
世田谷ジュニアアカデミー&カレッジ
多様なスポーツ活動を通して子どもの

体力・基礎運動能力の向上に取組む

とともに、団体行動の中での規律性・ 

積 極 性・協 調 性といった心（人格）の 

成長を育み、子どもが自らの夢を実現

できる人間力の形成をめざします。

2023年4月
2023年2月8日 23日

2024年3月〜

〜

世田谷区スポーツ振興財団のホームページより
申込み頂き、申込締切後、抽選となります

詳細は「世田谷ジュニアアカデミー&カレッジ」
ホームページをご覧ください

活動期間

対  象

問合せ先

申込期間

申込方法

年少〜高校３年生 ※種目によって異なります

※平日9:00〜17:00

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 
世田谷ジュニアアカデミー&カレッジ担当

3749-1090
※器械運動アカデミー：希望丘地域体育館 及び千歳ダンスカレッジ・希望丘
チアダンスカレッジは区立千歳温水プール管理事務所　 3789-3911

《新型コロナウイルス感染症への対策について》
世田谷ジュニアアカデミー＆カレッジは新型コロナウイルス感染
症対策を講じた上で開催・運営を行っていきますが、感染症拡大
の状況により、一時的に教室開催を中止する場合があります
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400m日本記録保持者、オリンピアン
髙野 進総合監修

元サッカー日本代表
北澤 豪総合監修区立総合運動場

陸上競技場・体育館 体操男子日本代表監督
水鳥 寿思総合監修区立総合運動場 体育館

区立希望丘地域体育館

元全豪オープン出場選手
坂井 利彰総合監修区立総合運動場 テニスコート

区立大蔵第二運動場 テニスコート

区立総合運動場 陸上競技場

元読売ジャイアンツ投手
河本 育之総合監修

区立総合運動場 野球場

元新体操オリンピック日本代表
田中 琴乃総合監修

区立総合運動場 体育館 日本チアダンス協会(JCDA) 公認インストラクター
モリユキ（森 夕希子）総合監修

区立希望丘地域体育館2016リオデジャネイロオリンピック・ パラリンピック 閉会式ダンサー出演
madoRi総合監修区立千歳温水プール 集会室

全日本選手権　アイアンマンレース5連覇
飯沼 誠司総合監修

区立総合運動場 温水プール
区立玉川中学校 温水プール
区立烏山中学校 温水プール
区立梅丘中学校 温水プール

世田谷ジュニアアカデミー＆カレッジ
2023

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜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　開催中〜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1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。

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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せたがや国際交流センター

生活工房

〒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

2月20日㊊～28日㊋は館内整備期間のため休館します。詳細はホームページをご覧ください。

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）

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

2023年1月25日2

人・国・地域がつながり、交流のきっかけとなることをめざし、
せたがや国際メッセを開催します。誰もが気軽に多様な文化に
触れ、楽しめるイベントです。今回は書道、ヨガ等の体験コー
ナーや、大使館、NPO、ボランティア団体等によるブース出展、
その他ステージプログラムも盛りだくさんです。
￥ 無料　 申【一部体験コーナーのみ】文化・国際課（☎6304-
3439）または電子申請

世田谷海外研修者の会主催の交流会です。
どなたでも参加いただけます。
◆ 和紙で花、ランプシェード、箸置き、
折り紙等の手作り体験
￥ 500円（材料費）　申 事前申し込み不要
◆ 手作り品等の販売
◆ 和紙作品、折り紙、海外の飾りの展示

　

萩原朔太郎の代表作の解説や、現在販売されている書籍をご案
内するブックガイドなど17枚のバナー（タペストリー）による
展示です。
￥ 無料

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

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のアー
ティストたちの作品もご紹介します。
￥ 一般900（720）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／
中学生以下無料
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり
※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（入場無料）です。会期終了まで開催します　

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

セタブンならではの多彩なゲストをお迎えし、楽しいおはなし
を伺います。2月の放送では、岡崎哲也さん（松竹株式会社　常
務取締役）に、歌舞伎についてお話を伺います。
これまで放送した内容が、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。
詳細は文学館のHPをご覧ください。

外国人と日本人がやさしい日本語でお話をするにほんご交流会
に参加しませんか。前半はテンプル大学で日本語を勉強してい
る学生の発表会に参加します。後半は5〜6人のグループに分
かれてお話をします。
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 2月28日（3月5日までに結果連絡）

イベ ント

区制90周年第6回せたがや国際メッセ　
２月１２日㊐ 11:00〜16:00　 
日本大学文理学部 百周年記念館 ニューアリーナ（桜上水3-25-40）

にほんご交流会 in テンプル大学
3月25日㊏ 14:00〜16:00　 
テンプル大学ジャパンキャンパス（太子堂1-14-29）

第29回 国際交流 IN せたがや 2023
世田谷海外研修者の会
2月11日㊏㊗ 11:00〜15:00　
キャロットタワー５Fセミナールーム

交 流 会

1982年、世田谷区経堂にオープンした雑貨店「セタガヤママ」。
雑貨販売だけでなく、貸本や「ぬりえ」の出版、小さなラジオ放
送（ミニFM）など、その活動は多岐にわたりました。会場では

「セタガヤママ」を中心に、ママたちが“生活”を軸に展開した
小さなメディア活動を紹介します。残された貴重な写真資料 
や平野甲賀のグラフィック、現在も発行を続けているガリ版の
ミニコミ誌「あめつうしん」まで、初公開を多数含む地域資料を
ご覧ください。　￥無料　
関連イベント
おはなしとおにんぎょう『はじめてのともだち』

2月4日㊏ ①11:00～　②14:00～　各回30分程度　
生活工房５F
横山てんこの新作絵本『はじめての
ともだち』をもとにした人形劇を上
演します。

小さないーちゃんはツンツン猫
のすみれちゃんにちょっかいを
出しては、フーッ！と怒られて 
うえーん！と泣いてしまいます。
ある日、すみれちゃんは後ろを 
向いて泣いているいーちゃんを見
つけます・・・

悲しかったり寂しかったりした時、ど
こかで見ていて、そっと寄り添い、く
すっと笑わせてくれる。そんな特別な

「はじめてのともだち」にぜひ会いに
きてください！親子やお友だち、みん
なで楽しめるイベントです。
従来の人形劇のやり方とは違い、人形
と布、演者の身体を使って、小さなイ
ノチを表現します。パーカッショニス
トの関根真理の楽しく優しい音楽も
見どころです。
出 横山てんこ（美術家／人形遣い／俳
優）、関根真理（パーカッショニスト）　
対 幼児〜（小学校3年生以下は保護者
同伴）　定 各回申込先着50名　
￥ 500円（同伴者無料）　
申 申込フォームで生活工房へ

お面づくりワークショップ
3月21日㊋㊗ 14:00〜15:00　3F市民活動支援コーナー
セタガヤママでも人気だったお面づくり。 
色鉛筆やペン、色画用紙で制作して、生
活工房ギャラリーで展示します。
出 佐々木未来（イラストレーター／
グラフィックデザイナー）　
対 小学1年生以上（小学3年生以下は保護
者同伴）　
定 抽選10名　￥ 500円（同伴者無料）　
申 申込フォームで生活工房へ　
締 3月7日（必着）

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
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

動を行う方にお話を伺います。今回のテーマは、町会と企業が
連携したまちづくり活動で注目を集める、二子玉川のエリアマ
ネジメントです。

【ゲスト】小林直子（一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツス
タッフ）、中村輝之（玉川町会事務局長） 　

【進行】市川徹（まちづくりコーディネーター）　
【記録】千葉晋也（まちづくりデザイナー） 　

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 申込フォームで生活工房へ

「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44年に撮影された『消え行く玉電』。
東急電鉄の運転士が非番の日に撮影した廃線直前の玉電の様
子などが登場します。
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

SDGsに照らし合わせて、市民活動支援コーナー利用団体の取
り組みを表現するワークショップを行います。

【企画制作】NPO法人国際ボランティア学生協会
対 同コーナー利用登録団体　定 各回申込先着10名　￥ 無料　
申 メール（ info@shimin-yoyaku.setagaya-ldc.net）か電話

（☎5432-1511）で市民活動支援コーナーへ　
締 各回開催日の前々日21時

企 画 展

イベ ント

世田谷市民活動SDGs講座
①1月28日㊏ 14:00〜15:00　②2月3日㊎ 19:00〜20:00　 
3F市民活動支援コーナー・スペースA

続・セタガヤママ　小さなメディアの40年
1月31日㊋〜4月23日㊐ 
月曜休み 9:00〜21:00　3F生活工房ギャラリー

ちかくのとーくvol.03　
二子玉川の、持続可能なコミュニティ
2月19日㊐ 14:00〜16:00　 
3F市民活動支援コーナーまたはオンライン（Zoom）

雑貨店「セタガヤママ」 関根真理

『消え行く玉電』
［1969年／池尻大橋、桜新町、三軒茶屋など］

穴アーカイブ：an-archive
せたがやアカカブの会vol.34
3月18日㊏ 14:00〜15:30　生活工房5F

会場の様子撮影：淺川敏

ムットーニ 《スピリット・オブ・ソング》
（当館蔵 2006年

　音楽＝宮沢和史「書きかけの歌」）

企 画 展 ど こで も 文 学 館

「詩人 萩原朔太郎」バナー展示
開催中〜3月31日㊎　１階文学サロン

月に吠えよ、萩原朔太郎展
開催中〜2月5日㊐　2階展示室

ラジ オ 放 送

「ほんとわラジオ」放送中！
毎週木曜 11:00〜11:30　エフエム世田谷（83.4MHz）

コレクション 展

下北沢猫町散歩
開催中〜3月31日㊎　１階展示室

アーカイブ（ポッドキャスト）は
こちらから

横山てんこ

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）



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

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。

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

〜2月の世界でいちばん
有名な演劇をつくろう！編〜

出 佐々木恭子（気象予報士）　
池辺晋一郎（お話／作曲家）　
小林沙羅（ソプラノ）　河野紘子（ピアノ）　
尾池亜美（ヴァイオリン）　中野翔太（ピアノ）
曲ドビュッシー：「雨の庭」「雪は踊る」　武満徹：雨の樹素描
プッチーニ：オペラ《蝶々夫人》より「ある晴れた日に」  他
￥ 整理番号付自由席  3,600円　一般 4,000円　
　※未就学児入場不可

せたがや名曲コンサート

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　合唱指導 坂本秀明
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

審査員  吉田圭介（INSPi）　
引地洋輔（RAG FAIR）　
杉本良太（PLUS unison.）
ゲスト  PLUS unison.　夜にワルツ
￥ 整理番号付自由席 810円　一般 900円　 　※未就学児入場不可

出 FMつばきだい／Luspoir／Bambies 2／
いちごぐみ／薫風／Μοũσα／kCom／
うたかた （順不同）

出 角田鋼亮（指揮）　
せたがやジュニアオーケストラ
曲 池辺晋一郎：星をかぞえる　
ドヴォルザーク：交響曲第8番 他
￥ 一般 1,500円／高校生以下 1,000円
　※未就学児入場不可（託児サービス有り）

応募締切 �1月31日㊋�必着

トーク  しまおまほ（作家）×南部広美（フリーアナウンサー）
定 先着60名　￥ 1,000円　申 せたおんホームページからオンライン申込み

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　松浦海之介　森永友基　月崎晴夫　
神保良介　浦野真介　遠山悠介　
村田雄浩／河原崎國太郎／若村麻由美／野村萬斎
￥  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　ドラマトゥルグ・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・クラモンス 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

野村萬斎演出・出演による『ハムレット』本公演がついに立ち上がります。
野村裕基、岡本圭人、藤間爽子ら次世代を担うフレッシュな面々に加え、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！
本作では、美術館を思わせる無機質な空間を舞台に、やさしさと残酷さ、欲望、苦しみ、愛、怒り
に満ちた“母親”の姿が描かれます。卓越した身体能力から生み出される奇想天外なイメージ、美
しさとユーモア、愛に満ちたエモーショナルなステージ――白昼夢のような独創的なパフォーマン
スを、どうぞお見逃しなく。

世界中の観客を魅了するイスラエルの振付家インバル・ピントの
ダンス最新作！
インバルがデザインした壁紙に囲まれたチャーミングな“リビン
グルーム”を舞台に、2人のダンサーが不思議な宇宙の物語を
つづります。シュールで繊細、そして独創的な世界観で人気の 
インバルによる本邦初演作に、どうぞご期待ください。
詳細は決定次第、劇場HPでお知らせしてまいります

『ハムレット』 ピーピング・トム『マザー』

インバル・ピント 『リビングルーム』インバル・ピント 『リビングルーム』

3月6日㊊〜19日㊐　世田谷パブリックシアター 2月6日㊊〜8日㊌　世田谷パブリックシアター

ⓒDanilo Moroni

ⓒDaniel Tchetchik 

2つの区民団体が4年ぶりの共演に選んだ曲は、ド
イツ語で祈りの言葉を紡ぐ「ドイツ・レクイエム」。
黒岩英臣指揮による精緻で優しさに満ちた音が、コ
ロナ禍を乗り越える力を与えます。

今年度から始まる新“バトル”シリーズ、アカペラ。
予選（書類・音源審査）を勝ち抜いた8グループ
が直接対決！
アカペラの楽しさや美しさに、どっぷり浸かって
みませんか♪ ゲスト演奏もどうぞお楽しみに！

今、最も注目されている新進気鋭の指揮者、角田鋼亮
氏を招き、ドヴォルザーク作曲・交響曲第8番に挑
戦します！ 初めての東京オペラシティでの定期演奏
会。ぜひ今年度1年間の集大成をお聴きください♪

詳細はせたおんHPでご確認ください。

クリエイターたちが 聴いている音楽…
ちょっと気になりませんか？ 
過去の思い出や最近のお気に入りなど、
お二人にプレイリストをご披露いただ
き、生活の中での音楽について、いろい
ろ、あれこれ、お話しいただく予定です。

佐々木恭子

南部広美しまおまほ

角田鋼亮
©Hikaru Hoshi

昭和女子大学人見記念講堂
（東急田園都市線 三軒茶屋駅）14:002.19（日）

ドイツ・レクイエム
ブラームス

「
」 アレーナホール

（東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅）16:003.18（土）

18:303.28 東京オペラシティ コンサートホール
（京王新線 初台駅）

（火）

1/30㊊発売開始

池辺晋一郎が自ら企画するシリーズ「異分野とのコラボレーショ
ン」の今年のテーマは「気象と音楽」！ 気象予報士の佐々木恭子
氏が、美しい空との出会い方か
ら、人 類の 最 大の課 題、温 暖
化対策をガマンせず自ら喜ん
で実践できる方法まで伝授し
ます。

お話と音楽でつづる気象と音楽 しまおまほ×南部広美

吉田圭介 引地洋輔 杉本良太

2/6  7   8

19 30:

『ごちゃまぜ演劇ワークショップ』は、小学
生から22歳までのごちゃまぜな年齢の
人たちがあつまって演劇をつくる場です！
演劇をやったことなくても大丈夫です。
一緒に演劇を楽しみましょう！

日程 2/25㊏13：00～17：00　対象 小学生～22歳まで　
定 10名程度　 参加費  1人500円
場所 世田谷パブリックシアター稽古場
問 世田谷パブリックシアター学芸　☎︎5432-1526　
※お申込み・詳細は劇場HPをご確認ください

音楽と新たに
出あうための
トークイベント

せたがやジュニアオーケストラ

第13回定期演奏会

募集人数  1名
契約期間  2023年4月以降～
             2024年3月31日（更新の場合あり）
就業条件  週1～2回及び公演日　
給与 時給1,170円　※別途交通費支給

音楽事業部では以下のとおり、
事務補助のアルバイト職員を募集いたします。

アルバイト

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♪

19:302.28 生活工房セミナールームAB
（キャロットタワー5階）（東急田園都市線 三軒茶屋駅）

（火）

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

2023年度 新入団員募集！
©鈴木義明

募 集

池辺晋一郎
©東京オペラシティ文化財団

撮影：武藤章

宣伝美術：秋澤一彰　宣伝写真：山崎伸康

せたがや
アカペラバトル

15:002.5
玉川せせらぎホール

（東急大井町線 等々力駅）

（日）

決勝大会

異 分 野 と の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン マイ・プレイリスト

1/26㊍発売開始会場・開演時間が変更となりました
※発売開始日も変わりました

速
報！ 2023年5月

世田谷パブリックシアターにて上演決定ごちゃまぜ
演劇ワークショップ

休
演

休
演

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

13 00:
14 00:
18 30:
19 00:
　＝プレビュー公演
　＝終演後ポストトークあり
登壇予定者：野村萬斎、野村裕基、岡本圭人、　
藤間爽子、若村麻由美　

                  

〒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　FAX5432-1559

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



2023年1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 2月25日号は「区のおしらせ」に折り込まれます

問合せ先： 総プ 総合運動場温水プール  ☎︎3417-0017 3417-0013　 大二 大蔵第二運動場  ☎︎3416-1212   FAX 3416-1777　 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、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
1.25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

￥ 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　

わたしたち人間は、太古の昔から、様々な生き物とともに暮ら
してきました。そして、多くのアーティストたちも身近な動物た
ちを恰好のモチーフとして作品に描いてき
ました。本展では、当館のコレクションから
古今東西、様々な手法で表現された動物の
作品をご覧いただきます。共に生き、時にわ
たしたちの思いを乗せ、絵画に、彫刻に登
場する動物たちの姿をお楽しみください。
￥ 一般500円／65歳以上、高校・大学生
400円／小・中学生300円 　※障害者割
引あり　※関連イベントはHP参照

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

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

企 画 展

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。

対 ①幼児（年少・年中）とその保護者②幼児（年
中・年長）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

HP  全集中で狙え! 
ビームライフル射撃チャレンジ 
2月23日㊍㊗ ①10:00〜／②11:00〜／　 
③13:00〜／④14:00〜／⑤15:00〜 
総合運動場エアーライフル場 

ライフル射撃競技の東京2020五輪日本代表選手
をゲスト講師に迎えて行う、子ども向け教室です。
対 小中学生（性別経験問わず・親子参加可）　
定 抽選25組（①～⑤各クラス5組）　
※お子さま１人でも、親子でのペア参加も可能です
￥ 1,500円（1人）　締 2月19日　問 事業

その他  大蔵第二運動場で行う
ゴルフレッスン
①グループレッスン②個人レッスン
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

HP  障害児運動教室
4月〜2024年3月の原則第1･3･（5）土曜
①ひまわり運動教室（尾山台地域体育館）
14:00〜15:30
②ハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育
館）
14:00〜15:10
4月〜2024年3月の原則第1･3･（5）水曜
③みつばち運動教室（砧中学校格技室）
15:30〜16:35
4月〜2024年3月の原則第2･4土曜
④中学生運動教室（尾山台地域体育館）
14:00〜15:30
⑤コアラ運動教室（八幡山小地域体育館）
14:00〜15:10
対 軽度の知的障害のある①③⑤小学生、②④中
学生。①～⑤トイレの際に介助が不要で、付添
人の会場待機が可能な方　
定 抽選各若干名（当選後、事前面談あり）
￥ 4,000円（全18回）参加は１名１教室　
締 2月15日（必着）　※教室見学できます
問 事業

HP  親子スイミングレッスン
3月4日㊏・18日㊏ ①10:00〜10:50　 
②11:00〜11:50　総合運動場温水プール

HP  「スポーツ振興財団」×「カルチョ」
～個サル開催～
2月4日㊏・17日㊎・24日㊎ 
平日 9:45〜11:45／土曜 18:30〜20:30 
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　定 先着各40名　
￥ 平日1,000円　土曜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 開催日前日の16時まで　問 事業

HP  スポーツ観戦デー（ラグビー）
2月25日㊏ 12:00試合開始 
リコーブラックラムズVS花園近鉄ライナーズ 
駒沢オリンピック公園陸上競技場

対 世田谷区在住の方（ペア）　
定 抽選500組1000名　￥ 無料　
※別途システム利用料がかかります　
締 2月10日20時　問 事業

HP  第56回
世田谷区春季バスケットボール大会
3月18日〜26日 9:00〜21:00 
大蔵第二運動場体育館 

対 区内在住・在勤の方で構成されたチーム
￥ 8,000円／チーム
締 2月18日　問 区バスケットボール協会

https://sbba-net.jimdofree.com

HP  第25回
世田谷オープンティーボール大会
2月26日㊐ 9:00〜13:00　 
世田谷公園軟式野球場

対 小学生の部・ふれあいの部・親子
￥ 2,000円／チーム（親子参加は200円）
申 津上（ 5787-6162）　締 2月13日　
問 日本ティーボール協会世田谷区連盟・石井 

（☎︎080-3021-8664）

その他  人生１００年時代！いきいきと
働き続けるための筋トレ・脳トレ教室
3月16日㊍ 14:00〜15:30

本講座はZoomウェビナーを使用したオンラ
インセミナーです。人生100年時代と言われ、
働く期間が長くなっている時代です。いきいき
と働き続けるには、日頃から継続した運動習慣
が必要です。この講座では、座ったままできる
筋トレや脳トレ体操をご紹介いたします。
対 求職中の方　定 先着100名　￥ 無料　
申 2月16日9:00から二次元コード
よりお申込みください　
問 三茶おしごとカフェ

（☎︎3411-6604　 3411-6690）

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

2/21～26 そよぎの会展
※初日は13:00から、最終日は16:00終了

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。
トーク／映像／ライブ「もう、アートの祭りだ！」
2月４日㊏・11日㊏㊗・18日㊏・25日㊏、4月8日㊏・9日㊐　
いずれも15:00〜17:00（開場は14:30）　世田谷美術館講堂
定 先着各回63人　￥ 各回2,200円（展覧会入場料含む）　
申 当館HPイベントページより　※詳細はHP参照

世田谷区出身・在住の作曲家・演出家である額田大志が当館に
通い、〈ボーダレスな音〉をキーワードに様々なリサーチや実験
を行います。滞在期間中はオープンデーや滞在報告会などの公
開イベントも開催します。
プログラム特設サイト（note）

https://note.com/sam_anj_air　※イベント詳細はHP参照　

 出 梶田真未（ソプラノ）・小滝翔平（ピアノ）
［曲目］ドヴォルジャーク：《ジプシーの歌》より「わが母の教えたま
いし歌」 他　定 抽選50名　￥ 無料　申 往復ハガキ（P2記入方法
参照、2名まで連名可）で当館プロムナード・コンサート担当まで　
締 2月7日 （消印有効）　※未就学児入場不可　※詳細は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　

《山居立春》
［神奈川県足柄上郡山北町世附］1975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

2/7～12
岡本福祉作業ホーム作品展

西山 均作品展第3回さんまる展
世田谷美術館美術大学30期展

2/14～19 私学協会第八支部連合美術展
2/21～26 都展　世田谷支部 Paintes World展
2/28～3/5 赫土展 アトリエミュレット easobi-ten 2023子どもの造形リトピカ作品展

※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

世田谷美術館×アートネットワーク・ジャパン 
Performance Residence in Museum 2022-23
2022年11月〜2023年3月のうち計15日間

第270回　プロムナード・コンサート
梶田真未　ソプラノ・リサイタル
3月4日㊏ 14:00〜（開場13:30）　講堂

祈り・藤原新也　
開催中〜1月29日㊐　1階展示室

世田谷美術館コレクション選　
わたしたちは生きている！　セタビの森の動物たち
2月18日㊏〜4月9日㊐　1階展示室

©Shinya Fujiwara

稲垣知雄《箱入り猫》1970年

清川泰次　色をめぐって　
開催中〜3月12日㊐

展覧会

宮本三郎と「日本」　
開催中〜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〜3月12日㊐

展覧会

《Painting No.1495》1995年

《蚊帳》1937年

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　
開催中〜4月9日㊐　2階展示室

講義と実技と鑑賞で、総合的に美術を学びます。
日程：5〜12月の原則、火・木曜日（48日間）
対 18歳以上の世田谷区在住、在勤、在学者または当館友の
会会員　定 抽選40名　￥ 70,000円（教材費含む）　
※詳細はHP参照　【募集期間】3月1日㊌～31日㊎（必着）

世田谷美術館 美術大学33期生 募集

萩原朔美
《小田急線に

バンザイする私》
1974年


