
Ryoko Sunakawa

Soprano Recital
砂川涼子  ©Yoshinobu Fukaya

砂川涼子

1120Sat 15:00 成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

ソプラノ・リサイタル
　　沖縄出身で、世田谷にもゆかりのある日本を代表するソプラノの待望のリサイタル！
　　沖縄出身で、世田谷にもゆかりのある日本を代表するソプラノの待望のリサイタル！

　　　　　　聴くものの心を震わせる歌声は高い人気を誇ります。　　　　　　聴くものの心を震わせる歌声は高い人気を誇ります。

　　　　　　　　　　歌曲からオペラ・アリアまで、選りすぐりの名曲をお楽しみください。
　　　　　　　　　　歌曲からオペラ・アリアまで、選りすぐりの名曲をお楽しみください。

砂川涼子（ソプラノ）　園田隆一郎（ピアノ）
A.ドヴォルザーク：歌劇《ルサルカ》より「月に寄せる歌」  他

3,500円　一般 4,000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）
※チケット発売受付は、「電話」または「オンライン」のみです
※チケットセンター窓口での発売・発券はございません

【主催・問合せ】 

　　　　　　
5432-1535（平日10：00～18：00）

（公財）せたがや文化財団 音楽事業部

園田隆一郎  ©Fabio ParenzanP3詳細は　　 へ

室
内

楽シ
リーズ

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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割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館 2階展示室 10月16日（土）〜2022年2月27日（日）
　　　　  描くひと　谷口ジロー展　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！

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜11月7日（日）まで
　　　　  「塔本シスコ展　シスコ・パラダイス　かかずにはいられない！人生絵日記」
各料金より100円割引　※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は、当日受付にて当日券をご購入ください。ただし、来場時に予定数の販売が終了している場合があります

観覧料 P4詳細は　　 へ

せたがや 文化・スポーツ
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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9月15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、「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9月25日2

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、昭和の映像を月替わりで“小
さく”上映中です。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。
10月8日から上映する映像は、昭和44年の下
北沢と江の島が映る『理容店2』。江の島は理容
室の社員旅行として訪れたそうです。下北沢
の路地も賑わっています。なお、収集・公開中
の他の映像（計84巻）は、ウェブサイト「世田谷
クロニクル」でご覧いただけます。

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]

【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）

先着40名／回　 500円（中学生以下無料）／回
9月25日10:00より受付開始。電話（10:00～18:00）または
申込フォームで

日本はもとより海外でも多くの読者を持つ漫
画家・谷口ジロー（1947-2017）の作品世界
を、貴重な自筆原画など約200点でご紹介す
る大規模個展です。
緻密な作画、構成によって描き出されるその
作品は、谷口ならではの世界、時空間に読者を
惹きこむ力に満ち、深い読後感を残すことで
も知られています。海外では大人の読者に堪

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。

『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』
お待たせいたしました！　5月に緊急事態宣言のため無念の中
止となりましたシリル・コピーニ氏の多文化理解講座、満を持
しての開催です。
在住24年、南フランス、ニース出身のシリルさんは、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。
多くの皆様にお楽しみいただけるよう、同じ内容で午前と午後
の2回開催いたします。申込み時に、午前・午後のご希望をお
知らせください。

区立船橋希望中学校の2年生が、総合学習の時間に世田谷を訪
れる外国人向けに英語でパン
フレットを作りました。世田谷
の良さ、ローカルな情報など
に焦点をあてた生徒たちの調
べ学習の成果を館内でご覧い
ただけます。

無料　

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。お出かけ前にHPや電話で開催情報をご確認ください。

■サロン展示「台湾はどんな国？」
（台湾・世田谷交流バナー）
１階文学サロン
台湾と日本との
交流を、文学と
スポーツを中心
に紹介します。

無料

■ライブラリー“ほんとわ”台湾特集
1階ライブラリー〈ほんとわ〉
台湾の絵本、日本語で読める台湾の小説、
街歩きのための本などを厳選。一部の本は
ショップでの購入もできます。（選書：太
台 本 屋 tai-tai 
books）

無料

フィッシャー・プライス トイズ（現・
フィッシャープライス®）の製品を中心
に、1920年代から80年代にかけての
アメリカの玩具をご紹介します。子ども
の玩具をとおして外国の暮らしや文化
を伝える展覧会です。

入場無料　

える芸術として高い評価を受け、フランスの
ルーヴル美術館からもオリジナル作品を委嘱
されています。
世界で認められる日本のマンガ文化の中でも、
その成熟を象徴する存在として挙げられる 
谷口ジロー作品の魅力を是非ご堪能ください。

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　※10月22日（金）は65歳以上無料

世 田 谷 文 学 館
は 昨 年 開 館25
周年を迎えまし
た。この間収集
し た10万 余 点
の資料の中から
特色あるコレク
ションを「セタブン大コレクション展」として
2シーズンにわたってご紹介してまいります。

ヴィンテージトイが大集合
1940～70年代の製品を中心に、アメリカのヴィンテージト
イが100点以上展示されます（入場無料）。貴重な機会を、どう
ぞお見逃しなく。
同時代の日本の玩具も展示
戦前・戦中・戦後（昭和10～30年代）にかけての日本の玩具も
あわせて展示します。アメリカの玩具とその影響を受けた日本
製玩具の比較展示もあります。
玩具を通して見る激動の20世紀
玩具には、世の中の流行や社会
状況が色濃く映し出されていま
す。本展に出品される総数150
点以上の玩具からは、激動の20
世紀の一端が垣間見えます。

展示の見どころ

11月7日（日）　①13:00～14:30　②15:30～17:00　生活工房5F
フィッシャー・プライス トイズのプルトイにちなみ、ひもを引くと手足が動く
ハンぺルマン人形をつくります。保護者とご参加ください。

春日明夫（東京造形大学名誉教授）　 5歳以上～小学3年生の児童とその保護
者、2人1組 　 各回抽選20組　 500円　 申込フォームで生活工房へ　

10月24日（必着）

関連ワークショップ  「たのしくダンスするハンペルマン人形をつくろう」

文学史上貴重な創作資料から作家の日常使い
の品まで、コレクションが持つひとつひとつ
の「モノ」語りをひもとき、私たちの人生の諸
相を映し出す確かな記録としてお届けいたし
ます。

【主な出品予定資料】
●會津八一　書「学規」
●舟越保武　《萩原朔太郎像》
●正岡子規　佐藤紅緑あて書簡
● 夏目漱石　 書「幽居人不到」（自作の五言絶

句）
● 森鷗外　 次女杏奴のための自作の歴史教科

書
●宇野千代　富本一枝あて書簡
●中野重治　「第一章」原稿
●山田風太郎　日記
●横光利一　「微笑」原稿
● 中村汀女　 書「外にも出よふるゝばかりに春

の月」
●齋藤茂吉　「白き山」歌集稿本
●「ゴジラ」絵コンテ写真スクラップブック
●植草甚一　古書店構想メモ
●横尾忠則　「天井棧敷」設立時のポスター
●萩原葉子　ダンスシューズ

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　※10月22日（金）は65歳以上無料

Snoopy Sniffer 1961年

セルロイドの兵隊（占領下日本製）1947～1952年頃

「坊っちゃん」の時代　ⒸPAPIER

會津八一　書「学規」

台湾はどんな国？

ⒸPacific Voice ⒸCyril Coppini

ライブラリ―“ほんとわ”

『理容店2』
（昭和44年頃）

描くひと　谷口ジロー展
10月16日（土）～2022年2月27日（日）

2階展示室　

企　画　展 

生活工房アレコレ2021
8ミリフィルム常設上映

毎月8日入替で連続上映中
祝休日を除く月曜休み 9:00～20:00

３F生活工房ギャラリー付近（主に室内階段下）　

多文化理解講座  ─ 第7回 ─
11月6日（土） 

午前の部 10:00～12:00　午後の部 14:00～16:00
5Fセミナールーム

開館25周年記念
セタブン大コレクション展　

PARTⅠ　ふかくこの生を愛すべし
10月16日（土）～2022年3月31日（木）

1階展示室

コレクション展

中学生が英語で紹介する「世田谷の歩き方」
展示中～11月14日（日）まで

2Fせたがや国際交流センター

世田谷文学館開館
25周年記念事業

開催中～10月１4日（木） 10:00～18:00

American ToysAmerican Toys

since 1920s
アメリカン・トイズ

暮らしと時代を映す玩具展

春日明夫コレクション

9:00- 20:00 3F 生活工房ギャラリー
月曜休み日12開催中 19

F.P Cash Register 1961年 Chatter Telephone 1962年

企 画 展

▲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。



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。

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

高校生以下割引あり
 （当日要証明書提示）

オンライン演劇ワークショップ
どこでも劇場「あっちこっちつながってみよう」

　＝収録のため客席にカメラが入ります
　＝終演後ポストトークあり　
　　12月7日（火） 18:30　  瀬戸康史　近藤公園　阿岐之将一
　　12月9日（木） 18:30　  木下晴香　渡邊圭祐　阿岐之将一
　　12月14日（火） 18:30　瀬戸山美咲　野村萬斎
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『フィアース5』
世田谷アートタウン2021関連企画

『ゴールドシャワー』

新型コロナウイルスの影響により、掲載している公演・ワークショップの内容やチケット発売について変更となる場合がございます。最新情報は劇場HPをご確認ください。

作 フリッツ・カーター　 翻訳・演出 小山ゆうな　 音楽・演奏 国広和毅
浦井健治／前田旺志郎　小柳友　篠山輝信／岡本夏美　

山㟢薫／高岡早紀
7,300円　一般 7,500円 　

高校生以下 3,750円　
U24 3,750円　
※1申込みにつき1公演2枚まで　
※未就学児入場不可　

作 瀬戸山美咲　演出 栗山民也　
瀬戸康史　木下晴香　渡邊圭祐　近藤公園　

阿岐之将一　魏涼子／吉見一豊　大鷹明良
S席（1・2階席） 8,300円／A席（3階席） 6,300円

一般 S席 8,500円／A席 6,500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

11月14日（日）～12月5日（日）　シアタートラム12月4日（土）～18日（土）　世田谷パブリックシアター
社会主義体制が永遠に続くかに見えた時代の若者と愛情の物語
を、小山ゆうな翻訳・演出、シアタートラム初登場となる浦井健治
らの出演でお届けします。

『あなたもなりきりミュージアム!?』
日程 10月10日（日）～17日（日） 17:00～19:00（全3回）　締切 9月27日（必着）
問 世田谷パブリックシアター学芸　 5432-1526　※詳細・お申込みは劇場HPをご覧ください

おうちにいながら誰かとおしゃべりしたいから、おうち時間を少しでも楽しく過ごしたいから
――世田谷パブリックシアターが、オンラインでの演劇ワークショップを初開催！
大人向けプログラム～美術とつながる／真似してつながる～

栗山民也と気鋭・瀬戸山美咲の強力タッグが実現！多彩なキャ
ストが、現代と安保闘争の時代を舞台に正義と真実を問う。

『愛するとき 死するとき』『彼女を笑う人がいても』
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＝終演後ポストトークあり 登壇予定者：小山ゆうな　浦井健治　高岡早紀 他
＝収録のため客席にカメラが入ります

作 太田省吾　演出・美術 杉原邦生　 南沢奈央　濱田龍臣　
料金・公演日時ついて、詳細は公式HPをご確認ください。　

http://www.kunio.me/stage/kunio10-2021/　問 〈チケットについて〉世田谷パブリックシ
アターチケットセンター（ 5432-1515）〈公演について〉KUNIO（Mail info@kunio.me） 

演  劇 りゅーとぴあ×杉原邦生　KUNIO10『更地』11/7（日）
〜14（日）

一般 9/25（土）発売
開始

世田谷パブリックシアター

French Circus Focus 2021
フランス×日本 
現代サーカス交流プロジェクト

日仏国際共同制作ダンス公演

構成・演出 ラファエル・ボワテル　
リハーサルアシスタント吉田亜希　
ジュリエッタ・サルツ

皆川まゆむ　長谷川愛実　杉本峻
目黒陽介　吉川健斗／山本浩伸　
安本亜佐美

おとな 3,500円／こども（4歳〜高
校生、当日要証明書） 1,500円　一般 お
とな 4,000円／こども 2,000円 　U24 
2,000円　※1申込みにつき1公演4枚まで　
※3歳以下は保護者のひざ上のみ無料　
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です

10月9日（土）～11日（月）　世田谷パブリックシアター
10月16日（土）・17日（日）　シアタートラム 他 10月15日（金）～17日（日）

世田谷パブリックシアター 現代サーカス界の次世代を担う、若きサー
カスアーティストたちによる日仏コラボ
レーション！コンテンポラリーダンス界の

寵児フランソワ・シェニョー
と、舞踏界のレジェンド麿赤兒
が贈る、当代きっての魂の盟
約――。

構想・出演
フランソワ・シェニョー　
麿赤兒

4,300円　
一般 4,500円　高校生以下 1,500円　
U24  2,250円
※1申込みにつき1公演4枚まで　
※未就学児入場不可

10/15 16   17   

15 00:
19 00:

世 田 谷 ア ー ト タ ウ ン2021

HPをご確認ください
各回入場無料（全席指定・事前予約制）

※先行・一般初日はオンラインのみでの受付。
10月4日（月）以降、残席があればお電話でも受付
※3歳以下は保護者のひざ上での鑑賞可
※4歳以上はお席のご予約が必要です
H P http://arttown.jp/

大道芸
ステージon

今年で25回目を迎える、毎秋恒例の大道芸フェスティバル！今
年も十分な安全対策を行った上で、シアタートラムにて「大道
芸onステージ」（要事前予約）、商店街では「まちなか写真館」な
ど開催予定。どうぞお楽しみに！

10/15 16   17  

13 00:
17 30:
18 30:

＝前夜祭
スペシャル
ライブ

　　

©ADELAP©ADELAP

10/910 11

15 00:
19 00:

撮影：マチェイ・クーチャ

撮影：後藤武浩

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

せたおん 検索

32021年9月25日

武蔵野音大とミラノで研鑽を積んだ砂川涼子さんは、今や実力と人気を兼ね備え
た、日本を代表するソプラノです。イタリア・オペラはもちろんドイツ・オペラや日
本の現代オペラ、さらにオーケストラとの共演やリサイタルでも、目覚ましい活躍
を続けています。そのステージ、歌声には僕も幾度となく接してき
ていますが、「ラ・ボエーム」のミミ、「カルメン」のミカエラなどをま
さにピタリの当たり役としていることも、素晴らしい。沖縄のご出身
で、世田谷にお住まいのかたです。美しさと実力を兼ね備えた、魅
力あふれるコンサートになるでしょう。乞うご期待！

ご来場の皆さまへ 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。

                  

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

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 ▶︎

2000年に新国立劇場でイタリア・オペラデビュー以来、数々
のオペラ公演に出演を続け、高い評価を得ているプリマドンナ
のリサイタルです。
「朝」と「夜」をテーマとした歌曲からオペラ・アリアまで、選り
すぐりの作品を、指揮者でもある園田隆一郎のピアノとの共演
でお届けします。

ここ世田谷に暮らすトップアーティストがあなたへ送る音楽会。
この街にハッと驚き、この街がもっと好きになる、新たなコンサート
シリーズが始まります！

成城ホールでのリサイタルが叶います。大
好きなモーツァルトのオペラと、イタリアの
作曲家マスカーニやレスピーギの美しい
歌曲等を予定しております。また、大変信
頼を寄せる指揮者、園田隆一郎さんとの
共演と、お話も少し交えながら、ほっこり
とした温かい雰囲気のコンサートにする
つもりです。
まだまだ、緊張感を持って過ごす日々が
続いていますが、当日は美しい音楽に触
れ、少しでもリラックスしてお過ごしいた
だけたら幸いです。お目にかかれるのを
楽しみにしております。 砂川涼子

人と人の心が、形も色も無い音楽でつながるという
奇跡。ひとりにひとつずつの奇跡を僕と素晴らしい仲
間たちがお届けします。懐かしくて新しい、優美で強
靱な音楽の奇跡が生まれると信じています！

井上鑑

砂川涼子（ソプラノ）　園田隆一郎（ピアノ）
W.A.モーツァルト：歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》より「岩のように」

P.マスカーニ：「セレナータ」　R.シュトラウス：「朝」　O.レスピーギ：「夜」  他
 3,500円　一般 4,000円　 　※未就学児入場不可

井上鑑（キーボード）　
《Très joyeux》金原千恵子（ヴァイオリン）　笠原あやの（チェロ）　
《DSD trio》山木秀夫（ドラムス）　三沢またろう（パーカッション）

大瀧詠一トリビュート組曲　夏のクラクション　
Tokyo Installation 他

 4,000円　一般 4,500円　 　※未就学児入場不可

11.20（土）15:00 成城ホール

室 内 楽 シ リ ー ズ

©Koichi Morishima

砂川涼子
©Yoshinobu Fukaya

園田隆一郎
 ©Fabio Parenzan

Discovery Setagaya Sounds #1井上鑑井上鑑
Try and GrooveTry and Groove

12.18sat16:30 シアタートラム 10/20（水）発売
開始

10/9（土）
一般 10/10（日）

発売
開始

10/2（土）
一般 10/3（日）

受付
開始

砂川涼子砂川涼子
ソプラノ・リサイタルソプラノ・リサイタル

Ryoko Sunakawa Soprano Recital

池辺晋一郎

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。

世田谷で世界のソプラノを！

作編曲家・キーボード奏者・プロデュー
サーなど多彩な顔をもつ。大瀧詠一、
福山雅治など数多くのヒット作・話題
作を生み出し、日本のミュージックシー
ンを牽引している音楽家。

井上鑑 プロフィール

せたおんより 皆さまへ

※せたがやアーツカード先行はございません

©SHELLEY

©SHELLEY



入館の際の注意事項

　

〒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

総合運動場温水プール 3417-0017 3417-0013　 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、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9月25日4

50代から独学で油絵を始め、自宅の四畳半
をアトリエに、自由奔放に描いた塔本シスコ
（1913–2005）。人生を丸ごと絵日記に描き
出すかのごとく、日々の暮らしを題材に、キャ
ンバスのみならず、空箱やガラス瓶、はては
しゃもじにまで、よろこびあふれる創造のエネ
ルギーを発散しまし
た。本展では200点
を超える作品をとお
して、自分らしく描き
つづけた塔本シスコ
の自由な創作の世界
をご紹介します。

一般1,000円／65
歳以上、高校・大学生
800円／小・中学生
500円 　
※障害者割引あり　
日時指定券ご購入のお願い  ※詳細HP参照　

・ あらかじめ当館HPまたは右の
QRコードよりご購入ください

・ オンラインでのご購入が難しい
方およびアーツカードをご利用
の方には、当日券の入場枠を設
けています。当日受付にてご購入ください。た
だし、ご来場時に予定数の販売が終了している
場合があります

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　
※同時開催の企画展チケットでご覧いただけます

洋画家・大沢昌助と彫刻家・建畠覚造。分野
は違いますが、ともに写実
的な具象から出発し、新し
い表現を求め抽象へと展開
した二人の作品を紹介しま
す。小コーナーでは陶芸家・
河合卯之助の作品を展示し
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）、
展示替期間（9月27日～10月15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

清川泰次記念ギャラリー

 親子スイミングレッスン
10月16日（土） ①10:00～10:50　

②11:00～11:50　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・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）　

 はじめようスイミング
11月10日～12月15日　毎週水曜 

10:00～12:00（全6回）　梅丘中学校温水プール

18歳以上　 先着40名　 6,000円　　

 ノルディックウォーキング
10月30日（土） 10:30～12:00

千歳温水プールサンクンガーデン

高校生相当以上　 先着20名　 1,100円　

 バドミントン教室
11月6日～12月4日　毎週土曜　

19:00～20:30（全5回）　駒留中学校体育館

高校生相当以上　 先着30名　 3,300円

身近な場所で、毎朝のラジオ体操を通じて、健
康的な運動習慣を身に付けましょう！スタン
プを集めて記念品をもらおう！

どなたでも　 50名程度　 無料　 不要

 オリンピック種目短期体験教室
【Smash！バドミントン】
11月1日～12月20日　毎週月曜 

18:15～19:45（全8回） 　総合運動場体育館
町田文彦（バドミントン元日本代表） 他
小学生～高校生　 抽選30名　 14,500

円　 10月11日（必着）

■ゴルフレッスン
①グループレッスン／②個人レッスン

①12,500円～②20分2,100円～　

 卓球教室
11月2日～30日　毎週火曜　

19:00～20:30（全5回）　桜丘中学校体育館

小学4年生以上（小学生は保護者同伴）　
先着30名　 大人：3,300円、中学生以下：

1,600円

わくわくサッカー教室
11月7日（日）、13日（土）、28日（日）、12月18日（土）
土曜 15:00～16:30　日曜 9:30～11:00（全4回）　

池尻小学校第2体育館

軽度の知的障害のある小・中学生で付添者
の同伴が可能な方　 先着25名　 1,000円

　  共催大会
■世田谷選手権ソフトテニス大会
①一般女子、男子35～、女子45～、シニア女子

（60～・70～年齢別） 11月7日（日）
②一般男子、女子35～、男子45～、シニア男子

（60～・70～年齢別） 11月14日（日）
③小学生（個人戦） 11月21日（日）
④中学生（個人戦） 11月28日（日）
⑤中学生（団体戦） 12月12日（日）
⑥高校生男・女     12月26日（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
一般3,100円／１ペア、シニア1,100円／1ペ

ア、高校生1,900円／1ペア 他
所定の申込書に記入の上、区ソフトテニス

連盟・谷岡美貴宛（〒154-0023 若林5-40-1-
D-102）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。）　

①②③10月9日④⑤11月6日⑥11月27日
■世田谷区AR選手権大会
11月7・14・21日（日）　
総合運動場エアーライフル場

世田谷区在住・在勤・在学者（※区ライフル
射撃連盟会員または事前に申込みをしたエアー
ライフル所持者）　 500円　 区ライフル射
撃連盟・高田（ 3487-0832）まで　 各参
加日当日会場にて申込み

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）

宮本三郎、画家としてⅡ：
混沌を貫け、花開く絵筆 1950s-1970s

10月16日（土）～2022年3月13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）

生誕120年 向井潤吉の歩みと作品
─ 向井が愛した家具とともに

10月16日（土）～2022年3月13日（日）

展覧会
清川泰次　線と立体表現

開催中～9月26日（日）

清川泰次　水のある風景と昭和の人々
10月16日（土）～2022年3月13日（日）

《武蔵野の丘径》［埼玉県
比企郡嵐山町］1974年

清川泰次撮影　1939（昭和14）年撮影

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

《假眠》1974年

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

ミュージアム コレクション

［受付日］10月2日（土）・3日（日） 10:00～16:00
［受付場所］創作室　＊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］講堂　10月24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 2022年4月～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）

新型コロナウイルス感染症拡大のため、これま
で隔年で行ってきた絵画展、写真展を応募方法
や開催形態を一部変更し『世田谷区民絵画・写
真展』として、同時に開催します。みなさまから
の力作を心よりお待ちしています。

［募集テーマ］絵画部門：①人物 ②生きもの ③
写生 ④静物 ⑤心象 ⑥年中行事・生活 ⑦その
他　写真部門：自由

［出品規定］絵画：70×80cm以内（額装含む）　
写真：A4サイズ

［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（絵画部
門は15歳以上）

［応募方法］事前に申込書と作品の写真を提出
していただき（11月10日（水）締切）、展覧会直
前に実際の作品を美術館へお持ち込みいただ
きます（12月25日（土）、26日（日））

［展覧会］2022年1月4日（火）～7日（金）
※1月8日（土）～2月末までオンライン公開を予定　
※詳しくは当館HP（公開中）または美術館、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募集要項および申込書をご
覧ください（10月初旬配布開始予定）

令和3年度
世田谷区民絵画・写真展 作品募集

～いい日、いい汗、いい仲間～区民スポーツまつり第57回

総合運動場、大蔵第二運動場10:00～15:00

秋からはじめるラジオ体操
10月1日～31日の間、毎日6:00～6:40（30分間）実施

砧地域　池田児童遊園（船橋地区会館となり）

※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 ）

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

9/28～10/3
サンイチ展 “Monochrome Session 2021” 鈴木写真工房WS グループ展
第一回画家気どり展鎌田絵画サークル 「桂」Kei植物画展2021

10/5～10
Yasufumi　Takano　ただいま。展 第36回サロン・ド・アマツール／世田谷アトリエ会合同作品展

第27回　桂翔会墨彩画展 下山美紀個展「生きてるかたち」
“いのち”輝く～キッズファム財団ファミリーフォトプロジェクト

10/12～17 第31回世田谷児童作品展 ー令和3年ー アトリエトリイ　木曜会　（13日～公開）

10/19～24
美しい日本の野鳥　山田三郎写真展 梗概源氏物語：：香肆きざし乃　本田一写真館　（20日～公開）
水彩画と風景写真の２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）。お問合せは当館総務担当まで

塔本シスコ
《もらったラン、もらったシクラメン》

1996年

建畠覚造《杜・対話 ６》  1999年

企　画　展 
塔本シスコ展　シスコ・パラダイス
かかずにはいられない！人生絵日記

開催中～11月７日（日）　1階展示室

ミュージアム コレクションⅡ
それぞれのふたり 大沢昌助と建畠覚造

開催中～11月21日（日）　2階展示室

小さなお子さまからご年配の方まで誰でも参加できる30種目以上のたのしいプログラムが
いっぱい。家族みんなで参加しよう！
※一部プログラムは事前申込制となっております。申込みや詳細等はHPよりご確認ください

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・イベント

10.17 日

①プログラムは変更となる場合があります。②なるべく公共交通機関をご利用ください。③運動ができる服装・靴でお越し
ください（体育館は室内履き、プールでは水着と水泳帽が必要）④今後の社会情勢の変化によっては、事業を中止とする場合
がございます。⑤詳細はスポーツ振興財団へお問合せください。

注 意 事 項

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
開催中～9/26 アトリエ野ばら　生徒作品展［Art Brut］
10/19～24 60歳からの暮らし事　「糸　 まとう」

※ 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）

初期から最晩年まで、創作
の軌跡を愛用の家具ととも
にご紹介。

洋画家・宮本三郎（1905-
1974）の画業を、年間を通
して2期に分けご紹介。

次回（10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・FAX9.25 SAT 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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