
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　
主催｜公益財団法人せたがや文化財団　世田谷文学館　　特別協力｜株式会社ふらり　一般財団法人パピエ　　企画協力｜株式会社小学館集英社プロダクション
協賛｜株式会社ウテナ　東邦ホールディングス株式会社　　後援｜世田谷区　世田谷区教育委員会

混雑時は入場制限あり　ご来館の際は、事前に当館ホームページにて最新情報をご確認ください
開館時間｜10:00〜18:00（展覧会入場、ミュージアムショップは17:30まで）
休館日｜毎週月曜日（ただし月曜が祝・休日の場合は翌日）・臨時休館期間・年末年始（12月29日〜1月3日）

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館 2階展示室 　開催中〜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

P2詳細は　　 へ

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜2月27日（日）
　　　　  「生誕160年記念　グランマ・モーゼス展 ーー素敵な100年人生」
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

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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本紙は12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。



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。

12月29日（水）～1月3日（月）は年末年始のため休館します。詳細はホームページをご覧ください。　 https://www.setabun.or.jp/

12月29日（水）～1月3日（月）は年末年始のため休館します。

12月29日（水）～1月3日（月）は年末年始のため休館します。

〒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）
［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/
　※世田谷区内在住、在学の小・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12月25日2

外国人スタッフによるいつもの“読
み聞かせ”をパワーアップします。
これまでに参加したことがある人
も、初めての人も、色々な国の言葉
で話す「絵本」をお楽しみください。

６歳以下の子ども10名と保護者先着順／各回　 無料
HPまたは電話にて受付。12月25日（土）10時より

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300点でご紹介す
る大規模個展です。

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　

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。

英語や中国語など、いろいろな言
葉で絵本の読み聞かせをしており
ます。
言葉が分からなくても楽しめま
す。ご希望の方は、窓口スタッフに
お声かけください。

無料　 事前予約不要　※スケ
ジュールは変更になる場合があります

アメリカ合衆国バージニア州アーリントン市には、都立園芸高
校の姉妹校があります。
これまでの交流の様子
やアーリントンの街に
ついてのポスター展示
をご覧いただけます。是
非お立ち寄りください。　

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。

2020年に世田谷区芸術アワード“飛翔”生活
デザイン部門を受賞した美術家／イラストレー
ターの椎木彩子が、約2年かけて創作した絵本

『きいろいカラス』を展示発表します。
会場では、原画約20点のほか、物語の舞台であ
る「カラス山」のジオラマもご紹介します。外出
が叶わない世界
に暮らす人々を
描いた、色彩豊
かな〈今ばなし〉
の 世 界 を お 楽
しみください。　

無料
関連ワークショップ

『きいろいカラス』のアニメーションを
つくろう！
2月6日（日） ①10:00～13:00 ②15:00～18:00
生活工房5F
本展にも登場する「きいろいカラ
ス」の絵を描き、写真を撮って専
用アプリでアニメーションをつく
るワークショップです。お話や簡
単な詩を組み合わせてイメージを広げます。  

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。「ムットーニのからくり劇
場」も同時開催（上映作品「アトラスの回想」「月
世界探検記」「漂流者」）。

一般200（160）円／高校・大学生150（120）
円／65歳以上、小・中学生100（80）円 
※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり　
記念図録『世田谷文学館コレクション図鑑 
2021』を、当館ミュージアムショップにて販売中

（B5判 192p 頒価税込1,650円）

◆ 短歌部門（応募者数49名）

　一席／田村敦子　　二席／長谷川瞳　
　三席／永嶋辰子、石本一美
◆ 俳句部門（応募者数74名）
　一席／椎名迪子　　二席／長谷川瞳
　三席／影山十二香、中川純一
◆ 川柳部門（応募者数103名）
　一席／本多フミ子　　二席／斉田裕子
　三席／森沙恵子、伊藤光世
　特別賞／柏崎澄子、田村智、市原雅子、
　　　　　岩野秀夫、海道勝代、井口惠
◆ 詩部門（応募者数44名）
　一席／土屋春美　　二席／東和郎　
　三席／田村智、辻本純美子
◆ エッセイ部門（応募者数54名）
　一席／尾張恵子　　二席／中村福子
　三席／松本昂幸、金子トシ子

参加者は「監督」となって、1分間のオリジナル
ストーリー（動画）をつくります。iPadとお気
に入りの本やおもちゃを使って、自由に表現
しよう！

本田友美（教育と探求社）、北阪昌人（脚本家）　
小学3～6年生（保護者と2人1組で参加）　
抽選５組　 無料　 世田谷文学館ホーム

ページより申込フォームにてお申込みください。
1月11日12:00　

【持ち物】①お気に入りの本（絵本、図鑑や写真
集など）②お気に入りの人形（ぬいぐるみ、おも
ちゃなど）　※iPadは貸出いたします

「【公式】世田谷文学館 YouTube 
チャンネル」にて、ワークショップ
の様子を配信しています。右記の
ＱＲコードからもご覧になれます。

平尾隆弘、竹内修司（いずれも元文藝春秋）　
どなたでも　 抽選60名　 一般1,000円、

会員500円　 「世田谷文学館友の会」のホーム
ページより「イベントお申し込みフォーム」まで。
あるいは、往復ハガキ（欄外記入方法参照、連名
可、会員は会員証番号も明記）で当館「友の会」
へ　 1月17日（必着）

日本今ばなし
きいろいカラス 

1月8日（土）～3月6日（日）　
1月10日（月·祝）をのぞく月曜休み 

9:00～21:00　3F生活工房ギャラリー

椎木彩子　 小学１年生以上（小学3年生ま
で要保護者同伴）　 各回抽選10名　 500
円　 申込フォームで生活工房へ　

1月23日
 

日本人のライフス
タイルの変化と深
く関わってきた団
地 の 歴 史 と 文 化
を、多様な視点か
ら紐解くセミナー
です。本企画を通
じて、私たちがこ
れから先の未来に創造していきたい暮らしがど
ういったものかを見つめ直します。
◆2月13日（日） 13:00～18:30［途中休憩有］

「団地概論」  照井啓太（団地愛好家）
「メディアとしての団地」  

大山顕（写真家／ライター）
◆2月26日（土） 13:00～18:30［途中休憩有］

「団地と街と暮らしの関係」  
千葉敬介（東京R不動産）

「団地がつくりだした地形」  
饗庭伸（都市計画学者）

◆2月27日（日） 13:00～18:30［途中休憩有］
「団地の共同体と思想」  原武史（政治学者）
「団地と地域社会圏」  山本理顕（建築家）

絵本『きいろいカラス』（2021年／原画）より
「紅葉の手紙」

「神々の山嶺」　ⒸPAPIER

いずれも生活工房5F　
各日申込先着50名　 各日4,000円（オン

ライン決済）　 1月10日10時以降、 申込
フォームで生活工房へ　
※後日WEB上で一部公開を前提に撮影が入ります

 

身近なソーシャルグッドに取り組むゲストを毎回
招いて紹介するトークシリーズ。今回は公開ミー
ティングを行い、今後のゲストを共に考えます。

【企画制作・進行】（株）世田谷社代表 市川徹
千葉晋也（石塚計画デザイン事務所 代表取

締役）、松田妙子（NPO法人せたがや子育てネッ
ト 代表理事）　 どなたでも　 申込先着／
会場10名／オンライン100名　 無料　

申込フォームで生活工房へ

8ミリフィルムを公開しているウェブサイト 
「世田谷クロニクル」収録の映像を、目の見え
る人と見えない人で一緒に鑑賞します。昭和の
ホームムービーに映る、言葉にできないシーン
の数々。撮影や編集の意図からはみでた「エト
セトラ」の時間を楽しみます（手話通訳あり）。

企　画　展 

視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ　
どなたでも　 抽選7名　 無料　
メールか 申込フォームで生活工房へ　
2月9日

 

NHK日本語センターアナウンサーが講師とな
り、丁寧に指導します。
1水曜（午前・午後） 2月2、9、16、23日
作品：堀辰雄著『浄瑠璃寺の春』　 岩井正
2木曜（午後） 2月3、10、17、24日
作品：藤沢周平著『驟

はし

り雨』　 高橋淳之
3金曜（午後） 2月4、11、25日、3月4日
作品：夏川草介著『神様のカルテ』　 金野正人
いずれも生活工房5Ｆ　
午前：10:30～12:30　午後：13:30～15:30

申込先着15名（継続の方で満席の可能性有）
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/

描くひと　谷口ジロー展
開催中～2月27日（日）

2階展示室

企　画　展 

ちかくのとーくvol.00
みんなで話す、世田谷の市民活動のこと

1月23日（日） 14:00～16:00
3F市民活動支援コーナー＆Zoomミーティング

エトセトラの時間 
見えるものと見えないものを語る会

2月23日（水·祝） 14:00～16:30　
Zoomミーティング（オンライン）

対面ワークショップ
ワン・ミニット・ムービー

～オリジナルストーリーをつくろう～
1月30日（日） 13:30～16:30　１階文学サロン

さようなら
安野光雅さん、半藤一利さん
（文学館・友の会共催講演）

2月6日（日） 14:00～16:00
1階文学サロン

第36回世田谷文学賞　入賞者発表
応募総数324名（敬称略）

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
開催中～3月31日（木）　1階展示室

コレクション展

館内展示
米国アーリントンのポスター展示

展示中～1月16日（日）まで　2Fせたがや国際交流センター

外国人スタッフによる絵本の読み聞かせ
毎週木・土・日曜 10:00～16:00

２Fせたがや国際交流センター

絵本の読み聞かせスペシャルイベント
2月19日（土） ①11:00～ ②14:00～

5Fセミナールーム

暮らしの創造
団地文化から考える公・共・私

昭和の団地の暮らし
［UR都市機構］

朗読講座　豊かなことばの世界

▲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）



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。

年末年始休業
12月29日（水）〜1月3日（月）

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）

作・演出 山田由梨　 大西礼芳　田島ゆみか　天野はな　森マリア／明星真由美
 4,300円　一般 4,500円　高校生以下 1,000円 他

※1申込みにつき1公演4枚まで　※高校生以下は当日要証明書提示　
※未就学児入場不可
問 贅沢貧乏（ 050-5243-4685 Mail zeitaku.binbou@gmail.com）

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。

企画・出演 野村萬斎　ゲスト 未定
 5,300円　

一般 5,500円　高校生以下 2,750円（当日要証明書提示）　U24 2,750円
※1申込みにつき2枚まで　※未就学児入場不可

作 W.シェイクスピア　翻訳 河合祥一郎　演出 野村萬斎　
 S席（1・2階席） 5,300円　A席（3階席） 3,300円

一般 S席 5,500円　A席 3,500円　
高校生以下・U24 S席 2,750円　A席 1,750円
※1申込みにつき1席種4枚まで　※未就学児入場不可

出演者等公演の詳細は、決定次第劇場HPでお知らせします

2月27日（日）　世田谷パブリックシアター

野村萬斎がホスト役となり、各分野のスペシャリストをゲストに招いて、多彩なテーマで表現の本質
について探ってきた『MANSAI◉解体新書』が、ついにファイナルを迎えます。2002年の芸術監督
就任後、初の企画としてスタートした人気シリーズ。3月で退任することが発表された野村萬斎が、
芸術監督として最後に贈るメッセージとは――。トーク＆パフォーマンスを、どうぞお見逃しなく！

本公演に向けて作品の進化＆深化をはかる「戯曲リーディング」。
今回上演するのは、シェイクスピアの四大悲劇として有名な『ハム
レット』。野村萬斎演出によるシェイクスピア作品をお届けします。

MANSAI◉解体新書 その参拾弐 完　
「檄」～初心不可忘～

戯曲リーディング 『ハムレット』より
1/22（土）

一般 1/23（日）
発売
開始

1/22（土）
一般 1/23（日）

発売
開始

Ⓒ江森康之

2月24日（木）　世田谷パブリックシアター

 応募・参加歴のある団体を対象に募集をいたします。 ▶︎ 1月7日（金）締切。詳細は劇場HPをご覧ください。『フリーステージ2022』参加団体募集 ！

2/27

18 30:

日程
1月７日（金）①10:30～12:30　②15:30～17:30　進行役：青山公美嘉
1月９日（日）③10:30～12:30　④15:30～17:30　進行役：富永圭一
対象 未就学：こども1名と、その保護者1名の2人1組での参加可。
小学１年生以上の方：小学校１年生以上ならどなたでも、お1人での参加可。
定員 各回10人　※先着順に受付　※別日であれば、複数回お申込み可
参加費 1人500円　問 世田谷パブリックシアター 学芸　 5432-1526

2日間開催の年始デイ！
みんなで新年のあいさつをして、楽しく「えんげきはじめ」をします。

どんな方でも大歓迎。稽古場ではじめましての方々と、新年のスタートに演劇しませんか？

1日限りの「演劇＆劇場」体験ワークショップ

ダンス
笠井叡新作ダンス公演　ポスト舞踏公演
『牢獄天使城でカリオストロの見た夢』

3/3（木）
〜6（日）

世 田 谷 パブリックシアター

2/5  6   7   8   9   10   11   12   13

13 30:
14 00:
18 30:
19 00:

休
演

＝終演後アフタートークあり

演出・振付 笠井叡　 山田せつ子　大森政秀　山崎広太　笠井瑞丈　上村なおか　鯨井謙太郒
笠井叡 他　  A席（1・2階席） 4,800円　一般 A席 5,000円　B席（3階席） 4,000円　
U24 A席 4,000円　学生 A席 3,500円（当日要証明書提示）
※一般、学生は当日各500円増　※未就学児入場不可
問 ハイウッド（ 6302-0715　平日10:00～18:00　
Mailhiwood.info@gmail.com）

3/3 4   5   6

14 00:
19 00:

 1/13（木）
一般 1/14（金）

発売
開始

11月号にて掲載しておりました、アーツカード先行発売、一般発売は延期となりました。
詳細が決まりましたら、公式HP（ https://zeitakubinbou.com/）にて改めてお知らせいたします。

演  劇 贅沢貧乏『わたし（たち）のアジール』2/5（土）
〜13（日）

シアタートラム

デイ・イン・ザ・シア
ター
～年始のえんげきはじめ編～

劇場HPまたは
QRコードより

お申込みください

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

せたおん 検索

32021年12月25日

石丸謙二郎（お話）　池辺晋一郎（お話）　
北川桜（ヨーデル）　葛西レオ（トランペット／法螺貝）　
大山大輔（バリトン） 他

箱根八里　アルプスの狩人
すべての山に登れ 他

 3,600円　一般 4,000円　 　
※未就学児入場不可

円光寺雅彦（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
池辺晋一郎：星をかぞえる（2019年委嘱作品・世界初演）

グリーグ：組曲《ペール・ギュント》より「朝」「ソルヴェイグの歌」 他
チャイコフスキー：バレエ「白鳥の湖」より第2幕「情景」 他

一般 1,500円　高校生以下 1,000円　 　※未就学児入場不可

応募締切 1月31日（必着）
応募資格・ 世田谷区に在住または在学の

高校2年生（2022年4月時点）
以下であること

　　　　（パートにより年齢制限に相違有り）
　　　 ・あいさつができること 他
選考方法 書類審査、実技オーディション

コントラバスはオーケス
トラの中で最も低い音
域を担当し、縁の下の力
持ちとしてオケ全体を支
えています。どっしりと
音楽を支え、時には主
役としてメロディを歌う、
深みのある優しい音色
が魅力です。私はSJOで演奏していく中で
様々な事を学び、コントラバスをもっと好
きになり、演奏技術も上がったと思いま
す。コントラバスに興味を持った方、この
パートで演奏してみませんか？ きっとコン
トラバスの魅力にはまっていきますよ。

僕はトランペットを演奏
しています。この楽器
は、金管楽器の中で
もかなり高い音を出せ
るので、金管セクショ
ンはもちろんのこと、
オーケストラ内の演
奏でも目立つことが
多いので、見どころがたくさんあると思
います。僕は、トランペットを吹いて、人
の積み重ねを実感しました。オーケスト
ラは、たくさんの楽器や人が積み重なっ
て演奏されます。ぜひ、SJOのメンバーと
なって、一緒に演奏をしませんか！

                  

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

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。

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

せたおん音楽監督、池辺晋一郎による企画シリーズ。都会
に暮らす人々も、自然を楽しんでストレス解消できる「山の
ぼり」は、いつでも人気のレジャーのひとつ。今回は、「山と
音楽」をテーマに、ゲストの石丸謙二郎さんとともに、山の
魅力と音楽のつながりに迫ります。

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）が世田谷区を飛び出
し、初めてミューザ川崎で演奏会を行います！ 新型コロナウ
イルス感染症により活動が制限されたこの2年間を乗り越
え、指揮者 円光寺雅彦先生との再共演を果たします。
必聴です！

SJOでは、音楽をともに奏でる仲間を募
集します。オーケストラの一員となって、
一緒に音楽を創り上げませんか♪

異｜分｜野｜と｜の｜コ｜ラ｜ボ｜レ｜ー｜シ｜ョ｜ン

お 話 と 音 楽 で つ づ る

山と音楽

石丸謙二郎 北川桜

池辺晋一郎
©東京オペラシティ文化財団

撮影：武藤章

せたがやジュニアオーケストラ
第12回定期演奏会

2022年度 団員募集！

1/24（月）発売
開始

17:303.28mon ミューザ川崎シンフォニーホール

奥富咲月
（コントラバス・
高校2年生）

中林稀一
（トランペット・
中学1年生）

3月5日 15:00 成城ホール土 （小田急線 成城学園前駅）

（JR川崎駅）

詳しくはSJOの
ホームページをご覧ください。
https://s-j-o.jp/

2/24

19 00:



入館の際の注意事項

12月29日（水）～1月3日（月）は年末年始のため休館します。

　
〒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　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）

※世田谷区内在住、在学の小・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  ●世田谷美術館分館世田谷美術館
ART

問合せ先

再生紙を使用しています
2021年12月25日4

一般1,600円／65歳以上1,300円／高校・
大学生800円／小・中学生500円 　
※障害者割引あり　

アメリカの国民画家といわれるグランマ・ 
モーゼス。農場の主婦であった彼女は70歳を
過ぎてから絵筆をとり、農場をとりまく風景
や生活を素朴な筆致で描いた作品により人気
作家となり
ま す。101
歳で亡くな
る年まで描
き続けたそ
の生き方を
ご紹介しま
す。

日時指定券ご購入のお願い  ※詳細HP参照　
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。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。

《おうちで100円ワークショップ》
「箱の中のカントリーライフ」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00 創作室
小 さ な 箱 に グ ラ ン マ・ 
モーゼスの作品のようなカ
ントリースタイルの部屋や
ランドスケープを作ること

のできる簡単な工作キットを販売します。
キット内容：名刺大の箱の展開図のシート、カー
テン、壁紙、木や植え込みなどの材料

どなたでも　 1個100円

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

ミュージシャンでもある大竹伸朗。実験的な
音楽も手がけたデュビュッフェ。自ら作曲して
楽譜も出版したルソー。不
思議な楽譜を作品に描い
たヴェルフリ。レコード・
ジャケットをデザインした 
ラウシェンバーグなど。音
楽と美術をテーマに、新た
な視点で収蔵品をご紹介し
ます。

2021年10月5日、6日
に世田谷美術館で開催し
た、国際コラボの能公演

「夢の解剖――猩々乱」の
映像を期間限定で有料
配信。演出はルカ・ヴェジェッティ、
出演は長山桂三（シテ）、観世銕之丞

（地謡）、大倉源次郎（小鼓）ほか。詳
細は右のQRコードより。

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 5450-9581

http://www.mukaijunkichi-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

向井潤吉の80年におよぶ画
業を初期から晩年までの作品
で通覧するとともに、愛用の
家具や調度品を特集し、木工
作家・林二郎や民藝運動家の 
吉田璋也などをご紹介します。

トサルをお楽しみいただけます。
個人参加型フットサル運営企業「カルチョ」
高校生相当以上　 先着20名　
1,000円（当日払い）　
1月14日16:00（必着）　※詳細はHPへ

体組成測定会
1月23日（日） 10:00～12:00

千歳温水プール　集会室

体組成の測定、測定結果の解説、健康相談
どなたでも　 無料　 当日受付　

1回来場ごとに1スタンプ。5スタンプでゴルフ
打席料またはトレーニングルーム入場料が無料! 　

2022世田谷ジュニアアカデミー＆カレッジ
2月上旬から新規申込受付開始！

※詳細は本紙1月25日号（1面）に掲載

 レディースフットサル体験会
2月8日・15日　毎週火曜　

10:00～11:30（全2回）　J&Sフィールド
高校生相当以上の女性　 先着30名
3,150円

 スポーツ観戦デー（バスケットボール）
アルバルク東京VS千葉ジェッツ

2月5日（土） 17:05 試合開始
2月6日（日） 15:05 試合開始
国立代々木競技場  第一体育館

区内在住の小中高生とその家族　 合計50
名（抽選）　 無料　 1月4日 10:00（必着）

 第47回　区民元旦あるこう会 
1月1日（土·祝）

事前申込制として、12月1日より募集してい
ます。定員に達していない場合のみ12月27日
まで申込可能です（HPからのみ）。

先着800名　 無料　※詳細はHPへ

お正月特別開館
1月1日（土·祝）～3日（月） 9:00～17:00　

総合運動場温水プール、千歳温水プール（一部）

※12月29日～31日は休館します
※千歳温水プールはプール休場中のため、健康
運動室とトレーニングルームのみ開館します

3施設合同スタンプカード
～スタンプを集めて施設利用券をもらおう！～
1月4日（火）～2月20日（日）　総合運動場体育館、

総合運動場温水プール、千歳温水プール

1回券でスタンプ2個、1時間券でスタンプ1個　
小学生以上　

※詳細はHPまたは館内ポスターをご確認くだ
さい

 「スポーツ振興財団」×「カルチョ」
～個サル開催～

1月15日（土） 19:10～20:50　J＆Sフィールド

個人参加型フットサル【個サル】を開催いたし
ます。未経験者から経験者まで老若男女どなた
でも楽しんでいただくため各カテゴリー分け
をして実施いたします。自分のレベルにあった
カテゴリーでプレーができ、安全・安心にフッ

 親子スイミングレッスン 
1月15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　 先着各15組（30
名）　 1,100円（別途施設利用料）　

 ベーシック4泳法スイムレッスン
1月5日～2月16日　毎週水曜 11:00～11:50

（全7回）　総合運動場温水プール

高校生相当以上　 先着20名　 5,600円　

 はじめようスイミング太子堂コース
2月8日～3月29日　毎週火曜 10:00～12:00

（全8回）　太子堂中学校温水プール

18歳以上　 先着30名　 8,000円　
太

 ジュニア水泳教室太子堂コース
1月28日～3月25日　毎週金曜 

16:30～18:00（全8回）　※除外日あり
太子堂中学校温水プール

小学生　 先着30名　 6,400円　 太

第71回世田谷区民体育大会
■卓球競技
2月5日（土）・6日（日）　総合運動場体育館

区内在住・在勤・在学者　 500円／人　
世田谷区卓球連盟（ https://sttf.jp/）

1月4日（必着）　
■スキー競技（兼都民大会予選会／第38
回世田谷オープンスキー大会）

1月23日（日）　菅平高原パインビークスキー場
区内在住・在勤・在学者　 2,000円／人
世田谷区スキー協会（ 090-5776-4301）

第46回世田谷区スキー選手権大会
1月22日（土）　菅平高原パインビークスキー場

区内在住・在勤・在学者（学連登録者を除く）　
大回転　3,000円（18歳以下1,500円） 他
世田谷区スキー協会（ 090-5776-4301）

 第31回 世田谷区小学生
ドッジボール大会

3月13日（日） 8:50～　総合運動場体育館

1チーム3,500円　 1月19日（必着）　
※実施種目、定員数等の詳細は申込ページをご
確認ください
※代表者会議を2月15日（火）に開催予定（参加
団体には後日通知）

スポ・レクネット基礎講習会
1月23日（日） 9:00～17:10　

総合運動場陸上競技場多目的室 　
①スポ・レクネットに登録（更新）を希望され

る原則20歳以上の方（全5科目必修）②地域で活
動されているスポーツ指導者、地域スポーツの
活動に興味のある方　 ①、②合わせて抽選36
名　 ①2,400円（スポ・レクネットへの新規登
録の際には、登録料600円が別途必要）②1科目
600円　 1月6日（必着）

展覧会
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
開催中～3月13日（日）

展覧会
清川泰次　水のある風景と昭和の人々

開催中～3月13日（日）

清川泰次撮影
　昭和15（1940）年

《冬ざれ》
［愛知県豊川市御油町］

1946～1957年頃

《（梅林 熱海）》
1970年頃

ミュージアム コレクション

宮本三郎記念美術館

1月4日（火）～7日（金） 10:00～18:00　
区民ギャラリーA・B　 無料

令和3年度
世田谷区民絵画・写真展

展覧会 1月8日（土）～2月27日（日）　
インターネットにおいて展示作品を動画紹介　※上記QRコードより

〠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/

洋画家・宮本三郎の画業を、
年間を通して2期に分け、その
後半部をご紹介。戦後、表現
者としての葛藤を経て、円熟
の晩年期へと転換してゆく道
筋をゆっくりと辿ります。

慶應義塾大学経済学部で学んだ清川泰次
は、在学中、写真部に所属し、熱心に写真
の研究に取り組んでいました。本展では、
清川が昭和初期に撮影したモノクロ写真
から、旅先などで水辺の景色や人々を美し
く捉えた写真の数々をご紹介します。

清川泰次記念ギャラリー

展覧会
宮本三郎、画家としてⅡ：

混沌を貫け、花開く絵筆 1950s-1970s
開催中～3月13日（日）

映像作品「夢の解剖――猩々乱」
期間限定有料配信

配信期間：配信中～3月31日（木）

《家のクリスマス》1946年
　個人蔵（ギャラリー・セント・エティエンヌ、ニューヨーク寄託）

© 2021, Grandma Moses Properties Co., NY

※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

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。

 大蔵第二運動場スタンプカード
1月４日（火） ～2月28日（月）

1月中旬から募集開始予定
※詳細は、本紙1月25日号に掲載

障害児運動教室補助指導員募集

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

1/4～7 令和3年度　世田谷区民絵画・写真展
1/10～16　休館日：11日（火）第３回環境書道展「いのちの木」　※公開は1/12（水）から

1/18～23 令和3年度世田谷区立中学校生徒作品展覧会
※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

企　画　展 

生誕160年記念
グランマ・モーゼス展
――素敵な100年人生

開催中～2月27日（日）
1階展示室

ミュージアム コレクションⅢ
ART / MUSIC

わたしたちの創作は音楽とともにある

開催中～4月10日（日）　2階展示室

アンリ・ルソー
《フリュマンス・ビッシュの肖像》1893年頃

撮影：今井智己

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

スポーツ教室

イベ ント

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
開催中～12/26 有賀忍クリスマス個展

1/4～9 ブルーフェアリー作品展2022
※公開は1/5（水）から

1/10～16 楽書展　※1/11（火）は休館日
※公開は1/12（水）から

1/18～23 乙女たちの好奇心

1/25～30 祖師谷陶房有志 三人展　
※公開は1/26（水）から

※ 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（1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・FAX12.25 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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