
新型コロナウイルス感染症等の影響により、大会を中止または内容を
変更する場合があります。詳細は大会HPをご確認ください。

夏の子ども向けイベント・講座を紹介しています。詳しくは中面へ！

第16回

開 催
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2021.9.1-30
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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/ 

発行
・
編集

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜9月20日（月・祝）
　　　　  イラストレーター　安西水丸展　一般900→800円　65歳以上、
高校・大学生600→500円　小・中学生300→250円　※障害者手帳をお持ちの方 400→350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 P2詳細は　　 へ

5432-1548 （10:00〜19:00）
せたがやアーツカード 検索

登録料・年会費無料
せたがや
アーツカード

区 民 限 定お得な
割引特典
をご用意！

せたがや 文化・スポーツ

2021.6.25
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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P2 せたがや国際交流センター

本紙は6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。



〒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、夏休み期間、「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

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://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

2021年6月25日2

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

≪予告≫　多文化理解講座　第5回
9月11日（土） 14:00～16:00
詳細は次号でお知らせいたします

三田国際学園高等学校の留学プログラムにより、アメリカ、カ
ナダ、ニュージーランドに留学した学生による展示を行ってい
ます。現地の学校生活やホストファミリーとの交流、クラブ活
動やボランティア活動など、学生たちが留学先の国で体験した
様子をご覧いただけます。

無料　

1970年代より小説、漫画、絵本、エッセイや
広告など、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。ユーモアと哀愁あふ
れる世界をお楽しみください。

一般900（720）円／65歳以上、高校・大学
生600（480）円／小・中学生300（240）円　
※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり

関連展示「安西水丸ポスター展」につきまして
は、下記、生活工房欄をご覧ください。

詳細はHPをご覧ください　 無料　

世田谷文学館で開催中の
「イラストレーター 安西水丸展」

スピンオフ企画

現在、世田谷文学館で開催中の「イラストレー
ター 安西水丸展」と連動して、1970年代から

講座、イベント等へご来場の際は、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。新型コロナウイルス感染症の状況により
変更となる場合があります。最新の情報はHPをご覧くだ
さい

『食を通した異文化交流』
インド料理店「スパイスマジック」の
オーナーシェフをお迎えします。イ
ンドで生まれ育ち、世田谷に店を開
いて来年で20年。これまでの道のり
と大切にしているインド料理につい
てお話しいただきます。TVチャン
ピオンカレー職人選手権で優勝経験
のある腕前です。食を通したインド
と日本の違いを聞いたら、新たな発
見があるかもしれません。

ダルジットシング　 先着20名　

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拡大防止の観点から、混雑時は入場制限をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

昭和文学を代表する世田谷ゆかりの作家・ 
石川淳の小説、随筆の原稿や執筆メモ、交流し
た文学者、研究者からの書簡など貴重な自筆
資料を中心にご紹介します。「ムットーニのか
らくり劇場」も同時
開催。

一般200（160）円
／高校・大学生150

（120）円 ／ 65歳 以
上、小・ 中 学 生100

（80）円　 　
※障害者割引あり

■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エッセイ＝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
※同人誌やウェブ上で公開された作品は既発表
作品に該当し、応募できません
※作品はすべて黒のペン、またはパソコンで楷
書・縦書き
※詩・エッセイ部門は、作品本編にページ数を記
入。タイトルをつけ、ダブルクリップ留め。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1日～14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（本名・ペンネーム共にふりがな）
④年齢⑤職業（区内在勤・在学者は会社・学校
名と住所）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

2010年代にかけて制作したポスター約25点
を展示紹介します。また特設コーナーで展覧会
オリジナルグッズを販売予定です。　

無料　

生き物の「色覚」をテーマにした、アートとテク
ノロジーの融合による体験型展覧会。動物の
色世界を再現したVR映像、紫外線や赤外線を
利用したアート作品など、色覚の多様性と仕
組みについて楽しく学べる作品を展示します。
また展覧会の企画・監修をつとめる野口靖氏
によるギャラリートークや、VRゴーグルをつ
けてイヌやトンボの見ている世界を体験する
イベントも開
催 し ま す（日
程等の詳細は
HP参照）。

無料　

1 レクチャー「色」という感覚　
多様な色覚を楽しむために
8月8日（日·祝） 14:00～16:00　生活工房5F
色の見え方は生き物によって様々。その不思議
について、どのように理解しあい、「違いを楽
しむ」ことができるかを考えます。

川端裕人（サイエンスライター・小説家）
中学生以上　 申込先着40名　 1,000円　
6月25日10時以降、 申込フォームで生活

工房へ
2 ワークショップ

「不思議なステンドグラスをつくろう」
8月14日（土） 14:00～15:30　生活工房5F
偏光板やセロハンを使って、色や形が見え隠
れする不思議なステンドグラスを作り、動物
の色世界について楽しく学びます。

陳軍（東京工芸大学工学部工学科教授）　
小学３年生～６年生　 抽選30名　
1,000円　 6月25日10時以降、 申込

フォームで生活工房へ　 7月25日

世田谷の各戸から収集された8ミリフィルム
のアーカイブサイト「世田谷クロニクル1936-
83」。この映像に映る昭和の風景から“今”を捉

え直す「サンデー・インタビュアーズ」企画の
参加メンバーを募集しています。誰かの記録
を借りて、現代という時代を照らし出してみ
ませんか。詳細はウェブサイト↓からご確認く
ださい。

https://aha.ne.jp/si/
若干名　 無料　 ウエブサ

イト（QRコード）より　 7月8日
［企画運営］AHA！[Archive for Human Activities 
／人類の営みのためのアーカイブ]

［主催］東京都、（公財）東京都歴史文化財団 アー
ツカウンシル東京、（公財）せたがや文化財団 生
活工房、NPO法人記録と表現とメディアのため
の組織［remo］

今年はおうちで盛り上がろう！ 手遊びやわら
べ歌のおはなし会、絵本作家のトークを、今年
は自宅でおもいっきり楽しむ3日間。夏休みに
お友だち、親子、みんなでご参加ください！

山口マオ、高柳芳恵、こがようこ（絵本作家） 
他　 幼児以上（大人可）　 申込先着500
名（3日分）　 無 料　 6月25日10時 以 降、

申込フォームで生活工房へ

関 連 企 画

世田谷文学賞
作品募集！

までに直接通知。入賞作品は2022年3月発
行の冊子「第36回世田谷文学賞」に掲載。
※冊子の販売はいたしません
■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
エッセイ：鴻巣友季子・堀江敏幸

全国各地にある巨人ダイダラボッチの伝説。
世田谷・代田橋もその地の一つです。探検家・
髙橋大輔さんとダイダラボッチについて想像
を巡らせてみましょう。

髙橋大輔（探検家、作家）　
小学3年生以上（大人可）、ビデオ会議ツール

「Zoom」アプリをPC、タブレット、スマート
フォン等にダウンロードして参加ください。　

申込先着50名　 無料　
世田谷文学館ホームページより申込フォーム

にて申込　【募集期間】7月20日10:00～8月1
日23:59､詳細は文学館のHPをご覧ください。　

「iichiko」三和酒類、1983年
　illustrated by Mizumaru Anzai ©︎Masumi Kishida

ミツバチ（左）とヒト（右）の色覚比較
©︎Dr.Schmitt, Weinheim Germany, uvir.eu

　illustrated by Mizumaru Anzai ©︎Masumi Kishida

イラストレーター　安西水丸展

開催中～9月20日（月·祝）　2階展示室
※会期が延びました

企　画　展 

今年はオンライン開催だよ！
第20回 おはなしいっぱい

8月25日（水）～27日（金） 13:45～15:40
＊Zoomウェビナーでのオンラインプログラム

多文化理解講座  ─ 第4回 ─
8月21日（土） 14:00～16:00

5Fセミナールーム

受贈記念　夷齋先生・石川淳

開催中～9月26日（日）　1階展示室

コレクション展

パネル展示
三田国際学園高等学校の学生による留学プログラムの紹介

展示中～7月11日（日）（延長しました）
2Fせたがや国際交流センター

昭和のホームムービーから「今」を照らす
サンデー・インタビュアーズ募集中

次回企画展 

大平農園と畑のレシピ帖展
6月27日（日）まで　月曜休み 

9:00～20:00　３F生活工房ギャラリー

安西水丸ポスター展
7月3日（土）～18日（日）　月曜休み

 10:00～18:00　３F生活工房ギャラリー

開催中の企画展 

色覚を考える展
ヒトと動物の色世界

7月24日（土）～8月29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

企画展予告

展示パネル一部　テーマごとに比較

オンラインイベント
「巨人伝説を探れ！」

～ダイダラボッチ探検隊を募集～
８月21日（土） 10:30～12:00

令和３年度 文化庁 地域と共働した博物館創造活動支援事業

▲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）

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。



※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）

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。

7/3（土）
一般 7/4（日）

発売
開始

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発売・発券はございません

7/5（月）
一般 7/6（火）

発売
開始

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：2,200円
申込：ご希望日の3日前の正午までに劇場受付 5432-1526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

（公演により異なります）

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

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

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 ▶︎

『せたがや 夏いちらくご』

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

作 Kinetic Art　演出 戸沢直子　杉本峻　
作曲 ジョナス・デュフレン　

2,400円　一般 2,500円／当日 3,000円　
こども（小学生～高校生） 1,000円／当日 1,500円
問 Kinetic Art（ 090-8597-7552）

構成・演出 木村光一　演出補 シライケイタ　
旺なつき　かとうかず子　古村比呂　高橋紀恵　床嶋佳子　

西山水木　根岸季衣　原日出子　短歌・俳句の朗読 髙安智実
※公演回により出演者が異なります

3,800円　一般 4,000円　こども（小学生～高校生以下）・
U24 各2,000円　ファミリー割引（保護者同伴の中学生以下） 1,500円
問 J-Stage Navi（ 5912-0840　平日12:00〜18:00）

〈映像上映〉
フォルモサ・サーカス・アート（FOCA）

〈パフォーマンス〉
演出・振付 目黒陽介　作曲 イーガル
振付 吉田亜希　油布直輝　安岡あこ

おとな 1,500円／こども（4歳～高校生） 800円
一般 おとな 2,000円／こども 1,000円　U24 1,000円
※1申込みにつき1公演4枚まで

レバノン出身の劇作家ワジディ・ムワワド作の
一大叙事詩に、演出者・上村聡史がふたたび挑む

『森 フォレ』
せたがやこどもプロジェクト2021せたがやこどもプロジェクト2021

ステージ編

ワークショップ編

7月28日（水）・29日（木）　世田谷パブリックシアター

7月30日（金）～8月1日（日）　シアタートラム

8月15日（日）　世田谷パブリックシアター 

8月7日 （土）・8日（日 ・ 祝 ）　シアタートラム

8月8日（日・祝）　世田谷パブリックシアター 

『悟空～冒険の幕開け～』 映像上映＋パフォーマンス

『日野皓正 presents 
　“Jazz for Kids” 　　　　　　　　 

Final Live』　　　　

キネティックアート『TANGLE／タングル』

朗読劇『この子たちの夏』1945・ヒロシマ ナガサキ

7月6日（火）～24日（土）   世田谷パブリックシアター
数々の演劇賞を受賞した『炎 アンサンディ』『岸 リトラ
ル』に続く“「約束の血」4部作”待望の第3弾。母の死に
より自らのルーツを辿ることになる少女の成長が、6世
代2大陸にまたがる壮大なスケールで描かれます。

作ワジディ・ムワワド　翻訳 藤井慎太郎　演出 上村聡史
成河　瀧本美織／栗田桃子　前田亜季　岡本玲　

松岡依都美／亀田佳明　小柳友　大鷹明良／
岡本健一　麻実れい

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申込みにつき1公演1席種4枚まで　※未就学児入場不可

台湾発・アジアを代表するサーカスカンパニー
による「西遊記」のはじまりの物語が、映像で登
場！日本のサーカスアーティストによるライブ
パフォーオマンスとともに、ご家族そろってお
楽しみください。

人気落語家・春風亭一之輔プロ
デュースによる、子どもから大人
まで楽しめる寄席企画が今年も登
場！昼の部は子どもたちにおすす
めの入門編、夜の部はじっくりと
本格的な落語をおおくりします。

日野皓正と一流ミュージシャンたちによる、子どもも大人も
楽しめる本格ジャズコンサートがついにファイナル！日本有
数のジャズミュージシャンに
よるライブをおとどけします。

7/30 31 8/1

14 30:
18 30:
19 00:
　＝終演後トーク＆
ディスカッション

プロデュース・出演 春風亭一之輔
昼の部：翁家社中（太神楽曲芸）　夜の部：林家正楽（紙切り）

おとな 3,700円　一般 おとな 4,000円／こども（小学
生～高校生） 1,500円　U24 1,500円　親子ペア券（おと
な1枚＋こども1枚、昼の部のみ） 4,500円
※1申込みにつき1公演4枚まで

日野皓正（Tp） 　
金澤英明（B）　多田誠司（Sax） 他

おとな 4,300円
一般 おとな 4,500円／
こども（4歳～高校生） 
1,500円　
U24 2,250円
※1申込みにつき1公演4枚まで

世田谷美術館「グローバル化時代の現代美術」展のチケットが付いた、アートも
楽しめるスペシャルなコンサートを開催します。演奏するのは、せたがやジュニ
アオーケストラのアンサンブルです。
世界の様々な国の音楽がもつ特徴的なリズムやメロディを聴けば、一気に旅
気分！ 心躍るひと時を、緑あふれる美術館で過ごしてみてはいかがでしょうか？

楽の世界旅行音
世田谷美術館 講堂

（日） （日）7.18 25& 11:30/15:00

©鈴木義明

※各回最大60分
整理番号付自由席　各回500円（美術展チケット付き）

※3歳以下ひざ上無料　 　※詳細はせたおんホームページをご覧くださいせたがやジュニアオーケストラ アンサンブル

7/18 11:30 金管・打楽器 ～アメリカとアフリカへ音楽の旅～
15:00 木管楽器 ～民謡でめぐる世界旅行～

7/25 11:30 弦楽器
～クラシックの名曲で世界旅行～

〈Aプログラム〉
15:00 〈Bプログラム〉

世田谷パブリックシアターでは劇場ガイドラインに
基づき新型コロナウイルス感染拡大予防のために対
策を講じて公演・ワークショップを行います。必ず事
前に劇場HPにて詳細をご確認の上、チケットのご購
入・ご来場をお願いします。

＝終演後ポストトークあり
《登壇予定者》　
7/16（金）14:00
上村聡史（演出）　成河　岡本健一／ 
野村萬斎（世田谷パブリックシアター芸術監督）
7/22（木・祝）14:00
上村聡史（演出）　成河　瀧本美織　岡本健一　麻実れい

＝終演後ポストトークあり
《登壇予定者》　
7/16（金）14:00
上村聡史（演出）　成河　岡本健一／ 野村萬斎（世田谷パブリックシアター芸術監督）
7/22（木・祝）14:00
上村聡史（演出）　成河　瀧本美織　岡本健一　麻実れい

7/6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   

12 00:
13 00:
14 00:
18 00:
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演

休
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＝収録のため客席内にカメラが入ります（7/14）

7/28 29

14 00:
18 30:

8/8

13 00:
17 00:

8/15

15 00:

8/7 8

13 00:
14 00:
17 00:

夏休み『小学生のためのえんげきワークショップ（小学1・2年生）』
日程 7/28（水）〜8/27（金）　※全5コース各３日間
対象 小学１・２年生／各コース15人程度
夏休み『小学生のためのえんげきワークショップ（小学3・4年生）』
日程 7/28（水）〜8/27（金）　※全3コース各３日間
対象 小学３・４年生／各コース15人程度
夏休み『小学生のためのえんげきワークショップ（小学5・6年生）』
日程 8/1（日）〜19（木）　※全2コース各３日間
対象 小学5・6年生／各コース15人程度

 小学生のためのえんげきワークショップ
おともだちと一緒に、あそびながら、いろいろなものに自由に変身！　
ひとりだけではできない物語をみんなで一緒につくってみよう！

 高校生のための演劇ワークショップ
2021年夏休みは1度だけ、君の人生も1度きり。この夏はいつもと
ちょっと違うことをして、自分の自由を手にしてみよう！
日程 8/9（月・休）〜11（水）　対象 高校生／15人程度
※小学生・中学生のための演劇ワークショップは、お申込みいただけるのは１
コースのみです。複数コースにお申込みの場合、すべてのお申込みを無効
とさせていただく場合がございます

 中学生のための演劇ワークショップ
思い描いたことが本当になる不思議な空間、いつもと違う自分に
なれる特別な時間――演劇の経験がある人もない人も夏は劇場へ！
日程 8/5（木）〜23（月）　※全2コース各３日間
対象 中学生／各コース15人程度

画：榎本マリコ

撮影：山添雄彦

八木奏雅
（弦楽アンサンブル／ヴァイオリン）

弦楽アンサンブルでは、弦
楽器特有の上品な音色を
楽しむことができます。全
ての楽 器が 主 役であり、
耳をすませば様々な旋律

が聞こえてくるでしょう。それ故に、個々
の技術が演奏の出来を大きく左右するた
め、本番に向け一人一人が努力を怠らず頑
張ってまいります。

小林洋太
（木管アンサンブル／ファゴット）

今回の演奏会は感染症の
影響で、アンサンブルとい
う、オーケストラより小規
模な形でお届けします。そ
れぞれの楽器の音に集中

することができるため、楽器の特徴を知っ
ていただけると思います。私たちは一生懸
命練習しているのでぜひ、会場に足を運ん
でください！

伊藤寧音
（金管アンサンブル／トランペット）

金管アンサンブルでは、普
段のオーケストラとは少し
違うような金管らしさを
全開にして、明るく元気な
音をお届けしたいと思い

ます！ 華やかで、明るく堂々とした旋律が
特徴のマーチなど、私たちが精一杯演奏す
る音楽で多くの方に楽しんでいただけたら
嬉しいです。

西村京夏
（打楽器アンサンブル）

金管・打楽器アンサンブル
の魅力は躍動感です。打楽
器が心臓の鼓動のような一
定のリズムを刻み、それを
土台として金管楽器が自

由で伸び伸びとしたメロディを奏でます。
これから何か楽しい事が始まりそう！と聴
いている方が心を弾ませるような、生き生
きとした演奏をお届けしたいと思います。

各コース日程・申込締切などの詳細は劇場HPをご覧ください！

32021年6月25日

せたおん 検索

         

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

7/9（金）
一般 7/10（土）

発売
開始



　

〒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　 大蔵第二運動場� 3416-1212� 3416-1777

〒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、夏休み期間、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6月25日4

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　

本展は「ミュージアム コレクション特別篇」と
して、「グローバル化時代」をキーワードに、普
段はあまり目にすることの少ない大型作品を
中心に収蔵品を見つめなおした展覧会です。自
国を離れて異国でも創作を展開したロバート・
ラウシェンバーグやデイヴィッド・ナッシュ、
ジャン＝ミシェル・バスキアなど、ワールド・
ワイドに活躍する作家たちの作品をご紹介い
たします。

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）　
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

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。

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
までをご紹介します。

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）。
本展では、清川の作品に
おける「線」に着目し、絵

清川泰次記念ギャラリー

 大蔵・大蔵第二
コース型フィットネス教室

8月～9月

親子体操・ヨガ・ピラティス・骨盤ストレッ
チなど。（プール教室は開催いたしません）
※施設休館に伴い、今期に限り、日数を減らし
て実施いたします
※詳細は当財団HP参照か各施設にお問合せく
ださい

①総合運動場
プログラムにより異なります　 4,600円～　

　 先着順　
②大蔵第二運動場

プログラムにより異なります　 4,500円～
　 先着順　

※一部託児サービスもあります

SETAGAYA
Rhythmic  Gymnastics  Academy

 世田谷新体操アカデミー
9月3日～2022年3月25日　毎週金曜（全27回）
※日程の詳細は当財団HPよりご確認ください　

①15:10～16:10②③16:20～17:50 
総合運動場体育館

元新体操日本代表フェアリージャパンPOLA
の田中琴乃氏を総合監修に迎えて、指導しま
す。

①幼児（年中・年長）②小学生
（1～3年生）③小学生（4～6年生）　

抽選各30名　 年会費：5,500
円、月会費：幼児7,100円　小学
生8,100円　 7月12日

①弦巻中学校
7月26日（月）～30日（金） 18:30～20:00（全5
回）
②松沢中学校
7月26日（月）～30日（金） 18:30～20:00（全5
回）
③駒沢中学校
8月2日（月）～6日（金） 14:30～16:00（全5回）
④北沢中学校
8月2日（月）～6日（金） 14:30～16:00（全5回）
⑤八幡中学校
8月9日（月·休）～13日（金） 14:30～16:00（全
5回）
⑥瀬田中学校
8月9日（月·休）～13日（金） 14:30～16:00（全
5回）
⑦駒留中学校
8月18日（水）～24日（火） 14:30～16:00（全5
回）　※8月21日、22日は休み
⑧喜多見中学校
8月23日（月）～27日（金） 14:30～16:00（全5
回）

①～⑧小学4年生～中学3年生で蹴伸びがで
きる方  ①～⑧先着10名  ①～⑧2,500円

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
■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。　

①12,500円～②20分2,100円～　

第71回世田谷区民体育大会
■テニス競技・中高生大会
8月17日（火）～9月5日（日）
総合運動場テニスコート 他

区内在住または在学の中高生　 単500円、
複1,000円　 6月26日～28日に件名「中高生
大会」を明記したメールにて代表者より学校単
位で予約。その後、所定の用紙に必要事項を記
入の上、学校単位で申込み（持参または郵送）。　

7月3日（必着）　※詳細はお問合せくださ
い　 区テニス協 会・ 荻 野（  setagaya-
tennis@sky.plala.or.jp）
■水泳競技
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中
止となりました
■アクアスロン競技　
9月23日（木･祝） 10:00～　
総合運動場陸上競技場 他

一般1,000円、小中学生500円、親子ペア
1,000円　 先着順。WEBでのエントリーの他、
はがき、FAX、メールで9月9日（必着）までに、
世田谷区トライアスロン連合まで　 区トライ
アスロン連合（  044-844-5057   stu 
@setatora.com　 http://setatora.com/）
■空手道競技
9月25日（土）・26日（日） 9:00～
総合運動場第２武道場 他

区内在住・在勤・在学の幼児（年長）～大人　
500円／個人戦　 ハガキ・電話　 8月

15日（必着）　※詳細はお問合せください
区空手道連盟・谷口（ 5787-8284）

共催大会
■第66回世田谷区学年別水泳大会
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中
止となりました

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
開催中～9月26日（日）

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
開催中～9月26日（日）

展覧会
清川泰次　線と立体表現

開催中～9月26日（日）

《生活の河》［千葉県浦安市］
1954年頃

Stainless Object C-3
 No.3891
　1991年

　撮影：上野則宏

 夏季プール開放 クロールで25 

ミュージアム コレクション特別篇

《赤松と渓流》　1935年

入館の際の
注意事項

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

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。

美術大学通信講座
「おうちで3分クロッキー」その13

継続は力なり。どなたでも気軽に参加できる
クロッキー講座。開始から1年が過ぎました。
今回は皆さんから
お送りいただいた
作品をご紹介いた
します。

セタビチャンネルJr.
「こども美術大学～あなたは本当
のりんごを知っていますか？　
第３話 リンゴを色で描く①」
本 当 の 美 術 を
知りたいあなた
へ。ちょっと変
わったオンライ
ン美術講座。

絶賛公開中！

ホームページの動画コンテンツ

セタビデジタルセタビデジタル

※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 ）

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

6/29～7/4 第5回蒼美展　※6/30～公開
'21陶響展～彩りの土の舞～
モロニ展１７

7/6～11 ベネッセスタイルケアのART展
100％ ASPi展
天真書法塾シャンバラ教室第四回ギャラリー展

7/13～18 墨彩会展 星の子展

7/20～25
ももやまあんじゅの絵ギャラリー展

東京小品展
『鎖国２.0』

※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
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グローバル化時代の現代美術
── “セタビ”のコレクションで

楽しむ世界旅行

7月3日（土）～8月22日（日）　1・２階展示室

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

スポーツ教室

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー

開催中～6/27 第６回　アトリエ.ＳＡＮＡＥ　
トールペイント作品展

6/29～7/4 エックス39会　絵画展
7/6～11 風の絵の会展

7/13～18 「田園からの贈り物」　有賀潤子版画展
※公開は7月14日（水）から

7/20～25 RIKAKO KAGAWA個展　
purify ―　浄化　―

※ 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）

次回（7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・FAX6.25 FRI 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。
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