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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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　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜2月28日（日）
　　　　  世田谷美術館コレクション選「器と絵筆 魯山人、ルソー、ボーシャンほか」展
一般500→400円　65歳以上、高校・大学生400→300円　小・中学生300→200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

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜3月31日（水）
　　　　  あしたのために　あしたのジョー！展
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

観覧料観覧料 P2詳細は　　 へ P4詳細は　　 へ

せたがや 文化・スポーツ

2021.2.25
毎月25日発行

vol.238

Event Guide
Arts & Sports
in Setagaya

P3 音楽事業部P2 生活工房P2 世田谷文学館 P4 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P3 せたがや国際交流センター

本紙は2月16日時点の情報を掲載しています。新型コロナウイルスの影響により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。



▲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）

〒157-0062 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世田谷文学館
LITERATURE

〒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
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ムットーニのからくり上演に加え、ムットーニ
作品のイメージの源泉となった多彩な文学者
たちの資料をあわせてご紹介します。
当館所蔵のからくり10作品のほか、萩原朔太郎 
の「漂泊者の歌」にインスパイアされた作品《シ
グナル・メモリー》（個人蔵）を特別出展。
どうぞお見逃しなく。

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「あしたのジョー展」チケットとは、別料金です
※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

入館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。

新型コロナウイルス感染状況により、内容に変更が生じる場合があります。お手
数ですが、HP内Top Newsにて開催情報や感染症対策をご確認の上、マスクを
着用してご来場ください。

NPOをはじめとした市民活動に関心がある方
を対象に、スキル向上のための座学や事例紹
介、交流を行っています。今回は、コロナ禍で
の取り組みに焦点をあて、事例紹介や意見交換
を行うとともに、市民活動団体同士のつながり
やコミュニティづくりを考えます。

［企画］（株）世田谷社　
【第1回】コロナ禍での課題や取組を振り
返ってみよう
3月6日（土） 14:00～16:30　生活工房4Ｆ

［進行］呉哲煥（NPO法人CRファクトリー代表理
事）　

松田妙子（NPO法人せたがや子育てネット代
表理事）、鈴木佑輔（社会福祉法人世田谷ボラン
ティア協会）

【第2回】これからの市民活動団体同士の
つながりを考えてみよう
3月14日（日） 14:00～16:30　生活工房4Ｆ

［進行］呉哲煥（同上）
西川正（NPO法人ハンズオン埼玉常任理事）

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、ひとつのお話を読んで、疑問を
共有し、それぞれの経験から語り合い、じっく
り考えます。
[取り上げるお話] グリム童話「星の銀貨」

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

いずれも 主に世田谷で活動するNPO法人、
市民活動団体のスタッフ・役員ほか、関心ある
方　 各日申込先着30名　 各日1,000円（1
団体から複数参加の場合、2人目から半額）　

電話か 申込フォームで生活工房

1水曜教室（午前・午後）  
4月7、14、21、28日
作品：浅田次郎著『雛の花』 

岩井正（NHK日本語センター）
2木曜教室（午後）
4月1、8、15、22日
作品：堀辰雄著『辛

こ ぶ し

夷の花』『浄瑠璃寺の春』
高橋淳之（NHK日本語センター）

3金曜教室（午後）
4月2、9、16、23日
作品：夏目漱石著『三四郎』

金野正人（NHK日本語センター）
いずれも生活工房5Ｆ
午前講座：各回10:30～12:30　
午後講座：各回13:30～15:30
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通し
て体感します。NHK日本語センターアナウン
サーが講師となり、声の出し方、読み方などを
丁寧に指導します。

申込先着15名（継続受講の方で定員に達する
場合があります）　

4回分  18,800円、一般20,800円　
（一財）ＮＨＫ放送研修センター
3415-7121（受付時間9:00～18:00）　
https://www.nhk-cti.jp/

1968年の連載開始から50年を経て、スポーツ
マンガの金字塔といわれる『あしたのジョー』
は、国民的マンガ作品として、今も世代を超え
て多くのファンに愛されています。本作では登
場人物たちの葛藤や生き様が、数々の名言とと
もに描かれています。本展は〈魂のスポーツマ

企　画　展 

あしたのために  あしたのジョー！展 ─ 情熱的にあすを生き抜くために ─

開催中～3月31日（水）　2階展示室

先々代10代目当主の大平信彌氏（昭和32年）

ンガ〉を通じ､心身ともに情熱的にあすを生き
る術をご紹介するものです。

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

「おうちでワン・ミニット・ムービー」
配信中！

世田谷文学館のYouTubeチャンネルにて、
「おうちでワン・ミニット・ムービー」を配
信しています。タブレットやスマートフォ
ンを使用して、家にある材料でできる撮影
方法をわかりやすく解説していますので、
ぜひお気に入りのおもちゃを主人公に、動
画撮影にチャレンジしてみてください！

23区で屈指の農地面積を誇る世田谷。等々力に400年続
く大平農園の営みを紹介しながら、土と人、農業とのつな
がりを考える展覧会です。
会場では、大平農園や地域の農業の歴史をパネル等で展示
し、畑の土壌の微生物・野菜・動物・人間の円環も、楽し
いイラストから学びます。
また大平農園と志をともにする他県の農家、それを支持
する消費者からなる「若葉会」から、つながりの中に育まれ
た、旬の野菜を長く美味しく楽しむ知恵も紹介します。

無料

ドキュメンタリー上映会
4月10日（土）・11日（日） 13:30～17:00　生活工房4F
大平農園を舞台にしたドキュメンタリーを3本立てで上映
します。
上映順：『大平農園　401年目の四季』（2018年、64分、
監督：森信潤子、制作：バク）➡︎監督によるトーク➡︎休憩
➡︎『根の国』（1981年、24分、制作：菊地周）➡︎『みんな生
きなければならない』（1983年、80分、制作：菊地文代）

各日申込先着30名　 無料　
2月25日10時以降、電話で生活工房へ　

※上映会会場前にて両日13:00より、大平農園や提携農家の青果を
販売予定（こちらは申込不要、なくなり次第終了）

〈トークゲストプロフィール〉
監督　森

も り

信
の ぶ

 潤
じゅん

子
こ

1992年、映像制作会社バク設立。
NHKを中心に番組制作を行い、
教育映画祭文部大臣賞など多数
受賞。2000年に取材で大平農園
を訪れたことをきっかけに、大平
農園と提携する消費者グループ・
若葉会のメンバーとなる。2016
年、初の自主製作映画『大平農園　
401年目の四季』の企画・撮影・
編集を手がけ、2018年に完成。

「日常を見限らない 音風景のワークショップ」
音日記アルバム公開中
昨年11月に開催されたワークショップ「日常の音
風景」で、10名の参加者が家の音を集めて制作し
た音日記と、講師がそれらを素材に作曲した音楽
アルバムをホームページで公開中です。

企　画　展 

©高森朝雄・ちばてつや／講談社

《題のない歌》2016年　原作：萩原朔太郎
「題のない歌」

─ 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～3月31日（水）　1階展示室

コレクション展

大平農園と畑のレシピ帖展
3月2日（火）～6月27日（日） 祝休日を除く月曜休み　9:00～20:00

３F生活工房ギャラリ―

朗読講座　豊かなことばの世界

昨年の様子

こちらからお楽しみ
いただけます →

関 連 企 画

NPO・市民活動のためのステップアップ講座
これからの時代における

市民活動のつながりを考える

動画は
こちらから
▼

〈ほんとわ〉オンライン哲学カフェ
3月6日（土） 14:00～15:45

令和2年度 文化庁 地域と共働した博物館創造活動支援事業



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 ▶︎

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

お 知 ら せ

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

音楽事業部・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

2021年2月25日会員先行発売・割引対象（前売のみ）

3月19日（金）〜30日（火）   世田谷パブリックシアター

4/1（木）発売
開始

『子午線の祀り』 地域の物語2021

「生きること、死ぬことを
めぐる冒険」発表会

作 木下順二　演出 野村萬斎　音楽 武満徹
野村萬斎　成河　河原崎國太郎　吉見一豊　村田雄浩　若村麻由美／

星智也　月崎晴夫　金子あい　時田光洋　松浦海之介／
岩崎正寛　浦野真介　神保良介　武田桂　遠山悠介　森永友基

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  S席 4,250円　A席 2,500円
U24 S席 4,250円　A席 2,500円
※1申込につき1公演1席種4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

「平家物語」に材をとり、日本演劇史上に燦然と輝く名作『子午線の祀り』。
2017年に世田谷パブリックシアター開場20周年記念として野村萬斎の
新演出で上演し、数々の演劇賞を受賞した本作が、戯曲の芯をとらえ直
し、ダイナミックかつテンポ感を増した2021年度版として新たに生ま
れ変わる！

世田谷パブリックシアターでは、毎年、市民がふつ
うの形にとらわれない演劇をつくり、シアタートラ
ムで発表をするプロジェクト「地域の物語」を行って
います。今年は、「生きること、死ぬこと」をテーマ
に、世田谷区の下馬エリアに住む方々から伺ったお
話をまとめたり、世田谷区の子どもたちが脳性麻痺
の車いすライダー実方裕二さんへのインタビューか
ら演劇をつくります。
集まった方々とともに意見を交わす場としたいと考
えています。是非、足をお運びください。
※開演時間ほか詳細は、決定次第劇場HPでお知らせします

全席自由・入場無料
予約・問 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）

世田谷パブリックシアター

ダンス イデビアン・クルー『義務』3/12（金）
〜14（日）

振付・演出 井出茂太　音楽 原摩利彦　 斉藤美音子　依田朋子　宮下今日子　福島彩子　後藤海春　酒井幸菜
小山達也　中村達哉　原田悠　井出茂太

4,300円　一般 4,500円／当日 5,000円　U24 3,500円　高校生以下 1,500円（前売のみ）　
未就学児 1,000円（前売・当日）　※高校生以下は当日要証明書提示
問 days　 3464-5026  Mail info@idevian.com

3/12 13   14   

13 00:
17 00:
19 00:

＝未就学児入場可。
3歳以下は保護者膝上での観賞時無料。
4歳以上～小学生未満は未就学児チケットをご購入ください。

＝未就学児入場可。
3歳以下は保護者膝上での
観賞時無料。
4歳以上～小学生未満は未
就学児チケットをご購入く
ださい。

3/19 20   21   22   23   24    25     26   27   28   29   30    

14 00:
16 30:

休
演

14 00
18 00:

休
演

3月21日（日） 時間未定　シアタートラム

デザイン：秋澤一彰／撮影：細野晋司

3

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

コトコトさんのドレミ図書館
～耳をすますときこえてくるよ♪～

         

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

〒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）
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

3月13日（土）　①11:00　②14:30　深沢区民センター ホール（東急バス停留所 「深沢不動前」下車 徒歩3分）

世田谷区が支援を決定した
「アーティスト」「文化施設」の動画配信中！ 
視聴無料！ぜひお楽しみください。

詳しくはこちらから

せたがや元気出せArtsプログラムせたがや元気出せArtsプログラム
文化の灯を絶やさない！

耳をすますと「音楽」と「物語」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♪ マリンバ ミニ・コンサー
トもお楽しみに♪

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）

無料
事前申込み制（先着順）。申込み詳細はせ

たおんホームページをご覧ください
申込期間 2/25（木）10:00～3/8（月）14:00
※幼児（3～5歳）向けのコンサートです
※①②の内容は同じです
※同居家族のお申込みに限らせていただきます

▼

〒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://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

国 際 交 流 セ ン
ターでは区内の
大 学 と も 交 流、
連携をはかって
います。今回は
駒澤大学グロー
バル・メディア・
スタディーズ学
部（服部ゼミ）の学生の皆さんが日ごろの学習の成果を披
露します。せたがや共生支援ポータルやプログラミング学
習支援サイトについてのパネル展示を行います。
お気軽にお立ち寄りください。

無料

えほんをいっしょによんだり、あそんだりします。コロナ
によってはオンラインになるかもしれません。
主催 イクリスせたがや、クロッシングせたがや
協力 世田谷区地域子育て支援コーディネーター
定 15にん（世

せ

田
た

谷
がや

区
く

にすんでいる、外
がい

国
こく

にルーツのある
ファミリー）　 無

む

料
りょう

もうしこみはこちらから

せたがや国際交流センターは、2020年6月から施設で展示をおこなって
きました。

今後も、皆さんに楽しんでもらえる展示をおこなってまいります。

6月～8月 ・世田谷区の姉妹都市交流の様子

9月～10月 ・JICA海外協力隊の活動

11月～12月
・国境なき医師団の活動
・世田谷区で活動している国際交流、
    国際貢献に取り組む団体の紹介

３月４日（木） 10:00～11:00
4F ワークショップルーム

Multilingual Picture Book Reading
えほんのよみきかせ

えほんを　いろいろな ことばで
いっしょに よみましょう！４月中旬ごろまでの予定

2F せたがや国際交流センター

パネル展示
駒澤大学の学生による多文化共生の展示

講座やイベント、外国人支援などの情報を配
信しています。メールマガジン配信を希望さ
れる方は、HPメニュー→メールマガジンに
アクセスし、必須項目を入力のうえ、送信し
てください。

せたがや
国際交流センター
メールマガジン
配信中

さんかするときのおねがい
マスクをしてください。
ぐあいがわるいときは、さんかできません。

※本紙発行時点で定員に達している場合があります

シリーズ和・華・調
速 報

第4回

5月29日（土）
成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

第一級の演奏家による質の高
い日本の伝統音楽を、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公演シ
リーズの4回目です。なかなか
聴く機会に恵まれない、その
音楽に潜んだ魅力をお届けし
ます。
詳細は次号をご覧ください。

政府より緊急事態宣言の期間延長を受け、
せたがやジュニアオーケストラ（SJO）は十
分な練習時間が見込めなくなり、3/26（金）
に開催を予定しておりました本公演は、関
係者のみで行うこととなりました。そのた
め、チケットの一般発売は中止とさせてい
ただきます。楽しみにされていた皆様には
ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませ
ん。何卒ご理解賜りますようお願いいたし
ます。
厳しい状況ですが、SJOはオンラインでの
練習等を通じて活動を続けております。今
後とも変わらぬご支援をどうぞよろしくお
願い申し上げます。

せたがやジュニアオーケストラ 
第11回定期演奏会

一般チケット発売中止について



　

〒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

� 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　太太子堂中学校温水プール開放事務室� � 3413-9311　

〒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　●清川泰次記念ギャラリー　●宮本三郎記念美術館世田谷美術館
ART

再生紙を使用しています
2021年2月25日4

根ざした建築を目指す姿勢――その原点は、も
う一人のアアルト、妻・アイノ（1894-1949）
の強い信念によってかたちづくられたもので
した。アイノがまだ無名のアルヴァと出会って
から先に没するまで、互いを補い合いながら
同じ理想を共有した
25年間の軌跡を、初
公開となる貴重な数
多くの資料をまじえ
てたどります。

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
※企画展チケットでご覧いただけます

世田谷で最初に開通
し、“玉 電”の 愛 称 で
親しまれた玉川電気
鉄 道（現・ 東 急 田 園
都市線、東急世田谷
線）。本展では、沿線
の三軒茶屋や桜新町
などで活動した美術家をはじめとする、文化
人同士の創作と交流の足跡をたどります。

生涯にわたって、様々な女性をモ
デルに描いた宮本三郎。画家が描
いた、それぞれの女性像に迫りま
す。

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、リピーター割引あり

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
日時指定予約のお願い  

2月25日（木）正午より販売開始　
※詳細HP参照　
・ あらかじめ右のQRコード（e-tix）

より日時指定券をご購入くださ
い

・ アーツカードなど各種割引をご利用される方
も、日時指定予約が必要です

・ 当日券は指定時間枠の定員に空きがある場
合、当館受付にて販売します

・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

フィンランドを代表する建築家、アルヴァ・ 
アアルト（1898-1976）。使い手の視点に立っ
たきめこまやかなデザインと、地域や社会に

【期間限定チケット】
一般1,000円／65歳以上800円

3月20日（土·祝）〜4月23日（金）ご来場の
方限定のお得なチケットです

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）展示替期間（3月15日〜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

世 田 谷  美  術  館  分  館

入館の際の
注意事項

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。

向井潤吉が民家を前に制作
した現地制作の作品ととも
に、アトリエで手がけた大
作を展示し、その比較から
向井の風景へのまなざしと、
様々な表現技法を探ります。

清川泰次の画風に大きな変
化をもたらした1950年代、
60年代の渡米経験に着目し、
現地で制作された作品をご
紹介します。

清川泰次記念ギャラリー

③梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
4月7日～5月26日（5月5日除く）　
毎週水曜 10:00～12:00（全7回）

①②③18歳以上　 ①②先着30名③先着
36名　 ①②③7,000円　 ①太 ②烏 ③梅

 チャレンジスポーツ！ 
「中距離走・パーソナルベストチャレンジ」

3月27日（土） 9:00～12:00　総合運動場陸上競技場

800ｍ元日本記録保持者によるランニング
教室と中距離走にチャレンジするイベント
です。

TWOLAPS TRACKS CLUB 横田真人氏 他
小学1〜6年生　 抽選60名　 1,500円 

 レベルアップスイミング
4月1日～5月27日　※除外日あり　毎週木曜 

10:00～12:00（全8回）　烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 8,000円　 烏

 スキルアップスイミング
4月9日～5月28日　毎週金曜 10:00～12:00

（全8回）　烏山中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 8,000円　 烏
　  元気なシルバーいきいきトレーニング
①大蔵月曜コース（総合運動場第2武道場）
4月5日～9月27日　毎週月曜（全14回）
①9:20～10:20②10:40～11:40

14,000円
②大蔵水曜コース（総合運動場第1武道場）

 親子スイミングレッスン
3月6日（土） ①10:00～10:50②11:00～11:50

総合運動場温水プール

①幼児（年中・年長）とその保護者②幼児（年
少）とその保護者　 各先着15組（30名）　

1,100円（別途施設利用料）　

 はじめようスイミング
①太子堂コース（太子堂中学校温水プール）
4月6日～5月25日（5月4日除く）　
毎週火曜 10:00～12:00（全7回）
②烏山コース（烏山中学校温水プール）
4月6日～5月25日（5月4日除く）　
毎週火曜 10:00～12:00（全7回）

4月7日～9月29日　毎週水曜（全19回）
①9:20～10:20②10:40～11:40

19,000円
③千歳コース（千歳温水プール体育室）
4月8日～9月30日　毎週木曜（全21回）
①12:55～13:55②14:00～15:00

21,000円
〔新規〕
④池尻コース（池尻小第2体育館 多目的室）
4月9日～6月25日　毎週金曜（全10回）
①9:30～10:30②11:00～12:00
※①～④除外日あり

10,000円　 ①〜④60歳以上の方で医師に
運動を止められていない方　 ①③先着各15
名②抽選各15名④先着各12名　 3月11日

 障害児（者）水泳教室
①イルカ水泳教室（千歳温水プール）
4月12日～5月31日　※除外日あり　毎週月曜　
18:30～20:00（全7回）　
②くじら水泳教室（総合運動場温水プール）
4月12日～6月28日　※除外日あり　毎週月曜　
18:00～19:30（全7回）

軽度の知的障害のある①は小学生②は中学
生以上。トイレを使用する際に介助を必要とせ
ず、教室開催中に付添人の会場待機が可能な方　

抽選①20名②10名　 ①1,700円②4,000
円　 障害の内容をその他の欄に明記　

3月15日（必着）　
※参加の可否について、事前に個別面談を行い
ます

18歳以上の女性　 先着30名　 6,300円

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
■第１期デイタイムテニススクール
A月曜コース 4月5日～5月17日
B金曜コース 4月2日～5月7日
※除外日あり　※初心者から上級者のクラス分
けあり　※詳細はお問合せください

18歳以上　 先着順　 8,000、11,500円
（クラスにより異なる）　
■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〜　

■アーチェリー春季世田谷選手権
3月20日（土·祝） 9:00～　
世田谷公園洋弓場

1,000円　 世田谷公園洋弓場に掲示の申
込書に記載　 3月14日　

区アーチェリー協会事務局
setagayaku.archery@gmail.com

展覧会
宮本三郎　描かれた女性たち

── そのひと、そのしごと
開催中～3月14日（日）

展覧会
向井潤吉の現場とアトリエ

開催中～3月14日（日）

《マタギの家》
［秋田県北秋田郡

阿仁町根子］1963年

《看護婦立像》1941年 

《Painting No.SF3564》
1964年

ミュージアム コレクション

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
開催中〜2/28 弘田優子 石版画展
3/9〜14 吹きガラス 3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）

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

3/2〜7 第6回菱川賞展 グレートリープ選抜展

3/9〜14
第4回「こんな公園あったらいいな」絵画コンクール展 アートクラブ１１作品展

玉川フォトフレンズ写真展 写真塾わいわい第15回写真展
3/16〜21 都展 第42回世田谷支部展（絵画展） 第6回世田谷芸術アワード“飛翔”受賞記念発表

久保ガエタン展／堀江栞展3/23〜28 用賀アトリエ展
※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

麻生三郎《三軒茶屋》1963年

世田谷美術館美術大学は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、令和3年度は受講生
を募集いたしません。

世田谷美術館美術大学
受講生募集中止のお知らせ

［受付日］4月3日（土）、4日（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18日
（日）受付10:00〜、抽選会開始10:30〜　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 2021年10月～2022年3月分の区民ギャラリー後期分　
利用申込受付（於：世田谷美術館）

「宮本三郎記念美術館　ジュニアガイド」
美術館や宮本三郎の作品をご紹
介する小・中学生向けのウェブ
コンテンツを公開しました。ス
ケッチや読み物など、大人の方
にもお楽しみいただける内容で
す。展示中の《薪を運ぶ人》にま
つわる話やワークシートもご紹
介しています。
ぜひ、ご覧ください。

展覧会
清川泰次とアメリカ
開催中～3月14日（日）

4月～6月コース型フィットネス教室 ※一部託児サービスがあります　 プログラムにより異なる　 先着順
事前申込型：3カ月間週1回定期的に運動できる教室です。

1総合運動場　
ヨガ、ピラティス、健康体操、太極拳、親子教室
など　 9,200円〜　

4総合運動場温水プール　
楽しもうスイミング、スイムレッスン　など

7,200円〜　

2千歳温水プール　
キッズ、親子教室、ヨガ、ダンス、スイミング教室
など　 8,700円〜　

3大蔵第二運動場　
婦人体操（月・水）、免疫力アップ体操、さわやか体操、ゴ
ルフコンディショニング　 9,000〜11,500円　

共催大会

 「本気のボディメイクプログラム」
4月1日（木）～6月28日（月） 12:15～13:15

または12:15～13:45　※曜日によって異なる　
（全40回）　総合運動場・総合運動場温水プール

3ヵ月で結果をだすために筋トレ・有酸素運
動・測定・食事指導を取り入れたグループ
パーソナルトレーニング。本気のプログラ
ムでなりたいカラダになりましょう！

肉体改善を目指す高校生相当以上の女性　
抽選6名　 月16,500円×3ヵ月（別途入

会金11,000円）　 3月12日（必着）　
　※プログラムの詳細はHPをご確認

ください

 「レディースフットサル」
5月6日～27日　毎週木曜 10:00～11:30

（全4回）　総合運動場体育館

※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ご確認ください　

大 会（ 共 催 事 業 な ど ）

アルヴァ・アアルト《41　アームチェア　パイミオ》1932/73年
　Alvar Aalto Foundation, Photo: Tiina Ekosaari

企　画　展 
世田谷美術館コレクション選

器と絵筆 ── 魯山人、ルソー、
ボーシャンほか

開催中～2月28日（日）　1階展示室

アイノとアルヴァ 二人のアアルト
フィンランド ── 建築・デザインの神話

3月20日（土·祝）～6月20日（日）　1階展示室

ミュージアム コレクションⅢ
美術家たちの沿線物語

田園都市線・世田谷線篇
開催中～3月28日（日）　2階展示室

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

問合せ先

次回（3月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

スタート ※ 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・FAX2.25 THU 9:00申込

新型コロナウイルス感染症の状況により
教室・大会が中止となる場合がございま
す。予め、ご了承ください。

その他
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