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本紙は3月17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。

❶

フィンランドを代表する建築家、アルヴァ・アアルト
（1898-

1976）
。その妻であり、建築家としてともにアアルト事務所を
支えたアイノ・アアルト
（1894-1949）
。二人が出会ってから

アイノが先に没するまで、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資料をまじ

❷

えて辿ります。

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、5月6日
（木）

❹

❸

（ただし、
5月3日
（月・祝）
は開館）

一般 1,20 0 円

❶アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルト ニューヨーク万国博覧会フィンランド館にて、1939年 Alvar Aalto Foundation
❷アルヴァ・アアルト、41 アームチェア パイミオ、1932年デザイン Photo: Tiina Ekosaari
❸アアルトハウス リビングルーム

❹アアルトハウス庭側立面スケッチ
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公益財団法人
公益財団法人

せたがや文化財団

Alvar Aalto Foundation

Alvar Aalto Foundation

《展覧会ご案内》

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1

5432-1501

3417-2811

https://www.setagaya-bunka.jp/

もっとアート
楽しもう！

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

「世田谷芸術百華」
～せたがや文化プログラム～Vol.6号
（2021年4月～9月）
は、区内で開催される文化性をともなう事業を
お知らせするために、せたがや文化財団施設、区役所、出張所、図書館などで配布しております。

割 引
引換券

観覧料

世田谷文学館

2階展示室

あしたのために

開催中〜3月31日（水）

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

詳細は P2 へ

※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

高校・大学生 800円
※障害者割引あり

050 -5541- 8600（ハローダイヤル）

詳細は P4 へ

Alvar Aalto Foundation

世田谷区スポーツ振興財団 〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1

65歳以上 1,000円

小・中学生 500円 日時指定予約制

割 引
引換券

観覧料

世田谷美術館

1階展示室

「アイノとアルヴァ

開催中〜6月20日
（日）

二人のアアルト

各料金より100円割引

区 民 限 定

せたがや
アーツカード

登録料・年会費無料

5432-1548（10:00〜19:00）

せたがやアーツカード

フィンランド―建築・デザインの神話」展

検索

詳細は P4 へ

※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
※本券をご利用される方も、日時指定予約をお願いいたします

〒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）
https://www.setabun.or.jp/
［休館日］毎週月曜日
（月曜日が祝·休日の場合は翌日）

LITERATURE

世田谷 文学館

※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

企 画 展 予 告
イラストレーター 安西水丸展

企 画 展

4月24日
（土）
～8月31日
（火） 2階展示室

あしたのために
！展
ー
ョ
ジ
の
た
し
あ 〜 情熱的にあす
を生き抜くために 〜

開催中 〜3.31

wed

一般800
（640）
円／
65歳以上、高校・大学生600
（480）
円／
中学生以下無料

開催中～3月31日
（水） 1階展示室

【事前予約制】
世田谷文学館公式
www.setabun.or.jp
でご予約いただけます。

内 は20名 以 上 の 団 体 料 金

※企画展「あしたのジョー

※4/24（土）開館記念観覧
無料

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

※4/30（金）65歳 以

展」
チケットとは、別料金です
photo by
Masataka Nakano

会場風景

※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

コレクション展予告

上無料

※障害者割引あり

─ 綴じられた時間の物語 ─

ムットーニのからくり文学館

1970年代より小説、漫
画、絵本、エッセイなど、
多方面で活躍したイラ
ストレーター安西水丸
の大規模回顧展。
一 般900（720）円 ／
65歳以上、高校・大学生
600（480）
円／小・中学
生300（240）円 ※（ ）
※障害者割引あり

※
（ ）
内は20名以上の団体料金

コレクション展

※混雑時は入場制限させていただきます

受贈記念

夷齋先生・石川淳展

4月24日
（土）
～9月26日
（日） 1階展示室
昭和文学を代表する世田谷ゆか
り作家・石川淳の原稿など貴重
な自筆資料をご紹介します。
一般200（160）円／高校・大
学 生150（120）円 ／65歳 以 上、
小・中学生100
（80）
円
illustrated by Mizumaru Anzai©︎Masumi Kishida

©高森朝雄・ちばてつや／講談社

※
（ ）
内は20名以上の団体料金
※障害者割引あり

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。

Intercultural Center

せたがや国際交流センター

5432-1538

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー2F
5432-1570
https://crossing-setagaya.com
［開館時間］10:00〜18:00 ［休館日］毎週月曜日

英語の絵本・マンガを
館内でご覧いただけます

多文化理解講座 ─ 第１回 ─
5月15日
（土）14:00～16:00
5Fセミナールーム
『フランス人落語パフォーマー、シリル・コピーニ
氏を迎えて』
在住23年、南フランス、ニース出身のシリル・
コピーニ氏は、なぜ日本に住み、落語パフォーマー
として活動するようになったのでしょうか。流暢
な日本語で語られる、日本文化との出会い、フラ
ンス文化との違い、そしてどのように日本語を体
得されたのかなど、興味深いお話が聞けること間
違いなしです。後半は洒落た落語を味わってくだ
さい。
【使用言語】
日本語
シリル・コピーニ
（フランス人落語パフォーマー、
翻訳家）

４月13日
（火）
～
2Fせたがや国際交流センター

ⒸPacific Voice
シリル・コピーニ
ⒸCyril Coppini

先着40名
500円
（中学生以下無料）
電話
（10:00～18:00）
または
申込フォームで

DESIGN

すこしずつ増やしてきた絵本や図鑑など子ど
も向けの外国語の本に加え、世田谷区教育委
員会や区内団
体のご協力に
より、英 語 の
絵本やマンガ
も、せ た が や
国際交流セン
ターでご覧い
ただけるよう
になります。

パネル展示

駒澤大学の学生による多文化共生の展示
４月11日
（日）
まで
2Fせたがや国際交流センター
お気軽にお立ち寄りください。

講座等へご来場の際は、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

〒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
企 画 展

生活工房アレコレ2021

大平農園と畑のレシピ帖展

8ミリフィルム常設上映

開催中～6月27日
（日）
祝休日を除く月曜休み 9:00～21:00
３F生活工房ギャラリー

4月8日
（木）
～2022年4月7日
（木）
祝休日を除く月曜休み ※月替わり上映
9:00～21:00 ３F生活工房ギャラリー

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を開催中です。
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

生活工房ギャラ
リ ー の 片 隅 に、
少し変わった展
示コーナーがで
きました。2021
年 度 は、所 蔵 品
を持たない生活
『子供No.4
（昭和39年）
』
工房が収集した
市井の暮らしの記録、8ミリフィルムのデジタ
ル公開・活用を行うプロジェクト「穴アーカイ
ブ」の一環として、昭和の映像を繰り返し上映
します。毎月8日、歳時記にあわせて映像を入
れ替えながら、ご来場の方々から映像をきっか
けに思い出したエピソードを募ります。4月8
日から上映する映像は、昭和39年頃の甲州街
道や井の頭公園が写りこむホームムービーで
す。ウェブサイト「世田谷クロニクル」でもご覧
いただけます。
無料
［企画制作］remo[NPO法人 記録と表現とメ
ディアのための組織]

先々代10代目当主の大平信彌氏
（昭和32年）

日常を見限らない

音風景のワークショップ
記 録 映 像 公 開 中
昨年11月に開催した本事業の
トークやワークショップの様
子を収めた記録映像をホーム
ページで公開中です。
是非ご覧ください。

こちらから
ご覧になれます
▼

生活工房
アニュアルレポート
2 0 2 0
が完成しました
2020年度に生活工房が行った展覧会やワー
クショップ、セミナーなどの成果をご紹介す
る、年次報告書が完成しました。
巻頭には、特集「生活工房の生活調査20202021」を掲載。新型コロナウイルス感染症に
よって日常が大きく変わった2020年、日々の
生活の何が変わり、何が変わらなかったのか、
様々な年代、地域、職業の方々を対象に行った
アンケートの結果を掲載しています。生活工
房HPにも近々PDF版をアップ予定です
無料
［配布期間］4
 月1日
（木）
～なくなり次第終了
9:00～21:00
（平日月曜休）
［配布対象］アンケートに回答いただいた方
［配布場所］3F生活工房ギャラリー

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。

2

2021年3月25日

①イベント名
（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
▲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 ②住所 ③氏名
（ハガキ・FAX・
メールの申込み）
記入方法
●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

〒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/

MUSIC

音楽事業部

チケットの申込み 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）

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。

せたおんより 皆さまへ

せたおん

Setagaya太鼓塾

検索

あっという間の 2年間でしたが、みん
な元気に取り組んでくれ、りっぱに成
長してくれました。思いっきり大きな
音を出すこと、体をいっぱい使うこと、
聞いてもらう楽しさなど、何かひとつ

活動 終了報告

でも成長の役に立っていれば嬉しいで
す。コロナで大変な時代ですが、太鼓
の音がみんなの背中を押して、苦しい
時も乗り越えさ
せてくれます 様
に。大きくなって
また会いたいで
すね。
Setagaya太鼓塾塾長
林英哲

2年間のあゆみ

熱意あるメンバーが集結
和太鼓の力強い音で東京2020大会を応援しようと、
「 せたがやキックオフコンサート」
への出演を目標に〈Setagaya太鼓塾〉プロジェクトがスタート。区内の小学4年生〜中
学生までの和太鼓を学んでステージに立ってみたい！という共通意識を持つ、年齢も学
校も異なる75名が参加しました。
太鼓独奏者として国際的に活躍する林英哲を塾長に、
「 英哲風雲の会」より田代誠・辻祐

2018年
12月

冬休みワークショップ（3日間）

3月

春休みワークショップ（3日間）

2019年

4〜8月

「2020カウントダウンコンサート」
直前ワークショップ（14日間）

を講師に迎え、プロジェクトの軸となる演奏曲には「千の海 響 」が決定。波が打ち寄せる
様子、人々が駆けつける足音や立ち上がる様子が表現されたこの作品に、塾生が果敢に
挑みました。

初めてのステージ

於：世田谷区民会館

12月

大会1年前となる「2020カウントダウンコンサート」では、塾生それぞれが作ったお面

「27thキネコ国際映画祭」

めん だ い こ

の役になりきり、即興的に太鼓を打つ“面 太 鼓”に初挑戦。また、宮川彬良の作曲による
ブラスパートが加えられた「千の海響」スペシャルバージョンも披露し、東京都市大学付
属中学校・高等学校 吹奏楽部との共演も果たしました。

於：二子玉川公園 眺望広場

冬休みワークショップ（3日間）
2020年

困難の中でのすばらしい演奏

3〜7月 〜活動休止〜
「2020 ファイナル・コンサート」
12月
直前ワークショップ（2日間）

於：世田谷区民会館

の

感 想

チケットの申込み

にし え き しゅん

《重要無形文化財保持者
（人間国宝）
》
西江喜春
（歌・三線）
か かずみちひこ

嘉数道彦

5432-1526

名嘉ヨシ子

5432-1559

5432-1515
（10:00〜19:00）

チケット予約・購入はコチラから ▶︎

フリーステージ
2021
世田谷区内で活躍する文化団体の皆様と劇場スタッフ
が力を合わせておおくりしている夢の舞台「フリース
テージ」。ぜひご一緒にお楽しみください。
日程 音楽部門

4月29日（木・祝）
ダンス部門 5月1日（土）～5日（水・祝）
会場 音楽部門
シアタートラム
ダンス部門 世田谷パブリックシアター
無料（入場方法については劇場HPをご確認ください）

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
▼

休演

14 00
18:00

※1申込みにつき1公演1席種4枚まで ※未就学児入場不可
問（株）
M&Oplays
6427-9486（平日11:00～15:00）

5/16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
休演

奈緒 伊藤万理華 菅原永二 今野浩喜 田村たがめ 早霧せいな
S席 7,600円 一般 S席（1・2階席）8,000円 A席（3階席）5,500円

休演

発売
3/28（日）
開始 一般 4/3
（土）

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。

※2021年度は世田谷クラシックバレエ連盟の公演はございません

作・演出 倉持裕

13:00
18:00
＝収録のため客席内にカメラが入ります

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

文化の灯を絶やさない！

せたがや元気出せArtsプログラム
料金

西江喜春

世田谷パブリックシアター

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

定員

※各回70分を予定

お 知 ら せ

「世田谷パブリックシアター学芸オンライン」
ワークショップ、レクチャー、
出版物等に関するお知らせや
活動報告を発信しています。
QRコードよりぜひご確認く
ださい。

対象

な か

嘉数道彦
（立方／お話） 名嘉ヨシ子
（箏）他
4,000円 一般 4,500円

https://setagaya-pt.jp/

公式Twitterアカウントのご案内

講 講師

きら

美しい海と空、煌めく太陽。独自の文化を育んできた
沖縄は
「芸能の島」
と称されるほど、うたや踊りが盛ん
です。熱き思いにあふれるその数々を、存分にお楽し
みください。

世田谷パブリックシアターチケットセンター

どなたでもご参加いただける劇場＆演劇体験
ワークショップ「デイ・イン・ザ・シアター」、
小学生から22歳までが対象の「ごちゃまぜワー
クショップ」等、各種ワークショップを行ってお
ります。詳しくは、劇場ホームページをご覧く
ださい。

出演

5月29日
（土） ①14:30 ②17:30
成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

※未就学児入場不可

各種ワークショップ
参加者募集中

凡例

美らなる島のうたと踊り

〒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

世田谷パブリックシアター

5/16（日） M&Oplaysプロデュース
〜 30（日） 『DOORS』

4/1
（木）

ちゅ

・オリンピックイベントで太鼓の演奏ができなかったのは残念だったけれど、他校の友だちができてよかった。
・先生の太鼓の演奏はかっこよくて、あんなふうに演奏ができたらよいなと思いました。
・コロナでいろんなことができなくなったけれど、最後にみんなで演奏ができたのはうれしかったです。

THEATRE

演劇

発売
開始

しかし、新型コロナウイルスの影響から、活動は2020年春から一時休止し、最終目
標であったキックオフコンサートの中止も決定。締めくくりとして急きょ企画された
「2020ファイナル・コンサート」は、感染リスクに最大限配慮した練習のため、全員で
合わせられるのは本番当日のみという厳しい条件が。こうした中でも、心身ともに何倍
にも成長した集中力の高い「千の海響」の演奏を披露し、有終の美を飾りました。

「2020ファイナル・コンサート
12/25 〜せたがや和の響演〜」

参 加 者

シリーズ和・華・調 第4回
沖縄伝統芸能特別公演

か い きょう

「2020カウントダウンコンサート

8/12 ～せたがや和の音楽祭〜」
11/3

©︎M.Tominaga

申込み

締切

問合せ先

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。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

詳しくはこちらから

2021年3月25日

3

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2

ART

世田谷 美 術館

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

企 画 展

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、区立郷
土資料館や世田谷文学館の資料
を交えてたどります。

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
開催中～6月20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

日時指定予約のお願い ※詳細HP参照

【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

区民ギャラリーA

区民ギャラリーB

川崎忠克水彩画展

サンキューパピーアンドマミー

誠之フォトクラブ写真展

by GAKU-and his friends 2021

4/13〜18

彩アート展

4/20〜25

風景スケッチ日曜会水彩画展

（※4/21〜公開）
ハートフルアート絵画造形教室 わたしたちの展覧会

※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

世 田 谷 美 術 館 分 館

［開 館 時 間］10:00～18:00（入 館は17:30まで）
  
（月曜日が祝·休日の場合は
日本の現代美術を語るうえで常に重要な位置を ［休館日］毎週月曜日
一般
、展 示 替 期 間
（3月15日〜31日）
占める高松次郎、若林奮、李禹煥。この三人は
「版」 翌 日）
200円／高校・大学生150円／65歳以上、小･中
による表 現にも取り組 みまし
※障害者割引あり
学生100円
た。それぞれの版画作品は、そ
の制作活動の全体と深く結びつ
向井潤吉アトリエ館
いているようです。現代作家に
5450-9581
〠154-0016 世田谷区弦巻2-5-1
よる「版」の世界を、お楽しみく
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/
ださい。
展覧会

生誕120年 向井潤吉の歩みと作品
─ デザインの仕事を加えて

李禹煥《Dialogu2019 1》2019年 シロタ画廊蔵
©LEE Ufan, Courtesy of Shirota Gallery

「世田谷美術館応援ガチャプロジェクト」
エントランスに美術館ボランティアの提案
によるガチャガチャを設置しました。
ルソーや魯山人など当館コ
レクションのカンバッチが
1個入っています。1回200
円、1回 に つ き100円 が 美
術館への寄付となります。
応援！お願いします！

一般200円／高校・大学生150円／65歳以
※障害者割引あり
上、小・中学生100円
※企画展チケットでご覧いただけます

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

4月1日
（木）
～9月26日
（日）

今年、生誕120年を迎える向井潤吉。明治から
平成の時代を歩んだその人生
と80年におよぶ画業を、初期
から晩年までの作品で辿りま
す。あわせて、向井が手がけ
た書籍の装幀や表紙画、着物
の帯など、向井潤吉のデザイ
ンの仕事を特集します。
《自画像》
1919年

開催中～3月28日
（日） 2階展示室

世田谷美術館美術大学
受講生募集中止のお知らせ

明治期に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

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

区民ギャラリー利用申込受付

発熱や風邪、味覚、嗅覚障害の症状等のある方、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

期 間

4月17日
（土）
〜6月13日
（日） 2階展示室

ミュージアム コレクション

清川泰次記念ギャラリー
3416-1202
〠157-0066 世田谷区成城2-22-17
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

展覧会

清川泰次 線と立体表現

4月1日
（木）
～9月26日
（日）

線と色面のみによる表現で、も
のの形態を写すことに捉われな
い独自の抽象芸術を探求した画
家・ 清 川 泰 次
（1919-2000）
。
《Stainless Object
その旺盛な制作意欲は平面作 No.4291》1989年
撮影：上野則宏
品にとどまらず、立体作品にま
で及びました。本展では、清川の作品における
「線」に着目し、絵画と、鏡面仕上げのステンレ
スを用いた立体作品を併せてご紹介します。
清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
4/13〜18

渋沢栄一物語原画展

4/20〜25

橋本斗南書作展

※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）

宮本三郎記念美術館
5483-3836
〠158-0083 世田谷区奥沢5-38-13
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

展覧会

宮本三郎、
画家としてⅠ：
はじまりから 戦争を経て 1920s-1950s

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）

4月1日
（木）
～9月26日
（日）

［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

2021年度の宮本三郎記念美術館では、洋画
家・宮本三郎
（1905-1974）
の画業を、年間を

通して2期に分けてご紹介い
たします。第1部となる本展
では、画家としての出発から
初の渡欧期の作品、また従
軍画家としての仕事や戦後
にみつめた故郷の風景まで
を中心にご紹介します。
《妹・志乃像》
1922年

SPORTS

世田谷区スポーツ振 興 財団

3.25 9:00
THU

申込

コース
（約9km）
世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリン
グロード⇒調布市多摩川児童公園
（東京都調
布市多摩川3-75）
※最寄り駅／京王相模原線京王多摩川駅
徒歩５分
※今回は約19kmのコースは実施なし
※スタート時間は分散方式（8:00～9:30）
小学1年生以上 ※小学生は保護者同伴
先着700名
1,200円
（小・中学生600
円） ※事前払い

スポーツ教室・イベント
世田谷 子どもかけっこクリニック
5月5日
（水·祝）A9:15～11:00B10:15～
12:15C11:15～12:30D11:00～12:00
※A～Cは上記時間のうち75分開催
総合運動場陸上競技場

申込期間

インターネットまたは電話
◦電話による申込み・お問合せ
（申込みに関す
ること）

0570-039-846 平日10:00～17:30
◦インターネットによる申込み
https://www.se-sports.or.jp/event/
tamawalk
◦Famiポートによる申込み 
ファミリーマート店内
「Famiポート」
より
※お申し込み後、参加費をお支払いいただいた
方には、4月27日頃参加案内を発送いたします
（公財）
世田谷区スポーツ振興財団
3749-1090
3417-2813

ゴルフ教室
（成城の部・千歳の部）
アーチェリー教室、レディーステニス
※内容などの詳細はHPへ
3749-1090 各教室担当まで

オリンピック種目短期体験教室
【Smash！バドミントン】

5月10日～6月28日 毎週月曜 全8回
18:15～19:45
（90分） 総合運動場体育館

社交ダンス教室

生涯健康づくり体操

50歳以上
抽選30名
4月22日
（必着）

各種スポーツ教室一覧
問合せ先

4

太

①梅丘コース
（梅丘中学校温水プール）

総合運動場温水プール
3417-0017
太子堂中学校温水プール開放事務室

2021年3月25日

3,300円

ジュニア水泳教室

ジュニアゴルフ教室

凡例

出演

講 講師

対象

3417-0013
3413-9311
定員

料金

千歳温水プール
申込み

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

締切

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

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。

へ ※参加の可否については、事前に個別面談
を行います

5月7日～6月25日 毎週金曜 16:30～18:00
（全7回・6月4日は除く）
①②小学生の初心者・初級者
①先着40
名②先着30名
①6,400円②5,600円
①梅 ②太

4月25日
（日）10:00～12:00
（最終受付11:30）
千歳温水プール集会室

②
【新規開設】
太子堂コース
（太子堂中学校
温水プール）

親子スイミングレッスン

4月17日
（土）
①10:00～10:50
②11:00～11:50 総合運動場温水プール

①幼児
（新年中・年長）
とその保護者②幼児
（新
年少・年中）
とその保護者
各先着15組
（30
名） 1,100円
（別途施設利用料）

短期集中型！クロール・平泳ぎレッスン
4月7日～28日 毎週水曜 11:00～11:50
（全4回） 総合運動場温水プール

千歳温水プール体組成測定会

どなたでも

わくわくサッカー教室

無料

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ご確
認ください
その他

三者共催区民ボウリング大会

4月29日
（木·祝）9:00～ オークラランド

[種目]個人戦
（年齢・性別ハンデ）
2,000円
（3G）
4月19日
（必着）
区ボウリング連盟・野中
（〒157-0072 祖師
谷4-25-3-101） 3482-2194
その他

3,200円

インラインスケート教室

4月3日～2022年3月26日 毎週土曜
9:00～12:00 大蔵公園ローラースケート場

5月16日
（日）
、22日
（土）
、29日
（土）
、6月12日
（土）
メール
区ローラースポーツ連 盟（Mail
土曜 15:00～16:30 日曜 9:30〜11:00
info@setagaya.trst.jp） 050-5583-6217
池尻小学校第2体育館
※詳細はHPをご覧ください
軽度の知的障害のある小・中学生で付添者
第71回世田谷区民体育大会
の同伴が可能な方
先着25名
1,000円
障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ
エアライフル射撃競技

障害児
（者）
水泳教室 ペンギン水泳教室

5月6日～7月22日 毎週木曜 13:30～15:00
（全12回） 希望丘地域体育館

〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1

3417-2813

5月10日～6月28日 毎週月曜 16:30～18:00
（全8回）

高校生相当以上

町田文彦
（元バドミントン日本代表）他
小・中学生
抽選30名
14,500円
4月11日
（必着）

18歳以上の初心者・初級者
抽選30名
3,300円
4月29日
（必着）

ハガキ・FAX

4月1日～13日（先着順）

特定非営利活動法人日本ランニング振興機
構 講師陣
A小学1・2年生B小学3・4年
生C小学5・6年生D親子
（年中・年長）
抽選A60名B70名C30名D20組40名
2,500円
4月11日
（必着）
5月15日～6月12日 毎週土曜 19:00～20:30
（全5回） 山野小学校体育館

その他

※ハガキ・FAX申込みも可
（別途手数料220円）

第22回 多摩川ウォーク

5月9日（日）8:00～12:30 ※荒天中止

3417-2811

当財団ホームページから申込み
（要登録）

スタート

●宮本三郎記念美術館

3/30〜4/4
4/6〜11

ミュージアム コレクションⅠ

※障害者割引あり

●清川泰次記念ギャラリー

世田谷美術館 区民ギャラリー

平福百穂
《誉謝女王》
制作年不詳

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

・あらかじめ当館HPまたは右のQR
コード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

入館の際の
注意事項

●向井潤吉アトリエ館

5月11日～6月22日 毎週火曜 18:00～20:00
（全7回） 烏山中学校温水プール

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10名
中学生以下1,700円、高校生相当以上4,000
円
障害の内容も明記し、スポーツ振興財団
3789-3911
問合せ先

3789-3912

梅

5月9日
（日）
～8月29日
（日）
（全9回）
総合運動場エアライフル場
区連盟会員及び世田谷区在住・在勤者で競
技用エアライフル銃の保有者
先着24名
500円
（銃許可証弾各自持参・
電子標的用ロール紙、標的紙連盟準備）
射場にて
（9:00集合）
区 ラ イ フ ル 射 撃 連 盟・ 高 田
（
34870832）
19:00～21:00

梅丘中学校温水プール開放事務室

3322-6617

次回
（4月25日号）
は
「区のおしらせ」
に折り込まれます
再生紙を使用しています

