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Discovery Setagaya Sounds #2

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コンサート・シリーズ。
第２弾は、世界で活躍するスーパー・トランぺッターのエリック・ミヤシロが登場！
多くの音楽ファンを虜にする、
研ぎ澄まされたスキルと表現に圧倒されること間違いなし。
最前線で活躍中の豪華共演者とのセッションが
ここ世田谷で実現します！！

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 （東急大井町線 等々力駅）

2023.1.14SAT15:00

中川 英二郎 本田 雅人 川口 千里 宮本 貴奈 村上 聖

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）

Skydance／Heaven’s Kitchen／宝島／ルパン三世／What a Wonderful World 他
4,000円　一般 4,500円 　　 　※未就学児入場不可

☎︎5432-1535（平日10：00～18：00。12/29～2023/1/3は休み）

公演HPは
こちらから【主催・問合せ】 

【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。12/29～2023/1/3は休み）
※チケットの発売受付は「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

（公財）せたがや文化財団 音楽事業部

世界レベルで演奏活動する素晴らしい
オールスターメンバーでのコンサートを、
玉川せせらぎホールで開催出来る事にな
りました！ 多方面で活躍する我々の幅広
いジャンルの音楽で世田谷を盛り上げた
いと思います！ ぜひお楽しみに！！

―― エリック・ミヤシロ

公演当日、リハーサルを公開します！ 
プロの公演ができあがっていく様子を見られ
る、貴重な機会です。ぜひお越しください。

無料リハーサル見学！
2023年1月14日 ㊏ 13:00～14:00 （予定）
対 中学生～25歳　定 先着50名　
￥ 無料　申 HPよりオンラインにて 　

エリック・ミヤシロ

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜2023年2月5日㊐
　　　　  月に吠えよ、萩原朔太郎展　一般900→800円　
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　
※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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　11月26日㊏〜2023年1月29日㊐
　　　　  「祈り・藤原新也」
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

観覧料 P4詳細は　　 へ

P2  世田谷文学館　　 P2  せたがや国際交流センター　　 P2  生活工房　　 P3  音楽事業部　　 P3  世田谷パブリックシアター　　 P4  世田谷美術館　　 P4  世田谷区スポーツ振興財団

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

5432-1548 （10:00〜19:00）

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

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！

　本紙は11月16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。

入会金・年会費
無料

情報ガイド
せたがや 文化・スポーツ
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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、「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

2022年11月25日2

ゲストに自動からくり人形作家ムットーニを迎え、企画展「月
に吠えよ、萩原朔太郎展」についてのスペシャルトークの様子
を放送します。（パーソナリティ：河西美紀）

日本の近代詩を代表する詩人・萩原朔太郎は、晩年を世田谷で
過ごしました。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
ちの作品もご紹介
します。
※1階文学サロンに「猫
町ラビリンス」出現！短編
小説『猫町』の世界を小
さなお子様でも楽しめる
ダンボール迷路です（期
間：12月17日 ㊏ か ら
会期終了まで。入場無
料）。
￥ 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

　

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名以上の団体料金 　※障害者割引あり

外国人の方、日本人の
方、やさしい日本語で
おしゃべりを楽しみ
ながら、まち歩きをし
ませんか？鉄道の地
下化で変貌を遂げた
下北沢周辺を歩きま
す。街並みや景色の中
に思いがけない「しも
きた」を見つけましょう。
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 12月19日

ウクライナをはじめとする国際紛争や気候変動は、私たち
の食生活に大きな影響を与えています。国連世界食糧計画

（WFP:World Food Programme）の支援活動を通して世界
で、そして私たちの身近で起きている「食料危機」について考え
ます。私たちに何ができるか
一緒に考えませんか。
講 瀬上倫弘（特定非営利活動
法人国連WFP協会）　
定 申込先着60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

国連WFPは、「飢餓ゼロ」を使命
とする国連唯一の食料支援機関
です。2020年にはノーベル平
和賞を受賞しました。国連WFP
の支援活動をパネルでご紹介し
ます。
￥ 無料

©WFP/Badre Bahaji

 生活工房 
アルバイト

募集

これまで放送した「ほんとわラジオ」（毎週木曜日11時〜11時30
分、83.4MHzエフエム世田谷）が、アーカイブとしてポッドキャス
トになりました。世田谷文学館ホームページから「ライブラリーほ
んとわ」でお聞きいただけます

ムットーニ（自動からくり人形作家）

坂口安吾　書（当館蔵）

企画展

講座

多文化理解講座　― 第7回 ―
SDGsと国連WFPの食料支援
―飢餓ゼロを目指し私たちにできること―
2023年1月14日㊏ 14:00～16:00　5Fセミナールーム

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

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

ラジオ放送

「ほんとわラジオ」特別番組
「月に吠えよ、萩原朔太郎展」記念トーク

12月4日㊐ 13:00～14:00　83.4MHzエフエム世田谷

SDGsと国連WFPの食料支援
12月3日㊏～2023年2月28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
2023年1月21日㊏ 13:00～16:00ごろ 
集合：下北沢区民集会所

展示交流

パネル提供：国連WFP協会

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。 
編集という営みは文章や絵画と
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
ロイド判の冊子（写真下）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

ART FOR ALL 20  
いい絵って何だ？
【編集：岡本仁／発行：生活工房】　

展覧会の一環として制作された、
タブロイド判の冊子です。皆川明、
佐伯誠ほか、様々な分野で活躍す
る7名の執筆者による、エッセイ

あり、漫画あり、短編小説ありのバラエティ豊かな内容です。
TSUTAYA三軒茶屋店（生活工房ギャラリー階下）ほかで販売し
ています（税込1,100円）。

「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」
で公開中の映像をじっくり観ながらそれぞれの視点で語り合
う、小さな集いの場です。
今回上映する映像は昭和35年に撮影された『井の頭公園』。動
物園の様子だけでなく、手作りの麻雀牌

パ イ

で家族団欒に興じた撮
影者宅の様子なども登場します。
またハガキで前もって集めた、本映像にまつわるエピソードも
当日ご紹介します。

【企画制作】remo[NPO
法人記録と表現とメディ
アのための組織]
定 当日先着15名　
￥ 無料　
申 不要、直接会場へ

オンライン・プログラム（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
12月17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。
上映する映像は、日比谷公園や銀座界隈が映る『No.1』（昭和38
年）です。銀座7丁目にあった日本初のシャンソン喫茶・銀巴里
や、手で操るパチンコ台の様子も収められています。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 12月3日　

『井の頭公園』［昭和35年／井の頭公園、多磨霊園、自宅（船橋）］ 『No.1』[昭和38年11-12月／日比谷公園、会社寮（三宿）、銀巴里など]

企画展

イベント

穴アーカイブ：an-archive
せたがやアカカブの会vol.33
12月10日㊏ 14:00～15:30　生活工房5F

岡本仁の編集とそれにまつわる何やかや。
開催中～2023年1月22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

【勤務内容】貸館（接客）・受付業務（PC等事務補助含む）　【募集人数】若干名　【契約期間】2023年1月以降（応
相談）～2023年3月31日（翌年度更新の場合あり／最大４回）　【勤務条件】[勤務日数]月間平均11日程度（土日
祝日を4日程度含む）　[勤務時間帯]18:30～22:15（実働3.75h／22時超過分は割増手当有）　[時給]1,170
円（片道2km以上に限り、日額3,100円を上限に交通費別途支給）　【選考方法】書類選考後に面接　【応募方法】
履歴書（市販）に11月25日号掲載分と明記の上、生活工房へ郵送　【受付期間】12月20日（必着）まで

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。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。

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

せたがや名曲コンサート 出場グループ
大募集！

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

出 黒岩英臣（指揮）　吉田桃子（ソプラノ）　大沼徹（バリトン）
世田谷フィルハーモニー管弦楽団　世田谷区民合唱団
曲 ワーグナー：ジークフリート牧歌　ブラームス：ドイツ・レクイエム
￥  S席 2,000円　一般 S席 2,500円／A席 1,000円

（A席は割引無し）　 　※未就学児入場不可

オータムコンサートオータムコンサート

作 W.シェイクスピア　翻訳 河合祥一郎　 構成・演出 野村萬斎　
出 野村裕基／岡本圭人／藤間爽子／釆澤靖起　
村田雄浩／河原崎國太郎／若村麻由美／野村萬斎 他
￥  S席（1・2階席） 9,300円／A席（3階席） 5,300円（プレビュー公演 S席 8,300円
／A席 4,300円）　一般 S席 9,500円／A席 5,500円（プレビュー公演 S席 8,500円
／A席 4,500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

構成・演出 ガブリエラ・カリーソ　
ドラマトゥルク・演出補佐 フランク・シャルティエ
出 ユルディケ・デ・ブール　シャルロット・クラメンス 他
￥  5,500円　一般 6,000円　ペア 10,000円　高校生以下 2,000円　
Ｕ24 3,000円　※1申込みにつき1公演4枚まで　※未就学児入場不可

野村萬斎が芸術監督任期中、最後の公演として上演した「戯曲リーディング『ハムレット』より」。古
典と現代の融合を試み、好評を博した本作を経て、ついに『ハムレット』本公演が立ち上がります。
野村裕基、岡本圭人、藤間爽子、釆澤靖起ら次世代を担うフレッシュな面々に加え、村田雄浩、
河原崎國太郎、若村麻由美ら贅沢にも魅力あふれる実力派俳優陣が揃いました。数々のシェイク
スピア作品に取り組んできた萬斎の集大成とも言うべき『ハムレット』に、どうぞご期待ください。

驚愕のテクニックと独創的なスタイルで数々の
衝撃作を生み出し、世界中に熱狂的なファンを
持つ、ベルギーのダンスカンパニー、ピーピン
グ・トム。前作『ファーザー』から6年ぶり、コロ
ナ禍の延期を経て待望の来日公演！

『ハムレット』 ピーピング・トム『マザー』2023年3月6日㊊〜19日㊐　世田谷パブリックシアター

2023年2月6日㊊〜8日㊌　世田谷パブリックシアター

 12/10㊏
一般  12/11㊐ 発売開始 2023/1/21㊏

一般 2023/1/22㊐発売開始

ⓒHerman Sorgeloos

作 北村想　演出 栗山民也　出 中村倫也　黒木華　田中俊介　山崎一／河内大和　
野坂弘　依田朋子　徳高真奈美（ヴィオラ演奏）
￥ 一般 9,000円　トラムシート 7,000円（12/17㊏10:00より発売開始、初日はオン
ラインチケットのみ）　※アーツカード先行・割引なし　※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
問 シス・カンパニー　☎︎5423-5906

（平日11:00～19:00）

台本・訳詞・演出 加藤直　台本・作曲レオシュ・ヤナーチェク
出 大石哲史　小田藍乃A／豊島理恵B　
鈴木あかねA／山本伸子B 他　＊一部Wキャスト 
￥  A席（1階席・2階中央1列目） 6,800円　B席（2階席） 4,800円　一般 A席 おとな 7,000円 
／B席 5,000円／C席（3階席） 3,500円　学生・こども A席 3,000円／B席 2,500円
／C席 2,000円　※当日各500円増　※おとなペア料金あり　※学生は当日要証明書提示　
問 オペラシアターこんにゃく座　☎︎044-930-1720（平日10:00～18:00）

演 劇演 劇

シ ア タ ー ト ラ ム世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

2023/
2/7㊋〜28㊋

2023/
2/17㊎〜19㊐ シス・カンパニー公演『ケンジトシ』オペラシアターこんにゃく座公演

オペラ『アイツは賢い女のキツネ』 発売開始 一般 12/17㊏発売開始  12/9㊎
一般 12/10㊏

故 芥川也寸志氏の呼びかけで結成された2つの区民団体が、1989
年から開催している演奏会。コロナ禍での活動休止を乗り越え、4年
ぶりの共演です。

11/27㊐発売開始

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！ 名匠ジョージ・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 小倉博和（ギター） 他　
曲 ジムノペディ　グリーンスリーブス  他
　　　　　　　　￥  3,200円　一般 3,500円

　※未就学児入場不可

ミュージック・ラウンジ vol.2

ワンドリンク付！

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

せたがや
アカペラバトル

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アー
ティストを審査員に招き、
2月の決勝大会を目指し
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♪

予選
書類・音源審査
決勝大会
2023/2/5㊐
15:00開演
玉川せせらぎ
ホール

審査員  
吉田圭介（INSPi）　引地洋輔（RAG FAIR）　
杉本良太（PLUS unison.）

★応募方法等の詳細は
〈募集HP〉をご覧ください︎

大 会 概 要

吉田圭介 引地洋輔 杉本良太

募集HP

応募締切 ▶▶ 11/30水

出 HIBI★Chazz-K　
曲 ジングル・ベル　『歓喜の歌』～第九 他　￥ 自由席・無料
申 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 【申込受付中・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
※車椅子スペースあり（定員あり・要予約　音楽事業部☎︎5432-1535）

（土）15:0012.17
北沢タウンホール（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）

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
ライブをどうぞお楽しみください。

去る10月30日、秋晴れの日曜日に開催となっ
たオータムコンサート。5月から活動をスター
ト、8月には夏季合宿を行い、着々と基礎を
身に付けてきたメンバーたちは、緊張しつつ
も楽しみに当日を迎えることができました。
コンサートでは各セクションのアンサンブル
演奏を披露しました。息の合ったリズミカル
な演奏の打楽器、心地良くゆったりとした雰
囲気の木管、ハイレベルな曲を弾き切った
弦楽器、見事なハーモニーを響かせた金管。 

そして最後には、作曲者・酒井格氏を前に
『たなばた』を金管・打楽器で合同演奏をし
ました。メンバー全員、練習成果を発揮で
きたのではないでしょうか。
そして何より、会場満員のお客様にご来場い
ただきましたこと、御礼申し上げます。
次回は、来年3月28日の定期演奏会。東京オ
ペラシティ コンサートホールでの演奏となり
ます。私たちの活動を、今後とも温かくお見
守りいただけますと幸いです。      （担当：黒田）

クリスマス・ジャズ！
気軽に クールに 公演報告

地域の物語2023

ワークショップ参加者募集
看取りをめぐる物語

「地域の物語」はテーマに関心をもって集まった
人々が、ワークショップのプロセスを通じて、従来
のかたちにとらわれない発表作品をつくりあげる
プロジェクトです。
今年度は「看取り」をテーマに２つのコースを開講。
全員で考えてまとめた小作品を、最後にシアター
トラムで発表します。
日程 えんげきコース
2023/1/8㊐～3/19㊐
全16回＋発表会

からだコース
2023/1/9㊊㊗～3/19㊐
全12回＋発表会

応募締切 12/21（必着）
お申込み・詳細は、劇場HPをご確認ください

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

脚本・演出 岡本昌也　私道かぴ　
出 森脇康貴　日下七海　
山下裕英　沢栁優大　
池浦さだ夢（男肉 du Soleil）　
古野陽大　金谷真由美
￥  3,300円　一般 3,500円　高校生以下・Ｕ24 1,750円　
※１申込みにつき１公演4枚まで　※未就学児入場不可

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！

『凪げ、いきのこりら』

ドイツ・レクイエムブラームス
14:002.19 昭和女子大学人見記念講堂

（東急田園都市線 三軒茶屋駅）
（日）

2023

Wood & Sound小倉博和
19:0012.2 北沢タウンホール

（小田急線・京王井の頭線 下北沢駅）
（金）

「
」

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／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

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。現実と非現実が混在する絶海の孤島を
舞台にした不条理劇の傑作を、岡本健一、成河と
いう豪華競演でおおくりします。

『建築家とアッシリア皇帝』

お
申
込
み
締
切 

12
月
11
日
㊐
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細
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場
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12月16日㊎〜18日㊐　
シアタートラム

11月21日㊊〜12月11日㊐   
シアタートラム

宣伝美術：秋澤一彰
宣伝写真：山崎伸康

2/6  7   8

19 30:

2023/

12/16 17   18   

13 00:
18 00:
19 00:

＝終演後ポストトークあり
登壇者：12/16㊎19:00　山内ケンジ
12/17㊏13:00　野上絹代／18:00 岩井秀人
12/18㊐18:00　白井晃
＝収録のため客席にカメラが入ります

12/16 17   18   

＝終演後ポストトークあり
　登壇者：12/18㊐18:00　
　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)　
　※全公演にポストトークを実施予定。詳細は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

12/16 17   18   

13 00:
18 00:
19 00:

＝終演後ポストトークあり
登壇者：12/16㊎19:00　山内ケンジ
12/17㊏13:00　野上絹代／18:00 岩井秀人
12/18㊐18:00　白井晃
＝収録のため客席にカメラが入ります

12/16 17   18   

＝終演後ポストトークあり
　登壇者：12/18㊐18:00　
　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)　
　※全公演にポストトークを実施予定。詳細は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

2023/2/17     18   19

14 00:
18 00:

＝収録のため客席に
カメラが入ります　

A
B

A B

2023/2/7 8   9 10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24     25     26   27   28   

14 30:
18 30:

休
演

休
演

休
演

11/25 12/126   27   28   29   30     2 3 4 5 6 7 8 9

 2   3   4   5   6   7   8   9 10   11  

1011

13 00:
14 00:
19 00:

休
演

19 00:

休
演

プレビュー公演　
視覚障害者のための舞台説明会あり

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

＝記録用収録のため客席にカメラが入ります　
＝貸切公演 ＝追加公演

11/25 12/126   27   28   29   30     2 3 4 5 6 7 8 9

 2   3   4   5   6   7   8   9 10   11  

1011

13 00:
14 00:
19 00:

休
演

19 00:

休
演

プレビュー公演　
視覚障害者のための舞台説明会あり

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

＝記録用収録のため客席にカメラが入ります　
＝貸切公演 ＝追加公演

2023/3/6  7   8   9 10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 

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

休
演

休
演

　＝プレビュー公演
　＝終演後ポストトークあり
登壇予定者：3/14㊋14:00　
野村萬斎、野村裕基、岡本圭人、藤間爽子、若村麻由美

　＝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
5/14㊏18:00　倉持裕　白井晃
5/16㊊19:00　倉科カナ　池谷のぶえ　 正名僕蔵
5/21㊏18:00　江口のりこ　大空ゆうひ　梶原善
5/23㊊19:00　福本莉子　千葉雅子　粕谷吉洋　
　　　　　　　  堀井新太

せたがやジュニアオーケストラロゴ 

YELLOW / R12 G193 B232 / C10 M25 Y90

小倉博和

HIBI★Chazz-K 弦楽アンサンブル 金管アンサンブル木管アンサンブル打楽器アンサンブル

                  

〒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11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 12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  ☎︎ FAX 3300-6703　梅 梅丘中学校温水プール開放事務室  ☎︎ FAX 3322-6617

玉 玉川中学校温水プール ☎︎3701-5667　 事業 事業係  ☎︎3749-1090（臨時）　 施設 施設係  ☎︎3417-2803

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、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
11.25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

藤原新也（1944-）は、東京藝術大学在学中からアジア各地を旅
し、1970年代に写真とエッセイによる『インド放浪』、『西

チ ベ ッ ト

蔵放
浪』、『 逍

しょう

遥
よ う

游
ゆ う

記
き

』を発表します。1983年出版の『東京漂流』はベ
ストセラーに、『メメント・モリ』は若者たちのバイブルとなり
ました。世界各地で生と死を見つめ、そして大震災直後の東北
やコロナ禍の無人の街に立った藤原は、これまでの道程と人へ
の思いを本展の「祈り」というタイトルに込めます。初期作から
最新作までを一堂に展示する初の大規模な個展です。詳細はHP
をご覧ください。

チケット情報  　
●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

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　

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。

HP  世田谷２４６ハーフマラソンサポー
トイベント「フォロークリニック」
2023年1月20日～3月24日　毎週金曜　 
19:00～20:30（全10回） 
総合運動場陸上競技場、屋内ウォーミングアップ場

抽選でハーフマラソン優先権を進呈
講 原口孝徳氏　対 高校生相当以上　
定 抽選15名　￥ 15,000円　締 1月6日　
問 事業

HP  オリパラレガシー事業 
「バレーボールクリニック」

2023年1月16日～3月6日　毎週月曜　 
①18:10～19:20 ②19:30～20:50（全8回）　 
総合運動場体育館

講 山本隆弘氏（総合監修）　対 ①小学生②中学
生　定 ①先着50名②抽選50名　￥ ①16,400
円②18,200円　締 ②12月23日　問 事業

HP  レディーステニス
2023年1月17日～3月14日　 
毎週火曜 9:20～10:40（全8回）　※除外日あり 
大蔵第二運動場テニスコート 他 

対 18歳以上の女性　定 抽選20名
￥ 20,700円　締 12月18日　問 事業

HP  ソフトテニス教室
2023年1月22日～2月26日　毎週日曜　 
9:00～11:00（全6回）　 
大蔵第二運動場テニスコート

対 小学生以上の初心者・初級者　定 先着40名　
￥ 3,300円（中学生以下1,600円）　問 事業

HP  はじめようスイミング
①烏山コース（烏山中学校温水プール）
2023年1月10日〜3月14日　毎週火曜

　
HP  本気のBODY MAKE PROGRAM～SEASON7～
2023年1月5日㊍～3月30日㊍ 
①シェイプアップクラス  
月曜 10:15～12:15 木曜 10:45～11:45  
②ボディメイククラス　 
月曜 13:30～15:30 木曜 12:15～13:15

対 女性限定（肉体改善を目指す18歳以上）　
定 抽選各6名　 ￥ 入会金20,000円、月会費
19,500円×3ヶ月　締 12月4日（必着）　
問 総運 　※プログラムの詳細はＨＰまたは館内掲示のポス
ターをご確認ください

HP  コース型フィットネス教室　 
2023年1月～3月
定 プログラムにより異なる　締 先着順
①総合運動場　￥ 7,300円～　問 総運
②千歳温水プール　￥ 8,000円～　問 千歳 　
③大蔵第二運動場　￥ 8,250円～　問 大二
※①②一部託児サービスがあります

HP  親子スイミングレッスン
12月17日㊏ ①10:00～10:50　 
②11:00～11:50　総合運動場温水プール

対 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　 定 先着15組（30名）
￥ 1,100円（別途施設利用料）　問 総プ

10:00〜12:00（全8回）　※除外日あり
②梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
2023年1月11日〜3月15日　毎週水曜
10:00〜12:00 （全10回）
③玉川コース（玉川中学校温水プール）
2023年1月16日〜3月6日　毎週月曜
10:00〜12:00 （全8回）
対 ①②③18歳以上　定 ①②③先着40名　
￥ ①③8,000円②10,000円　
問 ①烏 ②梅 ③玉

その他  ふれあいボウリングスクール
2023年1月21日・2月4・18日・3月11日 
土曜 10:00～11:30（全4回）　オークラランド

対 軽度の知的障害がある中学生以上　
定 先着36名　￥ 1回1,400円　
申 問 ハガキ・FAX（参加できない日、年齢も明
記）で世田谷サーンズ・北口まで（〒156-0044 
赤堤4-42-2 ☎︎090-9010-2275 3323-
8250）

HP  わくわくサッカー教室
2023年2月4日㊏・11日㊏・㊗・26日㊐・ 
3月11日㊏　土曜 14:30～16:00　日曜 9:30
～11:00（全4回）　池尻小学校第2体育館

対 区内在住・在学で軽度の知的障害のある小・
中学生男女で付添者の同伴が可能な方　
定 先着25名　￥ 1,000円　問 事業

HP  SETAGAYA FUN AND SMILE SPORTS 
2023年1月9日～　毎週月曜  
①15:15～②16:30～③17:45～ 

（各60分・全12回）　※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

スポーツ経験者も未経験者も様々な動きを経験
して“笑って”“楽しく”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 12月15日　問 事業

HP  いきいきリズム体操
2023年1月15日～3月12日　隔週日曜 
13:30～15:00（全5回）　 
千歳温水プール集会室

対 軽度の知的障害のある高校生相当以上で教
室開催中付添者の同伴が可能な方　
定 抽選10名　￥ 2,500円　問 事業

HP  レベルアップスイミング
2023年1月5日～3月16日　毎週木曜 10:00～
12:00（全8回）　※1月26日、2月2日、2月23
日除く　烏山中学校温水プール

対 18歳以上　定 先着30名　￥ 8,000円
問 烏

HP  パラ射撃＆ボッチャ体験会 
12月17日㊏ ①13:00～15:00　 
②15:30～17:30　総合運動場体育室

対 肢体不自由のある小学4年生以上　
定 先着各12名　￥ 無料　問 施設

HP  ゴルフ教室
①千歳の部　千歳ゴルフセンター
②成城の部　ニュー成城ゴルフセンター
③ジュニアゴルフ教室　成城ゴルフクラブ
対 ①②18歳以上③小学3年生～中学生（※親子参
加可）　定 ￥ 日程等詳細は財団HPをご確認くだ
さい　問 事業

HP  元気なシルバーいきいきトレーニング
玉川コース（玉川台区民センター）
2023年1月10日〜3月14日　毎週火曜
A9:20〜10:20B10:40〜11:40（全10回）
対 60才以上　定 先着各12名　￥ 10,000円

11/29～12/4 「和展」kazuyoK・kazuoY　（30日～公開）

12/13～18 第5回 明墨会水墨画展示会
※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）

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
150円／65歳以上、小・中学生100円 　※障害者割引あり

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。

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。

●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

萩原朔美（1946-）と榎本了壱（1947-）は、寺山修司の劇団で出会
い、雑誌『ビックリハウス』を創刊しました。映像、写真、版画、アー
ティスト・ブックを制作する萩原と、澁澤龍彦の小説『高丘親王航
海記』を全文筆写して挿絵を添えた榎本の仕事をご紹介します。

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　

《六月の田園》
［岩手県岩手郡滝沢村］1971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

12/6～11
2022 世田谷 公共建築展（7日～公開）

ふたりからはじめる詩の教室作品展

12/20～25 第5回現代中国芸術東京展＆
第2回東京芸術双年研究展 Les liens d'amitié 絆展

※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

教 室

祈り・藤原新也　
11月26日㊏〜2023年1月29日㊐　1階展示室

©Shinya Fujiwara

萩原朔美
《小田急線にバンザイする私》

1974年

榎本了壱
《『高丘親王航海記』繪巻》（部分）

2015–2016年

清川泰次　色をめぐって　
開催中〜2023年3月12日㊐

展覧会

宮本三郎と「日本」　
開催中〜2023年3月12日㊐

展覧会

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㊐

展覧会

《Painting No.1495》
1995年

《唐招提寺》1959年頃

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

令和4年度 世田谷区民絵画・写真展 作品募集

ミュージアム コレクションⅢ　
それぞれのふたり　萩原朔美と榎本了壱　
12月3日㊏〜2023年4月9日㊐　2階展示室

HP  第48回　区民元旦あるこう会
2023年1月1日㊐・㊗

新年の幕開け！ご自宅から総合運動場まで
歩き、健康的な新年を過ごしましょう！

先着800名　 無料　参加賞あり（干支
の根付等）　 12月1日～　問 事業
※ゴールは10:00～12:00の間となります


