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特色

萩原朔太郎展 B1 ポスター

P2 世田谷文学館
発行
・
編集

公益財団法人
公益財団法人

P2 せたがや国際交流センター

せたがや文化財団

P2 生活工房

P3 音楽事業部

P3 世田谷パブリックシアター

観覧料

世田谷文学館

2階展示室

開催中〜2023年2月5日㊐
一般900→800円

月に吠えよ、萩原朔太郎展

65歳以上、高校・大学生600→500円 ※障害者手帳をお持ちの方 400→350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

割 引
引換券

観覧料

P4 世田谷美術館

お得な割引特典
をご用意！

☎︎3417-2811 HP https://www.se-sports.or.jp

本紙は10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。

割 引
引換券

Y

K

特色

2022 年 8 月 12 日 午後 2 時 29 分

世田谷区太子堂4-1-1 ☎︎5432-1501 HP https://www.setagaya-bunka.jp

世田谷区スポーツ振興財団 世田谷区大蔵4-6-1

M

世田谷美術館

P4 世田谷区スポーツ振興財団
区 民 限 定

せたがやアーツカード

※区内在住の15歳以上の方 せたがやアーツカード
せたがやアーツカード事務局

1階展示室

検索

5432-1548（10:00〜19:00）

開催中〜11月13日㊐

「宮城壮太郎展 ーー 使えるもの、美しいもの」

各料金より100円割引

入会金・年会費
無料

詳細は P4 へ

※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

世田谷 文 学 館

〒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） Twitter @SETABUN

企画展

月に吠えよ、萩原朔太郎展
開催中～2023年2月5日㊐

2階展示室

萩原朔太郎は、晩年を世田谷で過ごした、日本の近代詩を代表
する詩人です。本展は、没後80年を記念して全国で横断的に開
催される
「萩原朔太郎大全2022」
の一環として、朔太郎に新たな
光を当てます。書き遺され
た原稿や資料の他、朔太郎
に触発された現代作家た
ちの作品を通して見てい
きます。
￥ 一般900
（720）
円／
65歳 以 上、高 校・ 大 学 生
600
（480）
円／
中学生以下無料

※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。詳細はホームページをご覧ください

家が出逢った風景をそれぞれの作品に書き留めました。自宅周辺
を散歩するうち幻影の町「猫町」に出くわしてしまう萩原朔太郎
もその一人です。〈まち〉に刻まれてきた人びとの記憶を、当館
コレクションとともにたどります。会場内では、
「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
※
（ ）
内は20名以上の

※11月1日㊋は
萩原朔太郎生誕記念
無料デー

※
（ ）内は20名 以 上 の団 体 料 金

※障害者割引あり

※11月1日㊋は萩原朔太郎

コレ ク ション 展

下北沢猫町散歩

開催中～2023年3月31日㊎ １階展示室

下北沢がめまぐるしい変貌を遂げたこの百年の間に、多くの作

11月20日㊐ 14:00～16:00 １階文学サロン
萩原朔美
（前橋文学館館長、多摩美術大学名誉教授）
定 抽選100名

対 どなたでも

11月12日㊏ 10:00～12:00／14:00～16:00
5Fセミナールーム

「名探偵コナン」フランス語版の翻訳家でもあり、落語パフォー
マーの顔を持つシリル・コピーニ氏が今年もやってきます。今
回は「フランスにおける日本漫画事情」のお話と落語パフォーマ
ンスの二本立て。全編日本語で行いま
す。同じ内容で午前と午後の2回開催し
ます。
講 シリル・コピーニ
（翻訳家、フランス人落語パフォーマー）
定 申込先着60名／回
￥ 500円
（中学生以下無料）
／回
申 電話
（10:00～18:00）
または
©2022 TatsuyaOchi
申込フォームで

交流会
11月19日㊏ 14:00～16:00
テンプル大学ジャパンキャンパス1F
（太子堂1-14-29、東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩7分）
外国人と日本人がやさ
しい日本語で話をする
「にほんご交流会」を三
軒茶屋にあるテンプル
大学ジャパンキャンパ
スで開催します。前半
は日本語を勉強してい
る学生のポスター発表
に参加します。後半はグループに分かれて会話をします。
定 抽選30名 ￥ 500円
（中学生以下無料）
申 電話
（10:00～18:00）
または 申込フォームで
締 11月8日

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
開催中～11月30日㊌

2Fせたがや国際交流センター

「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

©一般社団法人
アフリカンアート
支援機構

〒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
@setagaya_ldc
info@setagaya-ldc.net
https://www.setagaya-ldc.net

Twitter

企画展

岡本仁の編集と
それにまつわる何やかや。

10月29日㊏～2023年1月22日㊐
11月6日㊐および祝休日を除く月曜休み
9:00～21:00 3F生活工房ギャラリー

雑 誌 の 編 集 や エッセ イ の 執
筆、展覧会の監修等を通じて、
美術、デザイン、映画、音楽な
ど、幅広い分野にむけられた
興味関心を独自のスタイルで
紹介してきた岡本仁。様々な
事物を独自の文脈でつなぐと
いう意味において、そこに共
通してみられるのは「編集」的
行為といえましょう。
編集長を務めた
『relax』
編集という営みは文章や絵画
2000年10月号
（マガジンハウス）
と同じく、その人があらわれ
る表現行為でもあります。本展ではタブロイド版の冊子
（有料
頒布）とギャラリーの空間によって、岡本仁の編集が生み出す
もの
（アウトプット）
と、その背景
（インプット）
をご紹介します。
￥ 無料

関連企画 ＠生活工房5F

ゲストをお招きして、編集やアートについて対談します。
TALK 1 11月27日㊐ 14:00～15:30
出 若木信吾
（写真家、映像作家）
×岡本仁
TALK 2 12月11日㊐ 14:00～15:30
出 田島朗
（
『ＢＲＵＴＵＳ』
編集長）
×岡本仁
いずれも 定 各回申込先着80名 ￥ 各回1,000円
申 各回とも10月29日12時以降、 申込フォームで生活工房へ
2022年10月25日

展示

にほんご交流会 in テンプル大学
（冬）

生 活工 房

2

11月17日㊍ ①10:30～②13:30～③15:30～
（各回60分間）
1階文学サロン

〒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
5432-1570
https://crossing-setagaya.com
☎5432-1538
Twitter @crossing_setaga
Instagram @crossingsetagaya
Facebook @crossingsetagaya2020

講座

多文化理解講座 ― 第6回 ―

0才からのジャズコンサート

ダンサーさんと一緒に、ことばを出発点にした身体表現を楽し
もう！
講 日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究部
（顧問：松澤慶信）
対 小学1年生～中学3年生
定 抽選15名 ￥ 無料
申 詳細は当館HPの
「イベント情報」
をご覧ください。

初版本、
『月に吠える』
の不思議

せたがや国 際 交 流センター

講演
「フランスの漫画事情」 口演
「落語パフォーマンス」

イベ ント

12月11日㊐ 13:00～16:00 １階文学サロン

講 演 会（ 文 学 館 ・ 友 の 会 共 催 ）

講

ジ」
まで。または、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
締 11月7日
（必着）

ワークショップ
「ことばとからだ」

萩原朔太郎
『猫町』
表紙
（当館蔵）

舟越保武 無題[画稿 萩原朔太郎]
（当館蔵）

一般1,000円、会員500円
（但し2022年度会員証提示）

申「世田谷文学館友の会」
ホームページの
「イベントお申し込みペー

ニューヨークで活躍するピアニストによる、赤ちゃんから大人
まで楽しめる本格ジャズコンサート。
出 クニ三上
（ピアノ）
・池田聡
（ベース）
・田村陽介
（ドラムス）
曲 明るい表通りで ゲゲゲの鬼太郎 モーツァルト・ピアノソナタ
K.545 他。演目の詳細は「オフィスヨコタ
（☎090-4436-2262）
」
へ。 定 各回80名
￥ 大人1,800円
（中学生以上）
、こども300円
（0才～小学生）
※当日券は各300円増 ※全席自由 申 チケットぴあ
（Pコード：226
-964） ※前売券完売の場合、当日券の販売はありません

団体料金
※障害者割引あり

生誕記念 無料デー

￥

オンライン・プログラム（ Zoomミーティング ）

イベ ント

エトセトラの時間

どう？ 就活

自分と仕事の出会い方vol.2

12月3日㊏・4日㊐ 13:00～18:30

見えるものと見えないものを語る会
①11月23日㊌㊗

生活工房5F

「働くってどういうこと？」と考え
る学生さんや「いい仕事との出会
い方」を模索中の大人たちに向け
た、２日間のトークプログラム。働
き方研究家の西村佳哲さんやゲス
トの方々と、
「働く」
ことや
「会社」
に
ついて考えます。
【ファシリテーター】
西村佳哲
（働き方研究家）
【ゲスト】
ディー
12/3 今井紀明
［認定NPO法人 D
ピー
×P 代表］
・さこうもみ
［社会起業家］
イラスト：椎木彩子
12/4 白石宏子・玉置純子・
青木佑子・吉倉理紗子
［
（株）
スティルウォーター］
、松山剛己
［松山
油脂
（株）
・
（株）
マークスアンドウェブ代表取締役社長］
対 10代以上の方 定 各日抽選50名 ￥ 各日1,000円
申
申込フォームで生活工房へ 締 11月25日
（必着）

②12月17日㊏

各日 14:00〜16:30

「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8ミリフィル
ム映像をオンラインで囲み、
対話するプログラムです。
11月に上映する映像は『井の
『井の頭公園』
（昭和35年11月27日）
頭公園』
（昭和35年）
、12月は
銀巴里も映した『No.1』
（昭和38年）です。無音の映像を囲みな
がら、各自の視点が交差するユニークな鑑賞体験へと誘い、互
いに言葉を交わします。その言葉をもとに、あらたな映像解説
の作成を試みます
（手話通訳あり）
。
【企画制作】remo[NPO法人記録と表現とメディアのための組
織]、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 ①11月9日 ②12月3日

ちかくのとーくvol.02 三茶で語る、住民参加と演劇のこと
11月13日㊐ 14:00～16:00

生活工房5Fまたはオンライン
（Zoom）

（演劇評論家）
、花崎攝
（演劇デザインギルド）
身近な活動をちかくの人にトークで紹介するシリーズ企画。地 【ゲスト】松井憲太郎
（まちづくりコーディネーター）
域の課題解決に取り組む方や世田谷ならではのユニークな活動 【進行】市川徹
（まちづくりデザイナー）
を行う方にお話を伺います。今回は、演劇と住民参加の関わり 【記録】千葉晋也
をテーマに、1980年代以降の取り組みについて、劇場のある、 定 申込先着で会場10名／オンライン100名
￥ 会場：200円／オンライン：無料 申
ここ三軒茶屋で振り返ります。
申込フォームで生活工房へ

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

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

※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

●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

※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）
info@setagayamusic-pd.com HP https://www.setagayamusic-pd.com

音楽事業部

チケットの申込み

12.17（土）15:00

気軽にクールに

クリスマス・ジャズ！
出

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）

HIBI★Chazz-K

オンライン
申込開始

11/20㊐

北沢タウンホール
12.2（金）
19:00

散歩に出かけるように街中のコンサートへ。
「日常
の中で気軽に生演奏を楽しんでもらいたい」そんな
思いを込めた
「せたおん まちなかコンサート」
。第2
回目はジャズ！ ハッピーでクールなサックス・アンサ
ンブルのクリスマスライブをぜひお楽しみください。

（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」の主
題歌kōkua『Progress』
をはじめ、数多のヒッ
ト曲に携わる日本屈指のギタリストが登場！
ジョージ・ナカシマの家具を配した木のこころ
を感じるステージに、ギターのサウンドが響き
ます。
いつもとちがう金曜の夜を過ごしませんか？
出

※未就学児入場不可

HIBI★Chazz-K

せたがやジュニアオーケストラ

烏山区民会館ホール
10.30（日）
14:00

金管アンサンブル

ド

響演

の

と

ピ

室 内 楽 シ リ ー ズ

11.3 15:00 成城ホール
（木・祝）

（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。クラシック
音楽の通常の枠を軽々乗り越え、第一級の力を持った音楽家
だけがなし得る表現をナマ演奏で体験できる稀有な機会です。
三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム）
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
￥
※未就学児入場不可
3,600円 一般 4,000円
出
曲

三舩優子

https://setagaya-pt.jp

チケット予約・購入はコチラから ▶

11/21 22 2324 25 26 27 28 29 3012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13:00
14:00
19:00
＝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（世田谷パブリックシアター芸術監督）
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
＝貸切公演
＝記録用収録のため客席にカメラが入ります
プレビュー公演
視覚障害者のための舞台説明会あり

世田谷パブリックシアター

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。

ごちゃまぜ

11月のおさんぽ編
11/3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 1718 19 20

14:00
18:00
19:00
＝終演後ポストトークあり
登壇者：11/11㊎19:00
振付・演出・出演 横山彩乃
松田正隆、白井晃（世田谷パブリックシアター芸術監督）
＝貸切公演
＝収録のため客席にカメラが入ります
￥ 整理番号付自由席

休演

休演

休演

13:00
14:00
18:00
撮影：若木信吾
19:00
＝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（世田谷パブリックシアター芸術監督）
＝貸切公演
＝収録のため客席にカメラが入ります
休演

演出 栗山民也
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）・S席（注釈付）・補助席 8,300円／
A席（3階席）・A席（注釈付）6,300円 一般 S席・S席（注釈付）・補助席 8,500円／
11/3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 1718 19 20
A席・A席（注釈付）6,500円
高校生以下・U24 各一 般料金の半額 13:00

宣伝美術：秋澤一彰 宣伝写真：山崎伸康

プレビュー公演
視覚障害者のための舞台説明会あり
小学生から22歳までのごちゃま

演劇ワークショップ

作 松田正隆
出 田中圭

休演

全公演終演後ポストトークあり（ゲストは順次劇場 HP で発表してまいります。
）
＝収録のため客席にカメラが入ります

※１申込みにつき１公演4枚まで ※未就学児入場不可
休演

12/16 1718

10/31㊊
一般 11/1㊋

FAX 5432-1559

☎5432-1515
（10:00〜19:00）

翻訳 田ノ口誠悟
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

休演

『ポスト・トゥルースクレッシェンド・
ポリコレパッショナートフィナーレ！』
撮影：中谷利明

※１申込みにつき１公演4枚まで ※未就学児入場不可

発売開始

☎5432-1526

吉田圭介
（INSPi）

上演台本・演出

岡本昌也 私道かぴ
＝終演後ポストトークあり
登壇者：12/18㊐18:00
日下七海 山下裕英 沢栁優大
岡本昌也、私道かぴ、中村彩乃、白井晃 ( 世田谷パブリックシアター芸術監督 )
池浦さだ夢
（男肉 du Soleil） 古野陽大 ※全公演にポストトークを実施予定。詳細は
金谷真由美
HP をご確認ください
＝収録のため客席にカメラが入ります
￥
第3回本公演
3,300円 一般 3,500円 高校生以下・Ｕ24
1,750円

ダンス

審査員

吉田圭介
（INSPi）他

作 フェルナンド・アラバール

脚本・演出

lal banshees
12/22㊍〜25㊐
『幽憬』

書類・音源審査
2023/2/5㊐
15:00開演
玉川せせらぎホール

墜落した飛行機から現れた男は自らを“皇帝”と名乗り、島に先住する一人の男を“建築家”と
名付けて近代文明の洗礼と教育を施していく。やがて二人は心の奥にある欲望、愛憎、そして
罪の意識をあからさまに語り出し ――。演劇界を震撼させた衝撃の問題作をぜひ劇場でご覧
ください。

出 森脇康貴

シ ア タ ートラ ム

募集HP

『建築家とアッシリア皇帝』 11月21日㊊〜12月11日㊐
シアタートラム

11/5㊏
一般 11/6㊐

次世代を担う新たな才能を発掘する「シアタートラム・ネク
ストジェネレーション」。第14弾は、京都で旗揚げしてから
わずか5年、急成長を見せる安住の地が登場。“新世代”の
作風と、可能性と躍動感あふれるアーティストたちが織りな
す本作をお見逃しなく。

※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

予選

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

12月16日㊎〜18日㊐ シアタートラム

『夏の砂の上』11月3日㊍・㊗～20日㊐

応募資格

•2〜10名のグループ（内、
1名以上が
世田谷区在住もしくは在 学や在勤）
であること ※年齢制限無し
•全 員がアマチュアであること 他

決勝大会

〒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

発売開始

今年から始まる新“バトル”シリーズ、ア
カペラ。あなたの声が主役です。第一線
で活躍しているINSPi吉田圭介氏等を
審 査 員に招き、2月の大 会を目 指しま
す。グループで歌うことが大好きな皆さ
んのご応募をお待ちしています♪

大会概要

エリック・ミヤシロ

HP

11/30 ㊌

★応募方法等の詳細は
〈募集HP〉
をご覧ください︎

※未就学児入場不可

堀越彰

シアタートラム・ネクストジェネレーション vol.14
安住の地 第8回本公演

『凪げ、いきのこりら』

出 エリック・ミヤシロ
（トランペット）
中川英二郎
（トロンボーン）
本田雅人
（サクソフォン）
川口千里
（ドラムス）
宮本貴奈
（ピアノ）
村上聖
（ベース）
曲 宝島 ルパン三世
What a Wonderful
World 他
￥
4,000円
一般 4,500円

©武藤章

世田谷パ ブリックシアター

詳細は劇場HPを
ご覧ください

世田谷ゆかりのアーティストによる音楽世界を、
余すことなくお届けする注目のシリーズ第2弾。
世界で活躍するスーパー・トランぺッターと超
豪華共演者のセッションが、ここ世田谷で実現し
ます！ この機会をお見逃しなく！
！

打楽器アンサンブル ©鈴木義明

三舩優子＆堀越彰

13:00
18:00
19:00

応募締切

（土）

残席
僅少

出演者募集！

アカペラバトル

（東急大井町線 等々力駅）

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 他
￥ 一般 500円
※未就学児入場不可

〈区民招待対象公演〉

せたがや

エリック・ミヤシロ
オールスターバンド
玉川せせらぎホール
2023.1.14 15:00

（京王線 千歳烏山駅）

ラム

小倉博和

Discovery Setagaya Sounds #2

オータムコンサート

アノ

小倉博和
（ギター）他
グリーンスリーブス 他
ワンドリンク付！ ￥
3,200円 一般 3,500円

曲 ジムノペディ

音楽事業部☎︎5432-1535）

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。アンサンブルの魅力
たっぷりのプログラムをどうぞご堪能ください♪

Twitter @setaon_music

小倉博和 Wood & Sound

北沢タウンホール（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

申

※車椅子スペースあり （定員あり・要予約

検索

ミュージック・ラウンジ vol.2

他 ￥ 自由席・無料
事前申込み制
（以下のどちらかの方法でお申込みください）
①オンライン【11/20㊐10:00申込開始・先着順】
◆詳細はせたおんホームページをご確認ください
②往復ハガキ【11/30㊌締切
（消印有効）
・抽選】
◆P2記入方法参照のうえ、
下記へお送りください
（1枚につき2名まで応募可）
〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1・5F
（公財）
せたがや文化財団 音楽事業部
「まちなかコンサート」
係
曲 ジングル・ベル 『歓喜の歌』
〜第九

せたおん

Facebook @setagayasetaon

ぜな年齢の人たちがあつまって
演劇をつくる場です。演劇が好き
な人、はじめての人、ちょっと苦
手な人、だれでも大歓迎！みなさ
んのご参加をお待ちしています。

日程 11月23日㊌・㊗13:00～17:00

問 世田谷パブリックシアター学芸

対象 小学生～22歳まで

☎︎5432-1526

※お申込み・詳細は劇場HPをご確認ください

「フリーステージ2023 」参加団体募集！
お申込み受付期間11月12日㊏〜12月11日㊐
詳細は劇場HPをご 覧ください。

SuiseiNoboAz 出 中川賢 小山まさし 中川絢音 斎木穂乃香 中條玲 coyote
3,800円 一般 4,200円／当日 4,700円 高校生以下 2,000円（前売のみ・当日要証
明書提示） 小学生以下 1,500円 他 ※3歳以下のお子様はご入場いただけません
問 山麓
（☎︎090-8880-3737 平日12:00〜18:00 Mail sanrokuuu@gmail.com）
演奏

12/22 2324 25

15:00
19:00

プレビュー公演

視覚障害者のための舞台説明会
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。発売中のチケットは予定枚数を終了している場合がございます。ご了承ください。

凡例：出 出演

講 講師

対 対象

定 定員

託児サービス（定員あり・要予約）

￥ 料金

申 申込み

締 締切

問 問合せ先

HP

ホームページ

メール

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

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）

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

区制90周年
記念事業

3

〒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 美 術 館

※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

企画展

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

一般1,200円／65歳以上1,000円／高校・大学生800円／
※障害者割引あり
小・中学生500円
￥

100円

宮城壮太郎展 使えるもの、美しいもの
開催中～11月13日㊐

※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

1階展示室

ミュージアム コレクションⅡ

向井潤吉
アトリエ館

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

一期一会の風景―向井潤吉の民家紀行
開催中～2023年3月12日㊐

荒井良二のアールぶるっと！

2011年に60歳の若さで
亡くなった宮城壮太郎
（1951-2011）
。大 学 卒
業後、浜野商品研究所へ
入り、建築やインテリア
をも含めさまざまなモノ
をデザインすることを学
び ま し た。1988年 の 独
立後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
フラットかるヒット 2006年
［プラス］
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。 ※宝くじの助成金で実施しています
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」
（オンライン・クレジット決済またはｄ払い）
を販
売中です
●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

期 間

ギャラリーA

障害者施設アート展

11/22～27

11/29～12/4 和紙いろいろ

第7回28期の会展
第5回水無月会展
大川写真事務所
世田美27期アート展

令和4年度 世田谷区民絵画・写真展 作品募集
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：受付中～12月20
日㊋
（消印有効） 応募多数の場合は、抽選となります
作品搬入：2023年3月11日㊏、12日㊐ 世田谷美術館 講堂

※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配布

親子スイミングレッスン

①幼児
（年中・年長）
とその保護者②幼児
（年
少）
とその保護者 定 先着各15組
（30名）
￥ 1,100円
（別途施設利用料） 問 総プ
対

コース型アクアフィットネス教室
12月・1月・3月
HP

総合運動場温水プール

※2月は休館のため教室はございません

先着順

問 総プ

11/15～20

（2日〜公開）
水曜日の友・作陶展2022

60歳からの暮らし事

※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

7,200円～

世田谷フットボールアカデミー
「特別強化レッスン」
HP

12月2日〜23日 毎週金曜 19:30～20:45
（全4回） 総合運動場体育館

HP

技術・戦術の向上やトップレベルをめざす小
学3～6年生 定 先着20名
￥ 6,000円 問 事業
対

千歳温水プールスポーツフェスタ
11月3日㊍・㊗
問 千歳

展覧会

洋画家として西洋美術を参照しつつ、日本
の芸術家としての自己を模索した宮本三郎
（1905-1974）
。画題や技法から芸術観ま
で、その作品世界のなかに浮かび上がる「日
本」
を探ります。
《
（風景／富岳と山村）
》
1962年頃

3417-2813

対 クライミング経験のない小学生とその保護者
定

先着各10組
（20名）

￥

2,000円

問 烏

アクアビクス体験会

12月2日㊎・9日㊎ 2日間
10:00～12:00 烏山中学校温水プール
対

18歳以上

問 烏

定

先着30名

￥

各回先着40名

￥

2,000円（※当日受付にてお

支払い。現金のほかPayPayでのお支払いにも対応）

締 開催日前日
（月曜開催の場合は金曜日）の16
時まで。 問 事業

HP

座禅＆ヨガ体験教室

11月12日・19日㊏ 18:00～19:30
千歳温水プール健康運動室
対
￥

高校生相当以上 定 先着各20名
1,100円 問 千歳

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

● その他 ゴルフレッスン

4人のプロが初心者にも丁寧に指導します。
￥ ①12,500円～②20分2,100円～
問 大二

毎日気軽にラジオ体操

毎朝 6:25～6:40 （雨天中止）
①区立池田児童遊園（船橋3-11-12）
②区立上北沢公園（上北沢2-1-5）
③区立大蔵運動公園（大蔵4-6-1）

健康づくり、仲間づくりにお越しください。
対 どなたでも 定 なし ￥ 無料
申 当日現地へ 問 事業

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

2,000円

HP「スポーツ振興財団」
×
「カルチョ」

～個サル開催～

11月4日㊎・12日㊏・28日㊊
土曜 18:30～20:30／平日 9:45～11:45
総合運動場体育館

対 高校生相当以上
（性別経験問わず）
個人
（1人）
で気軽に参加できます。

その他

〒157-0074 世田谷区大蔵４-６-１
https://www.se-sports.or.jp
その他 ：記事内又はHP参照
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。

その他

第72回世田谷区民体育大会

● ショートテニス競技
11月27日㊐ 9:00～16:00
連盟HP
総合運動場体育館
【種目】小学生、親子
（低・高学年）
、一般
（フリー、
女子、MIX・D）
、シニア各部
￥ 500円
（中学生以下200円）
申 連盟HPより申込書に必要事項を記載の上、事
務局へメール
締 11月13日
（必着）
問 区ショートテニス連盟・高橋☎3439-4507

募集

①グループレッスン②個人レッスン

その他

12月4日㊐
①12:00～13:30②14:00～15:30
烏山中学校クライミングウォール

HP

● HP 親子スイミング
①10:00～11:00②14:00～15:00
千歳温水プール
親子が触れ合う機会とともに、スイミングの
楽しさを経験してもらいます。
対 ①4～6才とその保護者②小学1～3年生とそ
の保護者 定 各先着15組 ￥ 施設利用料
● その他 ユニバーサルスポーツ体験会
10:00～11:30 千歳温水プール集会室
ボッチャや卓球バレーの体験ができます。
対 どなたでも ￥ 無料 申 当日申込

親子でクライミング体験会

定

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

宮本三郎と
「日本」
開催中～2023年3月12日㊐

☎︎3417-2811

● その他 水中トレジャーハンティング
①11:15～12:00②15:15～16:00
千歳温水プール
水に慣れない子どもたちに、水と触れ合う経
験をしてもらう、お土産つきイベント。
対 ①②中学生以下 定 各回先着40名
￥ 施設利用料
● その他 エコバッグ工房
9:30～11:30
（最終受付11:00予定）
千歳温水プールB1F視聴覚コーナー
エコバッグを手作りする体験ができます。
対 中学生以下 定 先着50名 ￥ 無料
● その他 縁日コーナー
14:00～16:00 千歳温水プールB1F
スーパーボールすくいや輪投げ、キッズボル
ダリング
（〜15:30）
などが楽しめます。
対 どなたでも ￥ 無料

区民ギャラリースケジュール

坂本文子写真展 せたがや緑の崖線を渡る風

HP ：当財団ホームページから申込み
（要登録） ※個人情報は目的以外に使用することはありません

11月19日㊏ ①10:00～10:50
②11:00～11:50 総合運動場温水プール

締

11/8～13

共催大会

● 第137回世田谷区卓球団体戦
【女子の部】
12月4日㊐ 総合運動場体育館
対 連盟登録団体 ￥ 6,000円
（チーム）
申 事 前 に 参 加 費 を 振 込 の 上、連 盟HP（
https://www.sttf.jp/）
より申込み。
締 11月11日 問 区卓球連盟・斉藤
（☎0907175-9721／ info@sttf.jp）

その他「スポーツ・レクリエーション推

進賞」
の募集

あなたの身近な地域で、スポーツ・レクリエー
ションの指導等において陰の力となって活動
している方を推薦してください。
［推薦基準］10年以上にわたりスポーツ・レクリ
エーションの振興に尽力し、身近な地区・地域
で陰の力となって活動している方
［推薦方法］所定の推薦書をスポーツ振興財団へ
郵送
（推薦書は、スポーツ振興財団、スポーツ推
進課、総合支所地域振興課、出張所、図書館等
もしくは当財団HPからダウンロード）
締 11月15日
（必着）
HP「ゆにすぽサポーター」
登録者募集中

ユニバーサルスポーツやパラスポーツのイベ
ントをささえるボランティアを募集していま
す。登録方法は下記二次元コードから

ゆにすぽサポーター HP

大二 大蔵第二運動場 ☎︎3416-1212
問合せ先： 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
事業 事業係 ☎︎3749-1090
烏 烏山中学校温水プール開放事務室 ☎︎ FAX 3300-6703
（臨時）
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2022年10月25日 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

《黄色の浮遊》
1961-63年

SAORI - PASTEL 2022-父の背中を追って-

※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）

教 室 ・ イベ ント

￥

10/25～30
11/1～6

世田谷 区スポーツ振 興 財団

定 プログラムにより異なる

●清川泰次記念ギャラリー内

※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

イベ ント（ セ タ ビ ・フ リ マ ）

HP

線や色面の構成による美を目指した画
家・清川泰次
（1919-2000）
。色同士の穏
やかな調和や、明快な響き合いが特徴的
な作品、明るい白を基調とした作品など
を展示し、色をめぐる清川の探求をご紹
介します。

アトリエアウトス展

神宮外苑絵画館 日本画教室展

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

清川泰次 色をめぐって
開催中～2023年3月12日㊐

世田谷美術館友の会 第36回会員作品展

11/15～20

《ふもとの老樹》
［山梨県北巨摩郡小淵沢町］
1969年

展覧会

坂本ひろのおとなのための美術 第30回モナミ会展
教室作品展８

11/8～13

11月6日㊐ 10:00～15:00 美術館エントランス前広場
フリーマーケットやミニワークショップなど ※雨天中止

9:00 START

清川泰次
記念ギャラリー

ギャラリーB

サンイチ展

11/1～6

～11月12日までの毎土曜日
13:00～15:00 地下創作室
大好きな人、いつもお世話になっ
ている人、
「だれか」をとってもよ
ろこばせるためのグリーティング
カードを作るキットを販売します。
対 どなたでも
定 創作室での制作は10グループ
（最大20名）
まで
￥ １個100円

10.25

草屋根の民家を描きつづけた向井潤吉
（1901-1995）
。車窓から偶然に見つけ
て描いた風景や、ダム建設にともない
湖底に沈むことになる民家など、一期
一会のエピソードとともに、日本各地
の風景をご紹介します。

花森安治
《
『暮しの手帖』
2世紀 52号表紙原画》
1978年

●世田谷美術館 区民ギャラリー

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

展覧会

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。絵本にとどまらない荒井の創作もい
くつか会場に並びます。

《100円ワークショップ》
だれかをよろこばせるプロジェクト

申込方法

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） ￥ 一般200円／高校・大学生
※障害者割引あり
150円／65歳以上、小・中学生100円

メール

FAX

3416-1777

区制90周年 次回 11月25日号は「区のおしらせ」に折り込まれます
記念事業
再生紙を使用しています

