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　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜9月4日㊐
　　　　  「こぐまちゃんとしろくまちゃん　絵本作家・わかやまけんの世界 」
　　　　  各料金より100円割引　※本券を世田谷美術館窓口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、当日窓口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
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公益財団法人 せたがや文化財団　　　　  世田谷区太子堂4-1-1   ☎︎5432-1501  HP https://www.setagaya-bunka.jp
公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団  世田谷区大蔵4-6-1　   ☎︎3417-2811  HP https://www.se-sports.or.jp

発行・編集

　本紙は8月17日時点の情報です。新型コロナウイルスの影響により掲載内容が変更となる場合があります。
　ホームページ等で最新の情報をご確認ください。マスク着用、施設入口での検温等の各事業部が実施する感染防止策にご協力をお願いします。

5432-1548 （10:00〜19:00）
せたがやアーツカード 検索

入会金・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！

世田谷パブリックシアター開場25周年を記念し、
主催公演にアーツカード会員の皆様をご招待！
このほか、バックステージツアーなど、
開場25周年記念企画を開催中です。
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世田谷文学館

せたがや国際交流センター

生活工房

〒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）　 Twitter @SETABUN　 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、夏休み期間、「コレクション展」の観覧料は無料です。詳細はホームページをご覧ください

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1　キャロットタワー2F　開館時間｜10:00〜18:00　休館日｜毎週月曜日
☎5432-1538　 5432-1570　 https://crossing-setagaya.com

Facebook @crossingsetagaya2020　 Instagram @crossingsetagaya　 Twitter @crossing_setaga

〒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
Twitter @setagaya_ldc　 info@setagaya-ldc.net　 https://www.setagaya-ldc.net
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多彩な作風で幅広いファンを持つ漫画家・山下和美。代表作
『天才 柳沢教授の生活』を人間愛に満ちた眼差しで描き、『不思
議な少年』では、人間とは何かを問いかけてきました。2021
年、世界と断絶した山村を舞台にした長編『ランド』で第25回 
手塚治虫文化賞マンガ大賞を
受賞しています。
本展では、これらの作品のほ
か、『数寄です！』『続・数寄で
す！』『世田谷イチ古い洋館の
家主になる』『ツイステッド・
シスターズ』の原画を展示。あ
わせて、柳沢教授のモデルと
なった父と漫画家だった姉た
ちの資料や、デビュー前の作
品も初公開。約150点の作品
と資料により、山下和美の作
品世界に迫ります。
￥ 無料

世田谷文学館は、2020年に開館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ご
紹介する「セタブン大コレクション展」の後期展示です。同時
開催の「ムットーニのからくり劇場」では「サーカス」（作家蔵 原
作：中原中也）を特別上演。

外国人の方、日本人の方、やさし
い日本語でおしゃべりをしながら
一緒に歩きませんか。“九品仏”の
呼び名で親しまれている「九品山
唯在念佛院浄真寺」と宮本三郎記
念美術館を訪ねます。
世田谷ならではの歴史や芸術にも
触れるチャンス！秋を先取りしま
しょう。
定 抽選32名
￥ 1,000円（中学生以下500円）
申 電話（10:00〜18:00）または
申込フォームで　締 9月15日

外国人の方などに早く正しい情報を伝える手
段として「やさしい日本語」が注目されていま
す。みなさんも易しくて優しい日本語への書き
換えを体験してみませんか。

「やさしい日本語」を使ってニュースを配信し
ているNHK「NEWS WEB EASY」で、記事の
書き換えを担当している山屋頼子氏を講師にお迎えします。
講 山屋頼子　
定 申込先着40名　
￥ 500円（中学生以下無料）
申 8月25日より電話（10:00〜18:00）または 申込フォームで

￥ 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）
※9月11日㊐は65歳以上無料

￥ 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

日本の近代詩を代表する詩人、萩原朔太郎。世田谷は朔太郎が
晩年を過ごした土地です。没後80年を記念して全国52館の施
設で横断的に開催される「萩原朔太郎大全2022」の一環とし
て、当館でもこの不世出の詩人に新たな光を当てます。
※エリス俊子（比較文学者）による企画展関連オンライン講演会を10月30日㊐
14:00〜15:30に開催予定。詳細は文学館ＨＰへ
￥ 一般900（720）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

　

「ティンガティンガ」は6色のペンキを使って描かれるタンザニ
ア発のポップアートです。創始者であるエドワード・サイディ・
ティンガティンガ氏が道端で描き始めたことに由来します。そ
して、タンザニアの大使館は世田谷区内にあります。夏休み期
間中に、用賀小学校の児童が、子ども大使として大使館を訪れ
た様子も含めて展示をします。
￥ 無料

展覧会メインビジュアル

『天才 柳沢教授の生活』©山下和美 

漫画家・山下和美展
ライフ・イズ・ビューティフル
開催中～9月4日㊐　１階文学サロン

コレクション 展

企 画 展

シ ー ズ ン 展 示

講 座

多文化理解講座　― 第5回 ―
「やさしい日本語」で伝えてみよう

10月8日㊏ 14:00～16:00　5Fセミナールーム

タンザニアの現代アート
「ティンガティンガ」と子ども大使展

9月3日㊏～11月30日㊌　2Fせたがや国際交流センター

やさしい日本語でまち歩き
10月22日㊏ 13:00～16:00頃 
集合：九品仏まちづくりセンター前

開館２５周年記念　セタブン大コレクション展 PARTⅡ
山ありてわが人生は楽し
開催中～9月11日㊐　1階展示室

展 示交 流

予告  月に吠えよ、萩原朔太郎展
10月1日㊏～2023年2月5日㊐　2階展示室

予告  下北沢猫町散歩
10月1日㊏～2023年3月31日㊎　１階展示室

“履けない”クツ屋さんが
生活工房内に期間限定
オープン！ ショー・ウィ
ンドウのようなガラス張
りのギャラリー空間に、
くつクリエーターの靴郎
堂本店（佐藤いちろう）に
よる、ガムテープと新聞
でできた履物を約300足、陳列中です。くつの構造や仕組みも解
説し、私たちの生活の足もとを紐ときます。
併設のクツ工房では、不定期で在廊予定の靴郎堂本店が、来場
者と一緒にクツを制作。新作が会場に順次ディスプレイされて
いきます。遊び心あふれるウィンドウ・ショッピングに、連れ立っ
ておでかけください。　￥ 無料
※1面もご覧ください　※作家在廊日は、生活工房HPや展示会場でご案内しています

「せたがやアカカブの会」は、ウェブサイト
「世田谷クロニクル」で公開中の映像をス
クリーンに投影して一緒にじっくり向き
合いながら、それぞれが映像から想起し
たことを語り合う小さな集いの場です。
今回上映する映像は1961年8月に撮影
された『東京転勤』。福岡県大牟田市から 
世田谷区への転勤を記録したホームムービーには、どこかの飛
行場も写っています。またハガキで前もって募った、映像にま
つわるエピソードも当日ご紹介します。
定 当日先着15名　￥ 無料　申 不要、直接会場へ

「エトセトラの時間」は、障害の有無にかかわらず、見える人も
見えない人も一緒に、ウェブサイト「世田谷クロニクル」で公開
中の映像をオンラインで囲み、対話するプログラムです。
無音の映像を囲みながら交わす言葉は、視覚情報を伝えるため
の「音声ガイド」とは異なり、個々の記憶を呼び覚まし、それぞ
れの視点が交差するユニークな鑑賞体験へと誘います。また参
加者それぞれが映像を読み上げた声や言葉を用いて、現在公開
している映像解説をつくりなおします（手話通訳あり）。
講 視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ　定 抽選8名　
￥ 無料　申 申込フォームで生活工房へ　
締 ①9月26日、②11月9日、③12月3日　

『東京転勤』
（1961年8月、自宅[福岡県]、

自宅[上町]、横浜港）

常盤平団地のスターハウス　©照井啓太

シュー・ウィンドウ
靴を紐とく展覧会
開催中～10月16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

穴アーカイブ:an-archive
せたがやアカカブの会vol.32
9月17日㊏ 14:00～15:30　生活工房5F 

穴アーカイブ:an-archive
エトセトラの時間　見えるものと見えないものを語る会
①10月10日㊊㊗・②11月23日㊌㊗・③12月17日㊏ 
各日14:00～16:30 

企 画 展

アーカイブ 映 像 公 開 中

イベ ント オンライン ・ プ ロ グ ラム（ Z o o mミーティング ）

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、6人のゲストと
ともに多様な視点から紐解いたセミナーの記録動画を公開しています。
ゲスト：照井啓太［団地愛好家］、大山顕［写真家／ライター］、千葉敬介［東京R不動産］、
饗庭伸［都市計画学者］、原武史［政治学者］、山本理顕［建築家］

暮らしの創造　団地文化から考える公・共・私

©一般社団法人
アフリカン

アート支援機構

昭和30〜50年代にかけて一般家庭に普及した映像メディア、8ミリフィルム——。2015年に始
動した「穴アーカイブ」プロジェクトは、そうした市井の人々が記録し、家庭に眠ったままの映像
の収集・デジタル化を経て、その利活用を通して「想起・想像すること」の価値を再発見する活
動を展開中です。プロジェクトを通じて収集した全84巻の映像は、ウェブサイト「世田谷クロニク
ル」にて公開中です。　【企画制作】remo[NPO法人記録と表現とメディアのための組織]

ウェブサイト
「世田谷クロニクル」

   穴アーカイブ:an-archiveとは？

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。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）
世田谷パブリックシアター友の会　 車椅子スペース（定員あり・要予約） 　 区制90周年

記念事業託児サービス（定員あり・要予約）　 高校生以下割引（当日要証明書提示）　※各サービスの詳細は劇場HPをご確認ください
3凡例：出 出演　講 講師　対 対象　定 定員　￥ 料金　申 申込み　締 締切　問 問合せ先　 HP ホームページ　  メール

出 街角マチコ（テルミン）　
シーナアキコ（ピアノ、その他）
￥ 自由席　無料
申〈先着順・受付中〉
せたおんホームページから
オンライン申込み

テルミン

さわらないのに音が出る、不思議
な楽器テルミンのライブ。8/4に
開催された三茶公演は大好評で
した。そのユニークで、あたたか
い音の世界をお楽しみください。

「まちかどテルミン」
街角マチコの

夕暮れコンサート

（火）17:00
8.30 鎌田区民センター

（東急バス・小田急バス 
 砧南中学校前バス停）

街角マチコ

©Pascale Cholette

作 松田正隆　演出 栗山民也
出 田中圭　西田尚美　山田杏奈　
尾上寛之　松岡依都美　粕谷吉洋　
深谷美歩　三村和敬
￥  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 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

自身の生まれ育った長崎を舞台に、複雑な家族の心情
を細やかに描き出した松田正隆の読売文学賞受賞作
を、日本を代表する演出家・栗山民也が、実力派俳優
陣とともに立ち上げます。

『夏の砂の上』

金管アンサンブル©鈴木義明
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作トレーシー・レッツ　演出 詩森ろば　翻訳 佐藤澄子　
出 神野三鈴　安西慎太郎　加藤虎ノ介　内藤慈　脇田康弘
￥  6,300円　一般 6,500円　学生 4,000円　障害者割引 3,000円　
※学生・障害者割引はserial numberのみ取扱い　※未就学児入場不可
問 serial number（ bug@serialnumber.jp　当日問合せ：☎070-3602-4357）

演  劇

シ ア タ ー ト ラ ム

11/4㊎〜13㊐ serial number08『Bug』

11.3（木・祝）
15:00

成城ホール
（小田急線 成城学園前駅）

クラシックピアノとドラムという、
めずらしいデュオが繰り広げる音
楽表現は、新鮮かつ楽しい驚きの
連続。二人の録音によるアルバム
は高い評価を得ました。クラシッ
クの名曲たちが新たな魅力で迫
ります！

出 三舩優子（ピアノ）　堀越彰（ドラム）
曲 デ・ファリャ：火祭りの踊り
ラヴェル：道化師の朝の歌
シベリウス：フィンランディア Op.26 他
￥  3,600円　一般 4,000円　 　※未就学児入場不可

室 内 楽
シ リ ー ズ

 9/3㊏
一般 9/4㊐発売開始

ア
ノ
ピ

と

ド
ラ
ム
の
演
響

世田谷美術館 ミュージアム コレクションⅡ 関連企画

トーク＆ライブ！

（土）
15:0010.22 世田谷美術館 講堂

（東急田園都市線 用賀駅）

（日）（日）
14:0014:0010.3010.30

世田谷美術館で開催中の「荒井良二のアールぶるっと！」
展に関連した音楽イベントです。絵本作家にとどまらな
い、荒井良二さんによる展覧会にまつわる楽しいトーク
と演奏で、心がぶ

・

る
・ ・ ・

っと震えるステキなひとときをお届
けします。

出 荒井良二 他　
￥ 一般 2,000円

（2階展示室チケット付き）　 　
※未就学児入場不可

「「マツケンサンバマツケンサンバ」」をを
大分析！大分析！ 10.1（土）

17:00
烏山区民会館ホール
（京王線 千歳烏山駅）

『マツケンサンバⅡ』はホントはサンバじゃ
ない？！ あの国民的大ヒット曲を、作曲者の
アキラ所長が自ら解説！ ヒットの秘密はど
こに？  “本場のサンバ”って何？ 独自の研究成
果をユーモアあふれるトークでお届けしま
す。あなたの音楽の楽しみ方が変わるかも！

出 宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）
三沢またろう（パーカッション）
玉川美沙（ラジオパーソナリティ）
ダイナマイトしゃかりきサ～カス
￥  3,500円　一般 4,000円

　※未就学児入場不可

#14

宮川彬良宮川彬良のの
せたがや音楽研究所せたがや音楽研究所

作曲者
自ら

作フェルナンド・アラバール　翻訳 田ノ口誠悟　
上演台本・演出 生田みゆき
出 岡本健一　成河
￥ 6,700円　一般 7,000円　
高校生以下・Ｕ24 3,500円　
※１申込みにつき１公演4枚まで　
※未就学児入場不可

〈区民招待対象公演〉
詳細は劇場HPをご覧ください

演出・振付・出演 カンパニーXY　振付・コラボレーションアーティスト ラシッド・ウランダン
￥ 3,700円　一般 4,000円　高校生以下・Ｕ24 2,000円
※1申込みにつき１公演4枚まで　※6歳以上推奨、未就学児もご入場いただけますが、静かなシーンが
ございます　※3歳以下は保護者膝上鑑賞時無料。未就学児の入場は保護者の同伴が必要です

注目の若手演出家・生田みゆきがシアタートラムに初登場。
絶海の孤島を舞台にした不条理劇の傑作を、岡本健一、
成河の豪華競演でおおくりします。どうぞご期待ください。 大空を飛び交うムクドリの群れのように、滑らかに連なり、宙を

舞って、19の身体のみで美しい情景を描き出すーー。芸術性の高
いアクロバットで世界中を魅了するカンパニーXY待望の最新作！

『建築家とアッシリア皇帝』
『Möbius／メビウス』

世田谷アートタウン2022関連企画
カンパニーXY with ラシッド・ウランダン

 9/24㊏
一般 9/25㊐発売開始  9/10㊏

一般 9/11㊐発売開始

原作 ルイージ・ルナーリ　 上演台本・演出 白井晃
出 仲村トオル　田中哲司　渡辺いっけい　朝海ひかる
￥ S席（1・2階席）  7,300円　
一般 S席 7,500円／A席（3階席） 5,500円　
高校生以下・Ｕ24 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

『住所まちがい』
11月3日㊍・㊗〜20日㊐　

世田谷パブリックシアター

作 デヴィッド・アイヴズ　翻訳 徐賀世子　演出 五戸真理枝　出 高岡早紀　溝端淳平
￥  6,700円　一般 7,000円　トラムシート 6,300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4枚まで　※未就学児入場不可

人間が持つ根源的な欲望を描いたスリリングな
二人芝居に、新鋭・五戸真理枝が挑む。高岡早紀、
溝端淳平による理性と欲望渦巻く男女の駆け
引きを、ぜひ劇場でご覧ください。

『毛皮のヴィーナス』

宣伝美術：秋澤一彰
宣伝写真：山崎伸康

9月26日㊊〜10月9日㊐　
世田谷パブリックシアター

10月21日㊎〜23日㊐   世田谷パブリックシアター

11月21日㊊〜12月11日㊐   シアタートラム

8月20日㊏〜9月4日㊐　シアタートラム

せたがやジュニアオーケストラせたがやジュニアオーケストラ

今年の秋も、せたがやジュニアオーケストラのアンサ
ンブル演奏をお届けします。オーケストラとは違う、ア
ンサンブルならではの魅力がたっぷり詰まったプログ
ラムです。個々の楽器の音色をぜひご堪能ください♪

出せたがやジュニアオーケストラ
〈弦楽・木管・金管・打楽器〉アンサンブル

曲〈弦楽〉レスピーギ：リュートのための古風な舞曲と
アリア 第3組曲　〈金管打〉酒井格：たなばた 他　
￥ 一般 500円　 　※未就学児入場不可

烏山区民会館ホール烏山区民会館ホール
（京王線 千歳烏山駅）（京王線 千歳烏山駅）

荒井良二

撮影：若木信吾
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プレビュー公演　
視覚障害者のための舞台説明会あり

＝終演後アフタートークあり
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＝記録用収録のため客席にカメラが入ります　＝貸切公演

　＝終演後ポストトークあり
登壇予定者：11/25㊎19:00　生田みゆき、白井晃
　　　　　　11/30㊌14:00　生田みゆき、岡本健一、成河
　　　　　　12/8㊍  14:00　岡本健一、成河、白井晃 他

荒井良二の

発売開始  9/24㊏
一般 9/25㊐

演劇ワークショップは人と人とが集い、互い
に尊重し合うなかで頭と身体を使う場です。
おしゃべりしながらみんなでわいわい過ご
しているうちに、劇場や演劇が今までよりも
ちょっと身近になる……かもしれません。日程 9/17㊏ ①13:00～15:00 ②17:00～19:00　

進行役 大西由紀子（NPO法人演劇百貨店）　
問 世田谷パブリックシアター学芸　☎5432-1526

デイ・イン・ザ・シアター
～へんしん!?顔ハメ ハメハメハー♪編～

密閉、密集、密接回避。手洗い、換気、距離をとる。
感染予防対策をしながら注意深く行います。

※申込みは9/1㊍10:00からとなります　※詳細・お申込みは劇場HPをご覧ください

1 日 限 り の「 演 劇 ＆ 劇 場 」体 験 ワ ー ク シ ョ ッ プ

撮影：山崎伸康

宣伝写真：二石友希

8/26㊎発売開始 9/5㊊発売開始

堀越彰三舩優子　
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＝収録のため客席にカメラが入ります　＝貸切公演

＝終演後ポストトークあり　
登壇者：11/11㊎19:00　松田正隆、白井晃

©武藤章

弦楽アンサンブル 打楽器アンサンブル

10/21 22   23   
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　＝終演後ポストトークあり
　＝収録のため客席にカメラが入ります

8/25 9/126   27   28   29   30    31  2   3   4 
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＝貸切公演

＝終演後ポストトークあり　

休
演

休
演

登壇予定者： 8/30㊋14:00
五戸真理枝、高岡早紀、溝端淳平

＝記録用収録のため客席にカメラが入ります

宮川彬良　©Daisuke宮川彬良　©Daisuke

                  

〒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）
info@setagayamusic-pd.com　 HP 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

せたおん 検索音楽事業部

世田谷パブリックシアター
〒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　FAX 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）
　HP https://setagaya-pt.jp　 チケット予約・購入はコチラから ▶

チケットの申込み

Facebook @setagayasetaon
               @setaon_musicTwitter



2022年8月25日4 凡例：出 出演　講 講師　対 対象　定 定員　￥ 料金　申 申込み　締 締切　問 問合せ先　 ホームページ　  メール
再生紙を使用しています

次回 9月25日号は「区のおしらせ」に折り込まれます

問合せ先： 総運 総合運動場  ☎︎3417-4276  3417-1734　 総プ 総合運動場温水プール  ☎︎3417-0017  3417-0013　
千歳 千歳温水プール  ☎︎3789-3911  FAX 3789-3912　 大二 大蔵第二運動場  ☎︎3416-1212   FAX 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　 事業 事業係  ☎︎3749-1090（臨時）

区制90周年
記念事業

〒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、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  ●世田谷美術館分館
世田谷美術館

HP ：当財団ホームページから申込み（要登録）
※ハガキ・FAX申込（要事務手数料220円）をご希望の方は、下記❶〜❼を明記の上、スポーツ振興財団（右上参照）へお送りください。
 ❶イベント名  ❷氏名（フリガナ）  ❸住所  ❹電話番号  ❺生年月日  ❻性別  ❼学年（記載が必要な場合のみ）

その他 ：記事内又はHP参照

9:00 START
8.25申込方法 新型コロナウイルス感染症の影響により、教室・大会

が中止となる場合があります。

※ 個人情報は目的以外に使用することはありません

〒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

2011年に60歳の若さで亡くなった 
宮城壮太郎（1951-2011）は、世田谷
にも居を構え、デザイナー、デザイン・
コンサルタントとして活躍しました。
本展では宮城の幅広い仕事を検証し、
現代生活のなかでのデザインの可能
性を探ります。

チケット情報  　
●企画展では、展示室内の混雑を避けるため「日時指
定券」を販売いたします（宮城壮太郎展は9月1日より
発売予定／オンライン・クレジット決済またはd払い）
●オンラインでのご購入が難しい方、アーツカード等
の各種割引をご利用の方は、美術館窓口で「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。あらかじめご了承ください

スイス、ローザンヌのアール・ブリュット美術館にまで足を延ばし
た絵本作家・荒井良二が、世田谷美術館のユニークなコレクショ
ンの中から、独自の視点で作品を選び、その魅力をお伝えします。
関連企画「荒井良二のぶるっトーク＆ライブ！」
10月22日㊏ 15:00〜　講堂　※詳細はP3参照

企 画 展
￥ 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　

“もの”を写すことにとらわれない自由な表現
を探究した画家・清川泰次（1919-2000）。
清川が独自の境地を見出したと言える1970
〜80年代の、白く塗ったカンヴァスに細く線
が描かれた作品を中心にご紹介します。

●ジュニア水泳教室
⑤⑥太子堂中学校温水プール
⑤10月7日〜11月25日　毎週金曜（全8回）
⑥10月8日〜11月26日　毎週土曜（全8回）
①〜④10:00〜12:00⑤⑥16:30〜18:00
対 ①～④18歳以上⑤小学校低学年⑥小学校高
学年　定 先着①④⑤⑥30名②③40名　
￥ ①②④8,000円③10,000円⑤⑥6,400円　
問 ①⑤⑥ 太 ②④ 烏 ③ 梅

HP  大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
●バスケットボール教室
10月4日〜12月6日　毎週火曜
①17:00〜19:00②19:00〜21:00
対 ①小学生②中学・高校生相当　
￥ ①②8,500円　問 大二

HP  世田谷フットボールアカデミー体験会
9月20日・27日㊋（全2回）　①15:15～【幼児】 
②16:15～【小学1.2年生】③17:25～【小学3.4年生】
④18:30～【小学5.6年生】　総合運動場陸上競技場

￥ 各1,000円　定 抽選各10名　問 事業

その他  敬老の日イベント「健康測定会」
9月19日㊊・㊗ 10:00～12:00（最終受付
11:30）　千歳温水プール集会室　

対 60歳以上の方とそのご家族　￥ 無料　
申 当日受付　問 千歳

HP  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〔床〕）　
10月3日～2023年3月20日　毎週月曜　
A9:20～10:20B10:40～11:40（全21回）　
②大蔵水曜コース（総合運動場第1武道場〔畳〕）　
10月5日～2023年3月22日　毎週水曜　
A9:20～10:20B10:40～11:40 （全22回）　
③千歳コース（千歳温水プール体育室）　

（※詳細はHP、ポスター等をご確認ください）

その他  世田谷246オンラインハーフマラソン
11月5日㊏ 9:00～11月12日㊏ 23:59 

［エントリー期間］9月1日㊍～30日㊎

※参加賞（オリジナルボトルポーチ）あり　問 事業

HP  SUPクルーズ＆クリーンアップ　
＝スポーツ×SDGs＝
9月11日㊐ ①10:00～12:00②13:30～15:30 
BLUE TAMAGAWA  
OUTDOOR FITNESS CLUB 和泉多摩川

SUPで多摩川の自然に触れましょう。
対 高校生相当以上　定 抽選各10名　
￥ 6,500円　締 9月4日　問 事業

HP  第58回区民スポーツまつり
☆フリーマーケット出店者募集（約４～５㎡）
10月16日㊐　総合運動場　大蔵第二運動場

締 9月11日　問 事業 　　

HP  集まれ！みんなでラジオ体操
10月1日㊏ 7:30～8:30　総合運動場 陸上競技場

対 どなたでも　定 先着200名　￥ 無料

HP  各種スイミング教室
●はじめようスイミング
①太子堂中学校温水プール
②烏山中学校温水プール
10月4日〜11月22日　毎週火曜（全8回）
③梅丘中学校温水プール　※除外日あり
10月5日〜12月14日　毎週水曜（全10回）
●レベルアップスイミング
④烏山中学校温水プール　※除外日あり
10月6日〜12月1日　毎週木曜（全8回）　

教 室

10月6日～2023年3月23日　毎週木曜　
A12:55～13:55B14:00～15:00（全21回）
④池尻コース（池尻小第2体育館 多目的室）　
10月7日～2023年3月24日　毎週金曜　
A9:30～10:30B11:00～12:00（全23回）
⑤玉川コース（玉川台区民センター）　
10月4日～12月13日　毎週火曜　
A9:20～10:20B10:40～11:40（全10回）　
①～⑤とも除外日あり　対 60才以上　定 ①②
抽選各15名③先着各15名④⑤先着各12名　
￥ ①③21,000円②22,000円④23,000円⑤
10,000円　締 9月7日　※抽選教室のみ

HP  ソフトテニス教室
10月2日～　毎週日曜 9:00～11:00（全6回）　
※除外日あり　大蔵第二運動場テニスコート

対 小学生以上　 定 先着40名　 ￥ 中学生以下
1,900円、大人3,900円　問 事業

その他  青空太極拳教室
9月3日㊏・17日㊏  
11:00～12:00（受付10:30～）　※雨天中止　 
千歳温水プール地下１階サンクンガーデン

対 高校生相当以上　定 先着各20名　
￥ 330円　申 当日受付　問 千歳

HP  本気のBODY MAKE PROGRAM
10月3日㊊～12月26日㊊　毎週月・木曜

対 女性限定　定 抽選各6名　
￥ 入会金20,000円、月会費19,500円×3ヶ月　
締 9月4日（必着）　問 総運 　

プールサイドナイトヨガ
9月2日～10月29日　毎週金・土曜  
19:15～20:00　総合運動場温水プール

対 高校生相当以上　定 先着15名　￥ 460円～　
※HPをご確認ください　申 当日受付　問 総プ

HP  SETAGAYA FUN AND SMILE SPORTS 
10月3日～　毎週月曜　①15:15～②16:30～
③17:45～（全12回：各回60分）　※除外日あり　 
総合運動場陸上競技場屋内ウォーミングアップ場 他

スポーツ経験者も未経験者も様々な動きを通
じて“笑って”“楽しんで”スポーツに親しもう！
対 ①年中・年長②小学1・2年生③小学3・4年生　
定 抽選各25名　￥ ①②③12,000円　
締 9月15日　問 事業

HP  コース型フィットネス教室10月～12月
①総合運動場　②千歳温水プール

締 先着順　問 ① 総運 ② 千歳

第72回区民体育大会
●ボウリング（オークラランドボウリング場）
9月11日㊐ 13:00〜　￥ 500円　申 往復はが
き　 締 9月3日（必着）　 問 区ボウリング連盟・
野中（〒157-0072 祖師谷4-25-3-101）
●サッカー競技〔女子大会〕（総合運動場 他）
10月8日㊏〜12月17日㊏ 9:10〜
￥ 5,000円／チーム　申 問 詳細は区サッカー協
会HPをご確認ください　締 8月29日（必着）　

その他  共催大会
●第137回世田谷区卓球団体戦

（①男子の部②中高の部）
①10月9日㊐②10月23日㊐
いずれも9:15〜　総合運動場体育館
￥ 一般6,000円 他　申 事前に参加費を振込の
上、区卓球連盟HPより申込み　
締 ①9月16日②9月30日（必着）　問 区卓球連盟・
斉藤（☎︎090-7175-9721 info@sttf.jp）

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

開催中～8/28 乙女たちの好奇心Vol.18
8/30～9/4 陶芸研究会作品展

9/6～11 吹きガラス展
※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   分館
［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12日～30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

草 屋 根 民 家 の 風 景 で 知 ら れ る 
向井潤吉（1901-1995）。本展で
は、軒先の洗濯物や作業に勤しむ
人々の姿など、画面の細部に描き
込まれた暮らしの気配に注目して作品をご紹介します。

古典から同時代の20世紀美術まで、
西洋美術に深く学び、制作に活かした 
宮本三郎（1905-1974）。滞欧作品を
軸としつつ、宮本が抱いた西洋美術へ
の憧憬とその先に続く作品の展開を追
います。

●清川泰次記念ギャラリー内　区民ギャラリースケジュール

 向井潤吉
 アトリエ館

〒154-0016  世田谷区弦巻2-5-1  ☎︎5450-9581
HP http://www.mukaijunkichi-annex.jp

 清川泰次
 記念ギャラリー

〒157-0066  世田谷区成城2-22-17  ☎︎3416-1202
HP http://www.kiyokawataiji-annex.jp

 宮本三郎
 記念美術館

〒158-0083 世田谷区奥沢5-38-13  ☎︎5483-3836
HP http://www.miyamotosaburo-annex.jp

イベ ント

出 松本華子（ヴァイオリン）・吉田裕佳子（ピアノ）
［曲目］ブラームス／ヴァイオリンソナタ第1番ト長調「雨の歌」作品
78 他　定 抽選50名　￥ 無料　申 往復ハガキ（P2記入方法参照、
1枚のハガキにつき1名のみ応募可）でプロムナード・コンサート担
当へ　締 9月13日（消印有効）　※未就学児入場不可　※詳細HP参照

ミュー ジ アム コレ ク シ ョン
￥ 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　※同時開催中の企画展チケットでご覧いただ
けます　

《層雲》［青森県北津軽郡市浦村脇元］
1964年

●世田谷美術館 区民ギャラリー
期　間 ギャラリーA ギャラリーB

9/6～11 第１０回桜丘写友会写真展 世田谷美術大学２１期生作品展
Fre・Art3展 写真塾わいわい第１６回写真展

9/13～18 ベネッセスタイルケアのART
展

江戸表具を愛する会展～和へのい
ざない～

9/19～25
休館日：20日㊋

第10回世田谷美術館美術大
学２３期作品展 第１７回地球色展２０２２
１００％ ASPi展

9/27～10/2 パレット９９絵画展
Monochrome Session 2022　
鈴木写真工房WSグループ展
第５回世田谷美術館　美術大学
２９期展

※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

［受付日］10月8日㊏・9日㊐ 10:00～16:00　
［受付場所］世田谷美術館創作室C　
［抽選会］10月23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

世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー　区民ギャラリー利用申込受付
2023年4月～9月の区民ギャラリー前期分利用申込受付

ミュージアム コレクションⅡ　
荒井良二のアールぶるっと！  こんなに楽しい世田谷美術館の収蔵品
開催中〜11月20日㊐　2階展示室

イベ ント

こぐまちゃんとしろくまちゃん　
絵本作家・わかやまけんの世界
開催中〜9月4日㊐　1階展示室

宮城壮太郎展　使えるもの、美しいもの　
9月17日㊏〜11月13日㊐　1階展示室

第269回　プロムナード・コンサート
松本華子・吉田裕佳子　デュオ・コンサート
10月9日㊐ 14:00〜（開場13:30）　講堂

「こぐまちゃんえほん」下絵、1970年／こぐま社蔵

宮城壮太郎《オールラウンドボウルズ》
［チェリーテラス］2005年

清川泰次　白と線の時代　
開催中〜9月11日㊐

展覧会

暮らしの気配
―向井潤吉が描いた民家と生活
開催中〜9月11日㊐

展覧会

宮本三郎　西洋の誘惑　開催中〜9月11日㊐
展覧会

《Painting No.684》
1984年

《エトルタの海》1939年

世田谷区民絵画・写真展を開催します。例年とは異なる時期に
開催します。ご注意ください。

［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）

［展覧会］2023年3月17日㊎～24日㊎（月曜休館）　
世田谷美術館　区民ギャラリー　

［応募の流れ］所定の申込書類による申込み：10月20日㊍～
12月20日㊋（消印有効）
作品搬入：2023年3月11日㊏、12日㊐世田谷美術館 講堂
※応募多数の場合は、抽選となります　※申込みには所定の募集要項・申込書が
必要です。募集要項・申込書は美術館HPにて公開、または美術館、区役所、支所、
出張所、図書館、区民センターなどで10月4日より配布予定です

令和4年度 世田谷区民絵画・写真展 作品募集
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