもとおとなのための◎読み聞かせ

　　　『お話の森』

10月3日（土）　ROLLY　10月4日（日）　片桐仁
おとな 2,500円　4歳～小学生 500円（当日要証明書提示）　

中学生・高校生 1,250円（当日要証明書提示）　U24 1,250円 
※各日4歳未満入場不可（未就学児の入場は要保護者同伴）

夏から秋へ――。8月に予定していた『お話の
森』が、会場を世田谷パブリックシアターに移
して開催されます！ミュージシャンのROLLY

（ローリー）はギターを片手に読み聞かせ、俳
優の片桐仁は楽しい絵本をたくさん読みます。
10月に劇場でお会いしましょう！

詳細は、決定次第ホームページでお知らせいたします。
http://arttown.jp/

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販売・発券はございません

9/5（土） 15:00〜
一般 9/6（日）

発売
開始

世田谷パブリックシアター／シ
アタートラムは、皆さまに安心
してご来場いただくために、新
型コロナウイルス感染拡大予防
のための取組みを行ってまいり
ます。ご理解・ご協力のほど、何
卒よろしくお願い申し上げます。

《世田谷パブリックシアターに
おける新型コロナウイルス
感染拡大予防のための取組み》

外山喜雄とデキシーセインツ

野村萬斎　六代目神田伯山
 4,800円　一般 5,000円　

高校生以下 2,500円（当日要証明書提示）
U24 2,500円
※ 先行のみ1申込みにつき4枚まで　
※未就学児入場不可

 8/29（土）
一般 8/30（日）

発売
開始

世田谷パブリックシアター
THEATRE 〒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

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
　 https://setagaya-pt.jp/　 チケット予約・購入はコチラから ▶︎

Let’s Sing ゴスペル! 2020
ワークショップ参加者 募集！！

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

お 知 ら せ

室内楽
シリーズ

9月21日（月・祝） 15:00　成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

野村萬斎が進行役となり、六代目神田伯山
をゲストにトーク＆パフォーマンスを繰り
広げます。狂言師×講談師が探る「表現の
本質」とは？どうぞお楽しみに！

世田谷アートタウン2020
『三茶de大道芸』

9月30日（水） 19:00  
世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアター
チケットセンターからのおしらせ

10/3  4

15 00:
＝ROLLY（小学校中学年以上向け）

A
A
＝片桐仁（4歳以上向け）BB

密閉、密集、密接回避。
手洗い、換気、距離をとる。
気を付けなくてはいけないことばかりで、不安や戸惑い葛
藤を抱えている方も多いかもしれません。
演劇ワークショップは、人と人とが集い、互いに尊重し合
うなかで頭と身体を使う場です。
いつもよりもぐっと少ない人数で、感染予防対策をしな
がら注意深く行います。自分のための120分間。一緒に
考えて、話して、身体動かして演劇を楽しみましょう！
日程 9月21日（月・祝） 10:30～12:30　
進行役 すずきこーた　参加費 500円　
対象 中学生以上の方ならどなたでも　
問世田谷パブリックシアター学芸　 5432-1526

デイ・イン・ザ・シアター 
～はじめのいっぽ 9月の秋晴編～

1日限りの「演劇&劇場」体験ワークショップ

10/27 11/1    28   29   30    31　  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

13 00:
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18 00:
19 00:
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演
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演
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休
演

休
演
休
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休
演



〒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/生活工房

DESIGN

〒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://www.crossing-setagaya.com

［開館時間］ 10:00〜18:00   ［休館日］ 毎週月曜日せたがや国際交流センター
Intercultural Center

　

〒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

SPORTS

スタート8.25 TUE 9:00 ※ ハガキ・FAX申込みも可（別途手数料220円）
当財団ホームページから申込み（要登録） 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

申込

 総合運動場 3417-4276 3417-1734　 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　

玉 玉川中学校温水プール 3701-5667　太 太子堂中学校温水プール開放事務室  3413-9311　

2020年8月25日4

地域で活動している団体・大学に、外国人支援
や国際交流などの活動や、新型コロナウイルス
の影響などを発表していただきます。

［参加予定団体］JCA千歳船橋（日本語教室）、プ
ラン・インターナショナル、東京都市大学 他

先着30名　 無料　 電話（10:00～18:00）
または 申込フォームで

「多文化共生の第一歩」
在住外国人の方が、日本に住むことにおける

「生きづらさ」について考えてみませんか？在
住外国人の方のお話を聞いて理解を深めてい
きます。

吉田千春氏（中央大学助教）
日本に住む外国の方々

「外国にルーツを持つ子どもの言語教育を考え
る」
日本で生活する子どもたちの教育の実情を知
ることができる講座です。

ゴロウィナ・クセーニャ氏（東洋大学准教授）

多文化理解講座は全4回実施します。
【予告】
第3回11月7日（土）
発展途上国の現状（仮）
第4回11月14日（土）
外国人と防災（仮）

各回先着20名　 500円／回（中学生以下
無料）　 電話（10:00～18:00）または 申込
フォームで
※イベントや講座へご来場にあたっては、マスクの着用
をお願いします。また、体調の悪い方には入場をご遠慮
いただくことがあります。詳しくはHPをご覧ください

生活工房は1997年4月5日に開館しました。
「暮らしをデザインする」をコンセプトに掲げ、
デザイン・文化・環境などの視点から、多様な
プログラムを展開しています。本展では、これ
までに開催してきた展覧会・ワークショップ・
セミナー・市民活動支援事業等の中から、主
だった企画のポスター・チラシを展覧し、23
年の歩みを振り返ります。

無料

春と秋の恒例イベント、「世田谷アートフリマ」。
本展は世田谷アートフリマとゆかりのある
様々な作家が集うグループ展。今回は「猫」を
テーマに展示、今年4月に予定していた「つな
がり展」をあらためて開催いたします。
また、9月19日（土）・20日（日）［10時～17時］
には、2003年にはじまった世田谷アートフリ
マの歴史を振り返る小展示や、世田谷区の“非
公式”キャラクター「せたがやじん」のグッズ販

売も行います。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、秋の世田谷アートフリマvol.34は中止と
いたします。　 入場無料

【出展作家】
ASUHA -明日葉-（写 真）、高 木 亮（きりえ）、
Rin Nagashima（イラスト・立体）、横山裕子

（イラスト）、石井康成（写真）、Emi（キリハリ
エ）、モリヒロミ（シルクスクリーン）

ビル[現キャロットタワー]の愛称を募集するチラシ（1996年） 過去の開催風景

外国人と関わる団体のオープン情報交換会
10月3日（土） 14:00～16:00　

東京都市大学 二子玉川夢キャンパス

多文化理解講座 −第1回−
10月10日（土） 14:00～16:00　

5FセミナールームB

高校生相当以上　 各先着20名　 500円　

Poolnoレッスン
水上に浮かぶエクササイズボードで体幹ト
レーニング
①9月24日（木） 20:00～20:50
②9月29日（火） 10:00～10:50
③9月29日（火） 11:00～11:50
いずれも総合運動場温水プール

①高校生相当以上で運動能力に自信のある
方 ②③高校生相当以上　 各先着10名　

500円　
※レッスン内容の詳細は財団HPをご覧くださ
い

9月29日～11月24日　※除外日あり
毎週火曜 9:30～10:50（全8回）

総合運動場テニスコート

レディーステニス

宮地一道（元プロテニス選手） 他　 18歳
以上の女性　 抽選20名　 20,700円

18歳以上の女性　 抽選20名　 6,300円

9月19日（土）、27日（日）、10月3日（土）、18日（日）
9:30～11:00（全4回）
池尻小学校第2体育館

わくわくサッカー教室

軽度の知的障害のある小・中学生で付添者

敬老の日にちなみ、65歳以上の方は利用料金
が無料になります。

① ② ③ ④太 ⑤玉 ⑥烏 ⑦梅  

9月21日（月·祝） 10:00～12:00
（最終受付11:30）　千歳温水プール集会室

敬老の日イベント
千歳温水プール「健康測定会」

体組成の測定、測定結果の解説など
60歳以上の方とそのご家族　 無料　
当日受付　

10月～12月

コース型フィットネス教室

3カ月間週1回運動できる教室です。キッズ、親
子教室、ヨガ、ダンス、スイミングなど
①総合運動場　

9,200円～　 　
②千歳温水プール　

7,000円～　
③総合運動場温水プール　

6,400円～　 　
④大蔵第二運動場

7,400円～　 　
①②③④8月25日 9:00～申込開始

総合運動場温水プール 
コース型教室体験会

①ベーシッククロール
9月24日（木） 11:00～11:50
②スイムレッスン（平泳ぎ・バタフライ）
9月25日（金） 11:00～11:50
いずれも総合運動場温水プール

の同伴が可能な方　 先着25名　 1,000円　
障害の内容を明記しスポーツ振興財団へ

10月3日～11月21日　毎週土曜 16:00～17:30
（全8回）　成城ゴルフクラブ

ジュニアゴルフ教室

小学3年生～中学生（※親子参加可）　
先着10名　 12,200円（※22,000円）

10月3日～11月21日
毎週土曜 18:00～19:30（全8回）

ニュー成城ゴルフセンター

ゴルフ教室（成城の部）

18歳以上　 先着10名　 20,700円

9月28日～11月30日　※除外日あり　毎週月曜 
14:00～15:30（全8回）

千歳ゴルフセンター

ゴルフ教室（千歳の部）

18歳以上　 先着10名　 20,700円

10月3、17、31日、11月14日　隔週土曜
10:00～12:00（全4回）　オークラランド

その他 ふれあいボウリングスクール

軽度の知的障害がある中学生以上　 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）

高校生相当以上　 先着各20名　 330円 
当日受付　

10月6日～11月24日　※除外日あり
毎週火曜（各全7回）

①15:10～15:50　②16:00～16:50
大蔵第二運動場体育館

スマイルバルシューレ

①幼児　②小学1年～3年生　 抽選各15名　
①10,300円  ②11,000円　

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
■第３期バスケットボール教室
10月6日～12月15日（11月3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8,500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人のプロが初心者にも丁寧に指導します。

①12,500円～②20分2,100円～　

10月25日～12月27日　※除外日あり
毎週日曜 9:00～11:00（全6回）

総合運動場テニスコート

ソフトテニス

小学生以上　 先着27名　 中学生以下
1,900円、大人3,900円

※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）

その他 共催大会
■第135回世田谷区卓球団体戦①男子／
②女子／③中高の部
①9月20日（6～7部）　大蔵第二運動場体育館
　10月11日（1～5部）　総合運動場体育館
②9月21日　総合運動場体育館
③2021年1月17日　大蔵第二運動場体育館
いずれも9:15～

①②6,000円③中学3,000円、高校4,000円　
事前に参加費を振込の上、申込書に必要事

項を記入し郵送またはメールで　〒158-0095 
世田谷区瀬田2-18-8　斉藤正江宛　

①8月21日・9月18日②8月21日③12月25
日（必着）

生活工房アーカイブ展 part.3
ポスターでたどる

生活工房ヒストリー
開催中～9月6日（日）　月曜休み 

9:00～21:00　3F生活工房ギャラリー

企　画　展 
世田谷アートフリマ 
つながり展2020

9月12日（土）～10月11日（日）
9月21日を除く月曜休み　9:00～21:00

3Ｆ生活工房ギャラリー

次回企画展 

10月8日～29日　毎週木曜 10:00～11:30
（全4回）　総合運動場体育館 

レディースフットサル
レギュラークラス

9月19日（土）・26日（土）　※雨天中止
11:00～12:00（受付10:30～）

千歳温水プール地下１階サンクンガーデン

青空太極拳教室

スポーツ教室

多文化理解講座 −第2回−
10月31日（土） 14:00～16:00

4FワークショップルームA

9月21日（月･祝） 9:00～21:00
①総合運動場温水プール 

②千歳温水プール（健康運動室含む） 
③大蔵第二運動場（ゴルフ練習場打席料）　

④太子堂中プール ⑤玉川中プール 
⑥烏山中プール ⑦梅丘中プール

敬老の日イベント
プール無料開放

コーヒーとスポーツ
10月実施予定
※詳細は決まり次第財団HPにてお知らせ致
します

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

問合せ先

再生紙を使用しています

次回（9月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
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