
パリの入市税関に勤務しながら、幻想的な作品を生み出
したアンリ・ルソー。美術教育とは無縁なままに、創作へ
の強い衝動をもちつづけた素朴派と、心に病を抱えなが
らも創作に生きる意味を見出したアウトサイダーたち。
世田谷美術館のユニークなコレクションによって、彼ら
の世界を紹介します。   　（関連企画はP2をご覧ください）

アンリ・ルソーの版画《戦争》を
発表当時のかたちで展示
ルソー唯一の版画《戦争》は、現在、本国フ
ランスでも稀少本となった文芸雑誌『リマ
ジェ』に挟み込まれて出版されました。
本展では、《戦争》を、出版当時の状態で展
示します。

「私のシベリア」を描いた久永強の作品をまとめて展示
熊本のクラシック・カメラ修理の名人が長いこと封印してきた自らのシベリア抑留体
験。画家・香月泰男が描いたシベリア・シリーズにふれて一気に甦った「私のシベリア」
は短い詞書とともに忘れられない印象を残すでしょう。全43点から30点を展示。

全長4.4メートルに
およぶグギングの
画家の大作
オーストリアの精神科医に
よって設立された「グギン
グ芸術家の家」。それは、心
に病を抱えながらも、芸術
に優れた才能をもつ人々の
暮らす家です。創設時から
のアーティストのひとり、
オスヴァルト・チルトナー
の《お辞儀をする人たち》を
エントランスホールに展示
します。

素朴派とアウトサイダーズの世界

アンリ・ルソーから始まる
Homage to Henri Rousseau
The World of Naïve Painters and Outsiders

アンリ・ルソー《戦争》1894-95年

 オスヴァルト・チルトナー《お辞儀をする人たち》1993年
Copyright: Foundation ―Artists from Gugging  久永強《鬼の現場監督》1993年

アウグスト・ヴァッラ《森のトカゲ》1993年　Copyright:  Art Brut KG

せたがや文化財団のホームページがリニューアル!!
http://www.setagaya-bunka.jp/

指揮をするようになった頃、ある曲の旋律をどのように表現
するかに悩み、もしかしたら手に持つものは絵筆で、想う曲想
を空間に描いてみてはと思いつきます。この頃から、自分が演
奏する音や表現が、画家の彩り、その濃淡、叙情的曲線、筆の
運びに込められた気合などに結びつけばと、願うようになりま
した。アマチュアのヴァイオリン奏者・作曲家でもあるルソー
の代表作《私自身、肖像＝風景》を観ていて、彼の右手にある

のは確かに絵筆ですが、その持ち方は…。彼は心の中でヴァイ
オリンの弓を持っているのではないでしょうか。若い頃、米国
サンタ・フェ室内楽音楽祭を通じてジョージア・オキーフと
知り合いましたが、彼女から“自分は単に目に映るものを描
くだけではなく、心が捉える想いを描く”のだと暗示されまし
た。9月28日の「ルソーを讃える夕べ」（P2関連企画参照）に
ルソーさんが来てくだされば、真相が…！

大山平一郎 （指揮者、ヴィオリスト）

 

次回（10月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
いよいよ開幕 ！  4・5ページの特集をご覧ください 携帯版もできました！ こちらのQRコードからアクセスできます→

［開館時間］ 10:00〜18:00（入場は閉館30分前まで）　［休館日］ 毎週月曜日
※10月14日（月・祝）、11月4日（月・休）は開館、各翌日火曜日の10月15日、11月5日は休館

一般1,000（800）円／65歳以上800（640）円／高校・大学生500（400）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　※本展覧会は宝くじの助成を受けて実施しています［会場］ 世田谷美術館1階展示室

11月10日開催中〉〉〉 日

アンリ・ルソー
《フリュマンス・ビッシュの肖像》 

1893年頃

み　ど　こ　ろ

公益財団法人  世田谷区スポーツ振興財団  〒157－0074 世田谷区大蔵4－6－1
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

http://www.se-sports.or.jp/
http://www.setagaya-bunka.jp/
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関 連 企 画

2013年9月25日2

日本画、洋画、写真、版画、
彫刻など、当館に近年収
蔵された作品を中心にご
紹介します。

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

■「美術館の活用法
―コレクションを愉しむ」

10月26日（土） 14:00～15:30（開場13:30）  講堂
美術館のコレクションについてお話を伺う
講演会を開催いたします。

松本透（東京国立近代美術館副館長）  当
日先着150名　 無料　※当日10:00からエン
トランスホールにて整理券を配布　※手話通訳付

一般1000（800）円／65歳以上、高校・大
学生800（640）円／小・中学生500（400）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割
引あり
  ※音楽事業部（P3）関連企画情報あり

10月5日（土） 19:30～21:00（開場19:00）
女性4名のマリンバアンサンブルのライブ
を、美術館の展示室でお楽しみください。

Ful　 先着60名　 1,500円
下記参照

10月27日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
日本川柳ペンクラブ理事の速川美竹さんから、
川柳の起源や古今についてお話を伺います。

速川美竹（世田谷文学賞川柳部門選考委員）
先着50名　 500円　 下記参照

開館10周年 清川泰次の世界 Ⅱ
帰国、そして再びアメリカへ
開催中～12月1日（日）

清川泰次の絵画作品ほか、
アメリカから帰国途中で立
ち寄った、パリの藤田嗣治の
アトリエで清川が撮影した
写真も展示します。

■10月のギャラリートーク
10月12日（土）
14:00～（30分程度）

「宮本三郎の楽しい我が家」
当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

■「宮本三郎・デッサンの魅力」
11月16日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
開催中の「第2回宮本三郎記念デッサン大賞
展」に関連して、宮本三郎のデッサンについ
ての講演会を開催いたします。

当館学芸員　 先着50名
無料　 下記参照

■20周年記念
ギャラリートーク

「水
す い

門
も ん

王
お う

居
き ょ

逸話」
10月12日（土）
14:00～（40分程度）
開設準備にあたった元世田谷区文化事業担当
者が開館にまつわるエピソードや向井潤吉の
功績などをお話しします。

関義朗　 無料（要入館料）　 不要

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）
開催中～9/29 彩友会展
10/1～6 ココロモヨウ
10/8～13 母と子のデッサン造形〈アトリエY2〉展
10/14～20 趣好会展
10/22～27 坪内美術研究所絵画展

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

［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  一般200（160）円／65歳以上、高校・大学生150（120）円／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

世 田 谷  美  術  館  分  館

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/

展 覧 会 関 連 企 画

ミュージアム コレクション関連企画
20周年関連企画

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

http://www.kiyokawataiji-annex.jp/
展覧会

開館20周年　向井潤吉と四季 秋
開催中～12月1日（日）

展覧会

《秋風の中の水車》1969年

1954年  清川泰次 撮影

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中～9/29
 経堂 デッサン会   じゆうに12展
 第5回 世田谷帆船模型愛好会作品展

 植物画教室作品展 
 中本マモル　作品展

10/2～6  第36回 世田谷区民絵画展

10/8～13  静水会書作展
 坂本ひろの個展２
 第3回 世田谷区芸術アワード “飛翔”
 受賞記念発表　廣江友和展

10/14～20  Les liens d’amitié　友情の絆展
 ナルミ会
 第3回 世田谷区芸術アワード “飛翔”
 受賞記念発表　廣江友和展

10/22～27  世田谷児童作品展　※23日から公開
 心わ画なごみの会　※23日から公開
 自然讃歌写真倶楽部写真展
 第3回 ティンガ　ティンガ展　※25日から公開

世田谷美術館 区民ギャラリー

※展示品の搬入および搬出作業があるため、公開は初日の午後から最終日の16:00頃終了
※区民ギャラリーについては、当館総務課までお問い合わせください

抽選200名　 無料
往復ハガキ（P8記入方法参照）で当館へ　
10月21日（消印有効）　※詳細はHP参照

11月10日（日） 14:00　講堂

プロムナード･コンサート
渡辺清美（リコーダー）、古賀裕子（チェンバロ）

デュオコンサート

［作品受付］世田谷美術館 ２階講義室 10月19日（土）・20日（日） 10:00～16:00
※指定の各写真店でも可：10月14日（月・祝）～20日（日）営業時間内　［展覧会］2014年1月4日（土）
～12日（日）区民ギャラリー　最終日に表彰式あり　※詳細は当館、当館HP、区役所、支所、出張所、
図書館、区民センター、各写真店などで配布の申込書参照

第36回世田谷区民絵画展
10月2日（水）～6日（日）
10:00～18:00（最終日は16:00まで）
区民ギャラリーA・B　 無料
※表彰式は10月6日（日）14:30から講堂にて

世田谷区民写真展作品募集

実験工房展
–戦後芸術を切り拓く

11月23日（土・祝）～2014年1月26日（日） 
1階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次 回 企 画 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
気になる、こんどの収蔵品

作品がつれてきた物語
開催中～2014年1月13日（月・祝）

2階展示室

■ ■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■ ■

割　引
引換券

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館  1階展示室　開催中～11月10日（日）   
　　　　  「アンリ・ルソーから始まる」 展 
一般1,000円→900円  65歳以上800円→700円  高校・大学生500円→450円  小・中学生300円
→250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

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　10月5日（土）～12月8日（日）   
　　　　  「幸田文」 展 
一般700円→600円　高校・大学生500円→450円　65歳以上350円→300円　小・中学生250円
→200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

アンリ・ルソーから始まる
素朴派とアウトサイダーズの世界

studio 池×世田谷美術館 ルソー3部作 「セレニテ」
10月5日から11月9日までの毎土曜日 13:00～13:30　1階展示室
オリジナル劇上演。美術館のある用賀のアマチュア劇団による、ルソー
や作品の逸話を織り交ぜながらの一風変わったギャラリートーク。

studio池　 無料（要展覧会チケット）
※各回13:00までに1階展示室内ルソー作品前に集合

美術と音楽の対話 「ルソーを讃える夕べ」
9月28日（土） 第1部16:00開演（開場15:30）  講堂  第2部18:00～19:30  セタビ・カフェ

［第1部］ルソー作曲のワルツとモーツァルトの弦楽四重奏曲の演奏をトークとともに
［第2部］飲み物と軽食つきの夜会
豊嶋泰嗣（ヴァイオリン）、林 七奈（ヴァイオリン）、大山平一郎（ヴィオラ）、門脇大樹（チェロ）、糀場富美子（作曲家）　

A第1部のみ　100名／3,000円（当日3,500円）、B第1部＋第2部　50名／6,000円　※いずれも展覧会チケット含む　
［企画協力］Music Dialogue実行委員会　 電話かHPで当館へ　※都合によりヴァイオリン奏者に変更がありました

100円ワークショップ  展覧会会期中の毎土曜日 14:00～16:00
時間中随時受付  地下創作室
その場でどなたでも参加できる簡単な工作など。動くルソー人形 他。

1回100円

映画上映会「精神」  11月2日（土） 14:00～16:15　講堂
「こころの病」とともに生きる人々の悲喜こもごもを描き出した鮮
烈なドキュメンタリー。
上映作品：「精神」（監督：想田和弘、2008年、135分） 当日先着
150名　 無料　※当日10:00からエントランスホールにて整理券を配布

区民ギャラリー利用申込受付
平成26年4月～9月分の区民ギャラリー利用申込受
付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

［受付日］平成25年10月5日（土）・6日（日）10:00～17:00

［受付場所］世田谷美術館地下1階創作室AB、清川
泰次記念ギャラリー

［抽選会］平成25年10月20日（日）世田谷美術館講
堂にて。詳細は受付時にご案内します

音広場「Happy Note」

宮本三郎記念美術館と地域の会共催　人ひろば vol.22 
「川柳の常識・非常識  読む・楽しむ・生きる」

フル

往復ハガキかメール（P8記入方法参照）
で宮本三郎記念美術館「イベント」係へ。
または直接、ご来館（17:30まで）ください。
※1イベントにつき1通、2名まで  ※詳細はHP参照

観覧料 観覧料

アンリ・ルソー
《サン=ニコラ河岸から見たシテ島》1887-88年頃

山口薫《和服の女》
1923-24年頃

小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。
●世田谷文学館コレクション展  ●世田谷美術館ミュージアム コレクション  ●向井潤吉アトリエ館
●清川泰次記念ギャラリー  ●宮本三郎記念美術館

会員割引対象

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　画　展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル03-5777-8600　 http://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 Art

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

宮本三郎記念美術館
〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483-3836

http://www.miyamotosaburo-annex.jp/
miyamoto.event@samuseum.gr.jp

展覧会

《編み物》1945-48年頃

Home, Sweet Home
宮本三郎の家族像
開催中～11月4日（月・休）

世田谷芸術百華2013対象事業

11月10日開催中〉〉〉 日

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



田村緑のワークショップ＆コンサート
サン=サーンス「動物の謝肉祭」をアナリーゼ
12月8日（日） 14:00開始　三茶しゃれなあど
アナリーゼ（楽曲分析）ワークショップ第3弾、開催決定！
募集の詳細は、HPまたは本紙10月25日号をご覧ください。

田村緑（ピアノ）  小学3〜6年生  募集開始：10月25日（金）  音楽事業部

〈予選〉 テープ審査  〈決勝大会〉 2014年1月26日（日）　烏山区民会館
［応募資格］ メンバーの平均年齢が40歳以上であること  他
［申込方法］ 参加申込書と演奏を収録した音源を、音楽事業部に持参または
郵送　 音楽事業部　※詳細はHPまたはチラシをご覧ください

せたがやバンドバトル ～集まれGS世代！～
第2回10月4日（金）

発売開始
参加バンド募集 9月30日締切

2013年9月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

撮影：Shuhei NEZU

関 連 企 画

10月13日（日） 14:00～16:00  文学サロン
幸田文が携わった奈良斑

いか

鳩
るが

の法輪寺三重塔再
建の記録映画。上映後、副棟梁だった小川三夫
氏に当時のお話をしていただきます。

［上映作品］『飛鳥を造る』（1976年、四季映
画放送、松川八洲雄監督、50分、DVD上映）

［トーク出演］小川三夫（宮大工）  当日先
着100名（11:00からロビーで整理券配布）

500円

■〈男〉が語る幸田文
10月27日（日） 14:00～15:30　文学サロン

村松友視（作家）×堀江敏幸（作家）　 抽
選150名　 500円　 10月13日（必着）
■崩れる大地と生きること
11月23日（土・祝） 14:00～15:30  文学サロン

青木奈緒（幸田文孫・作家）×田畑茂清（エッ
セイスト・農学博士・元建設省砂防部長）

抽選150名   500円   11月9日（必着）
■〈女〉が語る幸田文
12月1日（日） 14:00～15:30　文学サロン

青木玉（幸田文長女・作家）×森まゆみ（作
家）　 抽選150名　 500円　 11月17日

（必着）

世田谷文学館が収蔵する9万点を超える資料の中
から、〈旅〉にまつわる資料に焦点を絞り、作家たち
の物語とともにご紹介します。作家にとって〈旅〉
は創作活動の原動力であり、豊かな表現を見出す
ためのプロセスだといえるでしょう。資料からう
かびあがる物語をひも解きながら、作家たちのさ
まざまな〈旅〉のかたちを探り、当館コレクション
のあらたな魅力をお伝えします。

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　※企画展チケットで観覧できます（企画展開催中のみ）

父・幸田露伴を看取ったのち40代でデビューし、自らの体験に材をとった『流れる』『おと
うと』、全国の木々や地崩れの現場を訪ね歩いた『木』『崩れ』などで特異な文学世界を
築いた幸田文。初の本格的展覧会となる本展では、創作メモや原稿、書簡、愛用の着
物など、初公開資料を含む約300点の資料を展示紹介します。日々 の暮らし、教育、家
族の看取り、自然との向きあい方など、身近な課題に身体ごとぶつかり綴られたその言
葉は、きっとあなたの人生を照らすたしかな道しるべとなるはずです。

10月4日（金）まで、企画展・コレクション展ともに展示替えのため、展示室を休室します。

■一本の〈木〉に会いに行こう！《家族・
大人篇》
11月10日（日） 12:00～16:00  京王線「高尾
山口」駅改札集合・解散
幸田文『木』をテキストに、高尾山の樹木の魅
力を体感します。

須藤正男（森林インストラクター）　 小学
生以上　 抽選20名　 無料（ただし交通費
は実費必要）　 10月25日（必着）

■幸田文をよむ　（「木」「崩れ」「髪」「お
とうと」…）
11月9日（土） 14:00～16:00　文学サロン

声を楽しむ朗読会　解説：福島勝則（多摩
美術大学教授）　 当日先着100名（11:00か
らロビーで整理券配布）　 無料

メール（ kodaaya@setabun.or.jp） （P8
記入方法参照、参加希望者全員の氏名も明
記）で当館「幸田文」展係へ

講演会　 各締切日までに往復ハガキか

中川賢一の流儀−今、ひもとく武満とメシアン−
  世田谷美術館「実験工房展–戦後芸術を切り拓く」　関連コンサート

2014年1月12日（日） 13:00開演  16:45終演［休憩1時間含む］  世田谷美術館 講堂

戦後芸術の先駆として、美術、音楽、文学などジャンルを超えた創作活動をしていた若手芸術家グループ「実験工
房」。今回は、その一員で、日本の音楽界にとって欠くことのできない作曲家、武満徹のピアノ作品と、彼らが日本
初演を行ったオリヴィエ・メシアンを取り上げます。

全席自由  3,200円　一般 3,500円　※未就学児童入場不可
※チケットをお持ちの方は、公演当日に限り「実験工房展–戦後芸術を切り拓く」（P2参照）を団体割引価格でご覧いただけます

一般700（560）円／高校・大学生500（400）円／65歳以上350（280）円／
小・中学生250（200）円　※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

1部 武満徹　ピアノ全作品
 中川賢一（ピアノ）

2部 O.メシアン『アーメンの幻影』アナリーゼ＆演奏
 中川賢一（ピアノ）　稲垣聡（ピアノ） ［2台ピアノ］

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

旅についての断章
10月5日（土）～2014年4月6日（日）  1階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ワークショップ　 締切日までに往復ハ
ガキかメール（ kodaaya@setabun.
or.jp） （P8記入方法参照、参加希望者全
員の氏名・年齢も明記）で当館「幸田文」
展係へ

齋藤茂吉が留学の際に使用したトランク
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2013. 世田谷文学館

展

Koda Aya

土 日

朗　読　会

1975 年 12 月　奈良法輪寺三重塔を背にして　　写真提供 文藝春秋

映画上映会＋トーク

講　演　会

ワークショップ

〒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）　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館

会員割引対象

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

〒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 （月〜金：10:00〜18:00）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i c音 楽 事 業 部

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

世田谷芸術百華2013対象事業

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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10月19日（土）・20日（日） 12:00～日没
時間は開催日・会場により異なります。　※雨天決行

三軒茶屋駅周辺・キャロットタワー・近隣商店街 など
自家用車・自転車でのご来場はご遠慮ください。
大道芸の詳細（出演パフォーマー・出演時間・場所）については、当日会場で配布するパンフレットをご覧ください。

世田谷アートタウン事務局 ☎5432-1547

『DES ARTS DANS LA RUE  〜たまがわストリートアート〜』
10月5日（土）・6日（日）　二子玉川ライズ
『三茶de大道芸』の関連企画として、二子玉川で新しいフェスティバルを開催します。二子
玉川駅前の広場に大道芸パフォーマーが集結し、大迫力のパフォーマンスを繰り広げます。

二子玉川ライズタウンマネージメント担当 ☎3709-1097  http://www.rise.sc/

区民が身近な場で、気軽に文化・芸術にふれる機会の充実を図るとと
もに、文化・芸術の力で、地域が魅力的で活気にあふれることを目指
して始まったのが「世田谷芸術百華」です。
この催しは、９月から11月の期間中、世田谷区、せたがや文化財団、
区内文化関係団体などが連携・協働し、美術館や劇場・文学館などの
文化施設のみならず、まちかどや商店街・公園など、区内各地で、多発
的かつ連続的に多彩なアートイベントを行う秋のフェスティバルです。

世田谷区文化・国際課 ☎5432-2124
世田谷区  （公財）せたがや文化財団
世田谷区教育委員会  （公財）世田谷区産業振興公社

三軒茶屋の秋を彩る『三茶de大道芸』。今年も街中が“アートタウン”へと変身します。
国内外の一流パフォーマーたちによる、パントマイムやジャグリング、アクロバットを
楽しむもよし、商店街自慢の“屋台”や手作りアート小物のお店がずらりと並ぶ“アート楽市”で
買い物するもよし。いつもとは違う景色の街を気ままに歩いてみてください！

多  摩  川
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生活工房
世田谷パブリックシアター
世田谷文化生活情報センター

三軒茶屋駅周辺

区立駒沢中学校

世田谷通り

昭和女子大学
人見記念講堂

A

廣 江 友 和 展
10月8日（火）〜20日（日）  10:00〜18:00　※月曜日休館
世田谷美術館　区民ギャラリー
ヨーロッパの古典技法を用いて、現代的な絵画を制作している画家の個展です。硬質な白亜
地の背景に、日本画のように平面的な炎のモチーフと、立体感を際立たせた写実的な玩具を
描いて、絵画ならではの独特な空間を表現しています。古いようで新しい、平面的なようで
立体感のある作品をぜひご高覧ください。   入場無料   世田谷美術館  ☎3415-6011

第3回 世田谷区芸術アワード “飛翔” 賞 記 念 発 表受
「渋産 —made in shibuya product」

10月11日（金）〜27日（日）　9:00〜20:00　生活工房ギャラリー（キャロットタワー3階）
渋谷のアクリル職人と世田谷の昭和女子大学のコラボレーション
職人の技をリサーチし体系化することで、加工技術の魅力、素材の魅力を引き出し、新たな
デザインを生み出そうという試みです。職人の技と、学生ならではの自由な発想で織りなさ
れる、美しいアクリルプロダクトをご覧ください。　 入場無料

生活工房　☎5432-1543 http://www.setagaya-ldc.net/

『パン屋のおやじ』（仮題）
11月上旬〜　世田谷区内書店、都内大型書店、
世田谷文学館ミュージアムショップで11月上旬から販売予定
何気ない日常の人とのふれあい、自然に挨拶や話を交わす暮らしの心地よさを思い出させ
てくれた世田谷の商店街―簡潔な文体と確かな人間観察、そしてあたたかな眼差しを通し
て人間味あふれる人々と街の魅力を描き出した受賞作「パン屋のおやじ」ほか、書下ろし新
作を収録した沢まゆ子の第一作品集。ご期待ください。　 未定

世田谷文学館　☎5374-9111

美術部門 廣江友和 生活デザイン部門 橘  倫央

『DUEL ～チェロとピアノのゆかいな決闘～』
10月19日（土） 19:00開演・20日（日） 15:00開演
世田谷パブリックシアター
ピアノとチェロ、ときどき大工道具、果てはバーベキューセットを片手に登場する我らが
スター、陽気なローランとおちゃめなポール。思わず笑いがこぼれるミュージックバトル
の軍配や、いかに。2人に笑顔で声援をおくりましょう！

全席指定 大人 2,000円　子ども［4歳〜高校生］1,000円
一般　大人 2,500円　子ども 1,500円　ほか　詳細はP6参照

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

デ ュ エ ル

Photo:Sebastien Cirade

撮影：Waits

10月19日（土）・20日（日）　すずらん通り会場内
前年まで飾られていたフラッグなどをリサイクルして、グッズをつくりました。当日限定の
オリジナルグッズとしてチャリティーを呼びかけ、集まった支援金は世田谷区の「東日本
大震災復興支援金」を通じ、皆様のエールと共に被災地にお送りします。

リサイクルグッズで

元気を送ろう !
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会員割引対象

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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グリーンハート吹奏楽団演奏会
9月29日（日） 14:00開演（13:30開場、ステージにて
プレコンサートあり）　［場所］世田谷区民会館
ひと味違った吹奏楽のサウンドをお楽しみください。

［指揮］山元富雄　 全席自由 800円（当日券あり）　
※チケットは下記問合せ先またはe＋（イープラス）から購入で
きます　 グリーンハート吹奏楽団　担当：日名子
☎3426-5785

一之輔落語×竹灯籠能「経
つね

正
まさ

」
10月5日（土）

［一部］ 落語 12:45～14:45 ［二部］ 能「経正」 15:30～18:00 
［場所］妙壽寺
今回は落語と能の競演です。
能楽初心者の方にも安心のレクチャー付きです。

一部・二部通し券　一般6,500円、学生4,000円　一
部のみ2,000円　二部のみ一般5,000円、学生2,000円   
要事前申込　 烏山寺町竹灯籠能実行委員会
担当：浅見、三吉 ☎3370-2757

まちなかコンサート ～音楽は風にのって～
①10月27日（日） 13:00～、15:00～
②11月16日（土） 時間要問合せ

［場所］ ①成城コルティ2Fプラザ ②二子玉川ライズ ガレリア
感動を呼ぶ魅惑のテノール小栗慎介の歌声がまちなかに
響きます。

無料　 世田谷芸術発信工房　担当：津久井、細川 
☎3411-3347

オリパパのトランペット講座
「トランペットで曲を吹こう♪」

①レッスン講座：11月3、10、17、24日（日）
14:00～16:00
②成果発表会：11月30日（土） 13:00～17:00

［場所］①区立駒沢中学校  第2音楽室
②上用賀アートホ－ル
トランペット奏者、織田準一氏による初心者向け入門講
座と成果発表会です。

①3,000円 ②入場無料
オリパパとトランペットが吹き隊事務局　担当：込山 

☎3421-1030
u23172@u02.itscom.net

【能のちから】 －品格の原点－
11月16日（土） 13:00～15:00

［場所］梅若万佐晴能楽師宅　能舞台
ユネスコ世界無形遺産である能の魅力を学び、感じま
しょう。

2,000円、高校生以下1,500円　要事前申込
NPO法人「幽玄」事務局　担当：梅若、竹股

☎3481-8727

せたがや童謡ジャズコンサート
＆手作り楽器ワークショップ

「とんとんとん。どんなうた？」
11月17日（日）　①13:00開演　②15:00開演（ともに開
場は開演15分前）

［場所］世田谷美術館　講堂
創作空間でジャズライブと楽器手作り体験コーナーをお
楽しみ頂けます。

前売 1,000円（要事前申込）、当日券あり 1,500円　
※小学生未満無料

おとのはじっけんしつ　担当：杉本 ☎080-6778-7695
info@otonohajikkenshitsu.com

区民団体によるイベント
世田谷区では、文化・芸術の振興を目的とし
てお寄せいただいた寄附金の一部を「地域文
化芸術振興事業補助金」に活用し、区内各地で
行われる文化・芸術活動の支援を行っていま
す。今年度、世田谷芸術百華に参加の区民団
体主催のイベントです。申込や問合せ等詳細
は、各連絡先まで。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

区民が身近な場で、気軽に文化・芸術にふれる機会の充実を図るとと
もに、文化・芸術の力で、地域が魅力的で活気にあふれることを目指
して始まったのが「世田谷芸術百華」です。
この催しは、９月から11月の期間中、世田谷区、せたがや文化財団、
区内文化関係団体などが連携・協働し、美術館や劇場・文学館などの
文化施設のみならず、まちかどや商店街・公園など、区内各地で、多発
的かつ連続的に多彩なアートイベントを行う秋のフェスティバルです。

世田谷区文化・国際課 ☎5432-2124
世田谷区  （公財）せたがや文化財団
世田谷区教育委員会  （公財）世田谷区産業振興公社

区民音楽活動団体の“定期演奏会”
10月6日（日） 13:30開演

世田谷区民合唱団　 全席自由 1,500円（前売1,200円）
世田谷区民合唱団（小熊）　☎5477-6566

9月29日（日） 14:00開演
世田谷フィルハーモニー管弦楽団　 全席自由 1,500円
世田谷フィル事務局（鈴木）　☎080-4335-3518

［場所］昭和女子大学  人見記念講堂

多  摩  川
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上用賀アートホール

二子玉川ライズ

東急大井町線
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J 成城ホール
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生活工房
世田谷パブリックシアター
世田谷文化生活情報センター

三軒茶屋駅周辺

区立駒沢中学校

世田谷通り

昭和女子大学
人見記念講堂

区役所・出張所、
区民センター、

図書館、美術館ほか
各事業部

プログラム配布中

商店街とアートのコラボレーション！！アートの
力でまちづくりに貢献するプロジェクト。さま
ざまな分野で活躍中のアーティストが商店街で
創作活動を行い、商店街を盛り上げます。

商店街とアートプロジェクト ペナントギャラリー　「シモキタどうぶつえん」
10月中旬〜11月23日（土･祝）  下北沢一番街商店街（小田急線・京王井の頭線下北沢駅北口）
シモキタのまちが動物園に大変身！？「シモキタどうぶつえん」をテーマに、注目の若手アーティ
スト「TSUTOMU  NAGAI」と地元小学校の子どもたちが一緒になって描いたフラッグを商店
街に飾ります。どんな動物たちがいるのか、商店街に探しに来てください。

世田谷区文化・国際課　☎5432-2124

『さいあい　～シェイクスピア・レシピ～』
2014年2月21日（金）～23日（日）予定　シアタートラム
人間関係に悩み、道路に身を投げようとする少女の足元から突如生えてきた「ど根性野菜」。
嫌われ者の少女と、嫌われ者の野菜たちが出会うところから物語は始まります。おもちゃ箱
のようににぎやかで、奇想天外ながらも心あたたまる、子どもから大人までみんなが楽しめ
る作品です。主宰は人気ダンスカンパニー「コンドルズ」所属、スズキ拓朗。来年2月はぜひ劇
場にお越しください。　 一般2,500円ほか 12月1日発売開始・全席指定

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

『パン屋のおやじ』（仮題）
11月上旬～　世田谷区内書店、都内大型書店、
世田谷文学館ミュージアムショップで11月上旬から販売予定
何気ない日常の人とのふれあい、自然に挨拶や話を交わす暮らしの心地よさを思い出させ
てくれた世田谷の商店街―簡潔な文体と確かな人間観察、そしてあたたかな眼差しを通し
て人間味あふれる人々と街の魅力を描き出した受賞作「パン屋のおやじ」ほか、書下ろし新
作を収録した沢まゆ子の第一作品集。ご期待ください。　 未定

世田谷文学館　☎5374-9111

SETAGAYA Trans-chord –みえる音、きこえる色、ただよう言葉–
2014年3月21日（金・祝）　世田谷美術館　講堂
楽器の生演奏と高解像度の電子音響、映像と身体表現を用いて、絵画、彫刻、文学、詩作など
異なる領域の芸術作品を時間・空間に再構築するコンサート。各分野で活躍した世田谷ゆか
りの作家達の作品が、現代に活躍する気鋭の芸術家の手によってTranscode（変換）され、新
たなChord（音楽）として今ここに再び立ち現れる。本アワード公演により実現する、豪華な
出演者によるこの特別な機会に、ぜひお立ち会いください。　 前売2,000円ほか 発売開始
2014年1月予定　 音楽事業部　☎5432-1535

音楽部門 生形三郎舞台芸術部門 tamagoPLiN文学部門 沢  まゆ子

10月5日（土） 18:00開演   成城ホール

せたがやの演奏家Vol.9

白崎彩子 JAZZ ピアノトリオ
“Some Other Time” in 成城 

白崎彩子（ピアノ）　中村健吾（ベース）　ジーン・ジャクソン（ドラムス）　 全席自由  2,800円　一般 3,000円
　※未就学児童入場不可　 世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

20代後半にジャズの本場、NYを求めて渡米するまで、生まれも育ちも世田谷区の私がこの度
「せたがやの演奏家」コンサートシリーズに出演させて頂けることを大変光栄に思います。
今回は8年ぶりとなるピアノトリオアルバム「Some Other Time」よりジャズスタンダード、
オリジナル、そして日本の名曲、わらべ歌のジャズヴァージョンを演奏予定です。
NY、日本で活躍中の最強のリズムセクションと共に最高にグルーヴする夜をお約束します！

　　　　　　　　　　　　　　　　    白崎彩子  

発売中

10月25日（金）・26日（土） 19:00開演　27日（日） 14:00開演
世田谷パブリックシアター
現代芸術を構成するさまざまな分野、要素を“解体”し、その成り立ちやあり方について考
察する世田谷パブリックシアター芸術監督・野村萬斎の人気シリーズ！今回は特別編と
して、萬斎自身を解体する3日間です。日替わりゲストとのトークのほかに、各日萬斎が
『解体新書』公演ならではの『ボレロ』を舞います。この機会にぜひ劇場へおでかけください。

 野村萬斎　  三浦雅士（25日）　犬童一心（26日）　いとうせいこう（27日）
全席指定 3,800円　一般4,000円　ほか　詳細はP6参照
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

MANSAI◉解体新書
その弐拾参 特別編『萬斎』

MANSAI◉解体新書
その拾八より

ニューオリンズ・ジャズを中心に、様々なナンバーを演奏する「ハチャトゥリアン楽団」が登場。
思わず踊りたくなる賑やかなサウンドで会場を華やかに盛り上げます。

ハチャトゥリアン楽団

PHOTO：過去のまちかどコンサートより

まちかどコンサートまちかどコンサート世田谷の街角から生演奏を
身近に楽しんでいただくコンサートです。
無料　演奏は各回30分程度／雨天時は要問合せ

※直接会場へお越しください　 音楽事業部　☎5432-1535

発売中
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喜多見けやき音楽祭まちかどコンサート
11月10日（日） 14:00（予定）
喜多見駅前広場

からすやまLight Upコンサート
11月23日（土・祝） 16:00
烏山区民センター前広場
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会員割引対象

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



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：ご希望日の前日までに劇場チケットセンターへ
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：2,000円
申込：ご希望日の3日前の正午までに☎5432-1526へ

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認） 
高校生以下対象／劇場がおすすめする公演のチ
ケットを一般料金の半額、あるいは割引価格で
提供
Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳対象／劇場主催公演（一部除く）の
チケットを一般料金の半額、あるいは割引価格で
提供。また、主催以外の公演もご案内する場合あ
り。オンラインのみ取扱

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

席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。発売中のチケットに関し
ては、予定枚数を終了している場合がございます。また、開演後は本来
のお席にご案内できない公演もございます。予めご了承ください。

割引サービス／観劇サポート
世田谷パブリックシアターチケットセンター

演 劇 シス・カンパニー公演 『グッドバイ』11/29（金）～12/28（土）

▲12/6以降15:00開演（日）・10・17・23・25・28、15:00/19:00開演（木）・7・14・21、19:00開演（金）・11・18、休演9・16・24

北村想　  寺
じつ

十
なし

吾
さとる

段田安則　蒼井優　柄本佑　半海一晃　山崎ハコ　高橋克実
一般 6,000円　※お申込みは１コール１公演４枚まで
シス・カンパニー　☎5423-5906

太宰治「グッド・バイ」をモチーフに北村想が綴るオリジナル戯曲が誕生。
可笑しくてちょっと切ない“大人のラブロマンス”に実力派キャストが集結！

11/29 12/130 2 3 4 5

15:00
19:00

休
演

10/19（土）発　売
開始日

未就学児童
入場不可

音 楽 『英哲風雲の会　ショーケースライブ』11/1（金） 19:00開演

英哲風雲の会（上田秀一郎　はせみきた　田代誠　辻佑）
全席自由　  2,800円　一般 3,000円　 東京音協　☎5774-3030

〈『グッドバイ』世田谷区民先行抽選予約のご案内〉
【受付期間】10月10日（木）10:00～14日（月・祝）23:59
【受付方法】電話予約　チケットぴあ特別電話☎0570-02-8824（音声自動応答）（先行は劇場チケットセンターの取扱なし）
一部携帯電話･PHS･CATV接続電話･IP電話からは利用できない場合あり。お手元にメモをご用意の上、お電話をおかけください。
パスワード1129の入力が必要です。

【抽選結果確認】10月16日（水）10:00～18日（金）23:00　チケットぴあ特別電話☎0570-02-8824（音声自動応答）
お申込み時にお伝えする5ケタの申込受付番号の入力が必要です。

【チケット引換期間】10月16日（水）10:00～18日（金）23:30
【引換場所】チケットぴあ店舗、セブン-イレブン、サークルK・サンクス
引換の際、9ケタの「チケット引換番号」と「お客様の電話番号下4ケタ」が必要、また、セブン-イレブンでの引取りの際は、13ケタの「払込票番号」
が必要です。

【注意事項】お申込みは1回限り、1公演2枚まで、第3希望までエントリー可能です（当選は最大で1公演のみ）。
先行抽選予約は、必ずしも良いお席を提供するものではありません。
  先行抽選予約について　 劇場チケットセンター　☎5432-1515（10:00～19:00）

大衆的な楽器である和太鼓を、芸術の域にまで高めた世界的
和太鼓奏者・林英哲が英哲風雲の会とともに攻めの舞台を繰り広げる。

10/303111/1 2 3

17:00
14:00

19:00
休  

演

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

音 楽 10/30（水）～11/3（日・祝）

林英哲　英哲風雲の会　  S席 6,700円　一般 S席 7,000円　A席 5,000円
東京音協　☎5774-3030

発売中

音 楽 異分野とのコラボレーション 「料理と音楽」 2014/2/2（日） 15:00開演
 世田谷区民会館

田崎真也（ソムリエ）　山本益博（料理評論家）　池辺晋一郎（作曲家／音楽監督） 他
 3,000円　 一般 3,500円　子ども（小～中学生）  2,000円

トークと演奏で贈る異分野とのコラボレーション、今年のテーマは「料理」。
料理と音楽にはどんな関係があるのでしょう？ 料理の専門家にして音楽にも造詣の深い２人
のゲストをお招きし、料理と音楽の関係を解き明かします！

音  楽  事  業  部  主  催 
10/25（金）発　売

開始日

未就学児童
入場不可

地域の中で、社会の中で、“子どもを産み、育てること”についてみんなで考えるワークショップを
開催。日々感じていること、疑問に思っていることなど、ひとりひとりの想いや経験を出発点に、
体を動かしたり、人の言葉や考えに触れたり、そこから演劇で表現してみたりします。また、この
ワークショップは北九州芸術劇場・世田谷パブリックシアター・水戸芸術館で同時期に開催し、
各地で「産み育て」を考えながら、時には地域を越えて参加者同士が想いを交換していきます。

「北九州〜世田谷〜水戸をめぐる文通プロジェクト」

「産み育て」を考えるワークショップ

10月19日（土）・20日（日）終日
18歳以上

ⒸSHELLEY

当日スタッフ説明会（どちらか
1日）に必ずご出席ください。

日時：9月29日（日）・10月6日（日）
　　　14:00～16:00
場所：三軒茶屋キャロットタワー内

劇場「アートタウンボランティア」担当
☎5432-1526

http://setagaya-ac.or.jp/arttown/

10月4日（金）･18日（金）
11月8日（金）･22日（金）
各日10:00～12:00

〈全4回の連続ワークショップ〉

産み育てに関心のある方ならどな
たでも。特別なご用意はありません
が、小さなお子様連れの方も大歓迎
です。

15名程度
※先着順受付。定員に達し次第、受付終了

2,000円〈全4回〉

①氏名（ふりがな）②住所③電話番号
④年齢⑤ひとことを明記し、郵送、ファッ
クス（ 5432-1559）または から

《郵送先》〒154-0004 世田谷区太子堂
4-1-1キャロットタワー5階 劇場「産み育
てを考えるワークショップ」係 

劇場学芸　☎5432-1526

世田谷区立池尻児童館
阿部初美（演出家）

日時
参加条件

活動日時
対象年齢

会場
進行

①パフォーマーの付人・
通訳
②フェイスペイント
③会場（本部、パフォー
マンス会場、リサイクル
グッズ販売など）のお手
伝い
④写真・映像撮影
⑤その他、自分の"得意"
を活かしたい方

活動内容

ローラン・シラード＆ポール・スタイキュ
 大人 2,000円　子ども［4歳～高校生］1,000円

一般 大人 2,500円　子ども 1,500円　U24 1,500円
※子どもチケットをお求めの場合は当日要年齢確認
※3歳以下のお子様もお席が必要な場合は要チケット、ひざ上は無料

劇場チケットセンター

『DUEL～チェロとピアノのゆかいな決闘～』
デ ュ エ ル

発売中

Photo:Sebastien Cirade

10月19日（土） 19:00開演
　　 20日（日） 15:00開演 世田谷パブリックシアター

※10/12（土）
 13（日）を除く

演 劇 『TRUE WEST  ～ 本物の西部 ～』9/29（日）～10/13（日）

◀10/6以降（日）13:00、（火）19:00、（水）14:00/19:00、（木）（金）14:00、（土）13:00/18:00、10/7休演

サム・シェパード　  スコット・エリオット
内野聖陽　音尾琢真　菅原大吉　吉村実子

 S席 8,300円　一般 S席 8,500円　A席 6,500円
梅田芸術劇場　☎0570-077-039

サム・シェパードが80年に発表した傑作戯曲。流れ者の兄と
シナリオライターの弟との確執を描いた人間ドラマ。

未就学児童
入場不可

発売中

発売中

9/29 10/130 2 3 4 5

14:00
13:00

15:00
18:00
19:00

休  

演

MANSAI◉解体新書 その弐拾参 特別編『萬斎』

野村萬斎　  三浦雅士（25日）　犬童一心（26日）　いとうせいこう（27日）
 3,800円　一般 4,000円

 　 　　　　 

未就学児童入場不可

劇場チケットセンター

10月25日（金）～27日（日）　世田谷パブリックシアター

※10/26（土）
 27（日）を除く

発売中

野村萬斎 いとうせいこう犬童一心三浦雅士

10/25 2726

19:00
14:00

フェスティバル当日を支える
ボランティアスタッフ募集中！

林 英哲コンサートスペシャル2013
「林 英哲 / 迷宮の『鼓美術少年』」

公演については4・5ページもご覧ください

シアタートラム（小劇場）世田谷パブリックシアター（主劇場）

音声サポートサービスあり（予約不要・台数限定先着順）

〒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　 http://setagaya-pt.jp/Thea t r e世田谷パブリックシアター

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも
お引取りが可能です。　手数料105円／1枚

携帯 http://setagaya-pt.jp/m/
P C http://setagaya-pt.jp/ 電話で   ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00

 窓口で   三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階　10:00～19:00

オンラインで
 （要事前登録・

登録料無料）　

田園
都市
線

世田谷通り

キャロット
タワー

キャロット
タワー

三軒茶屋駅

三軒茶屋駅

世田谷線

地下連絡通路

至 渋谷

▲

マクドナルド

世田谷パブリックシアター（3F）
世田谷
パブリックシアター
チケットセンター（5F）

シアタートラム（1F）

世田谷区在住の15歳以上の方を対象としたサービスです。公益財団法人せたがや文化財団が発行する「せたがやアーツカード」にお申
込みいただくと、世田谷パブリックシアターチケットセンター（電話・窓口）及びオンラインチケットにてご予約・ご購入いただけます。

会員先行発売・割引（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）

T世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 世田谷パブリックシアター／シアタートラムと音楽事業部の公演チケットを
取り扱っています。

i c k e t  I n f o r m a t i o n

会員先行発売・割引対象 世田谷芸術百華2013対象事業

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

http://setagaya-ac.or.jp/arttown/


『クリプトグラム』
“暗号”を意味するタイトルの通り、登場人物の子ども・男・女三人の関係が、
単純な言葉の応酬から、思わぬ展開をみせていく、ミステリアスな物語。
演出と翻訳を手掛ける小川絵梨子さんから皆様へのメッセージ
この作品は、シンプルな会話から成り立っており、そこからの情報量は圧倒
的に少ないのですが、俳優の身体を通した時に、登場人物たちの関係性や過
去、葛藤や苦しみが行間からジワリとにじみ出てくると思います。言葉にでき
るものよりも、言葉にできないものの巨大さ。それが舞台上の俳優を通して
明らかにされていきます。劇場でお待ちしております。

デイヴィッド・マメット　 小川絵梨子
 4,700円　一般 5,000円

★プレビュー  ※アーツカード割引なし  4,500円
　未就学児童入場不可

劇場チケットセンター　☎5432-1515 デ
ル
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11月6日（水）～24日（日）
シアタートラム
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ポストトークあり、要開催回のチケット
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シアター
スケジュール

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

2013

世田谷パブリックシアターは、この秋より冬にかけて、舞台機構設備等の改修工事を行います。期間はシアタートラムが9月から10月、世田谷パブリックシアターが
11月から来年2月です。通年での日程調整や、工期中に近隣の劇場での公演の実施等を図り、例年と同数の主催公演をご提供できるよう運営をして参ります。改修に
より、劇場をご利用される皆さまに、さらにご満足いただける環境創りを目指します。皆さまのご理解をいただきますようお願い申し上げます。

『ＴＲＵE  ＷＥSＴ～本物の西部～』

世田谷パブリックシアター
改修工事のお知らせ

『ＤＵＥL
～チェロとピアノのゆかいな決闘～』

ＭＡＮＳＡＩ◉解体新書
その弐拾参 特別編『萬斎』

『林英哲コンサート
スペシャル 2013』

（11/3 まで）

発売中

※詳細はP4をご覧ください            無料

 

TOY工房どんぐりが作り続けている、やさ
しいかわいい布製おもちゃ。障害のある子
どもをはじめ、だれでも楽しく遊びながら、
その子の持つ力をひきだしてくれます。安
全に遊び・学べる工夫と、思いやりに満ち
たあたたかさを持った布おもちゃを、ぜひ
ご覧ください。

無料

電子レンジ、クリーナーなどの家電製品の仕
組みを、自分の手で分解しながら探ります。
必ず親子2人1組でご参加ください。

金子金次（メディア・アドバイザー）、㈱東 
芝　 小学3年生以上の親子2人1組　 抽
選20組　 1,000円　 往復ハガキ（P8記
入方法参照、学年も明記）で生活工房へ

11月5日（必着）

編集者であり絵本作家の唐亜明さん、中国
の伝統楽器「揚

ヤン

琴
チン

」奏者の郭
グォ

敏
ミン

さんを迎え、
「三国志」や「西遊記」など中国の有名な物語
を元にした絵本の見どころをうかがいます。

一般（託児はありません）　 抽選30名　
100円（資料代）　 往復ハガキ（P8記入

方法参照）で生活工房へ　 11月1日（消印
有効）

自分にもしものことがあったとき、残され
た人のために大事なことを書き伝える「エン
ディングノート」。震災以降、年代を問わず、
自身の生き方を見つめるきっかけとしても
注目されています。1日目は、想いを伝える
エンディングノートの書き方についてのセ
ミナーと、セミオーダーのノートづくり。2
日目は、インクブレンダーとともに記憶の色
を再現したインクをつくります。自分だけの
ノートとインクを使って、これまでとこれか
らのことを綴っていきましょう。

井上治代（東洋大学ライフデザイン学部
教授）、FOLK notebooks、石丸治（セーラー
万年筆 インクブレンダー）　 抽選20名

3,000円（2日分の材料費込み）　 往復
ハガキかメール（P8記入方法参照）で生活工
房へ　 11月18日（必着）

 水曜講座  〈名作を読む〉
11月13・27日、12月4・11日
午前クラス：各回 10:30～12:30
午後クラス：各回 13:30～15:30
作品：宮沢賢治著『銀河鉄道の夜』

岩井正（NHK日本語センター）
 木曜講座

11月14・28日、12月5・12日  各回 13:30～
15:30  作品：太宰治著『富嶽百景』

金野正人（NHK日本語センター）
 金曜講座

11月15・29日、12月6・13日  各回 13:30～
15:30　作品：新美南吉著『ごん狐』

寺田道雄（NHK日本語センター）
いずれも生活工房5F
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通
して体感します。NHK日本語センターアナ
ウンサーが講師となり、声の出し方、読み方
などを丁寧に指導します。ご都合に合わせ
て受講曜日・クラスをお選びください。

申込先着15名  4回分   18,000円 
一般 20,000円　 （一財）NHK放送研修
センター ☎3415-7121（受付時間9:00～
18:00） http://www.nhk-cti.jp/

大道芸で盛り上がるアートタウンにあわせ
て、市民活動支援コーナー登録団体の様々な
活動を、楽しい体験コーナーや喫茶スペース
での交流を通じて紹介します。   入場無料

アルジェリア、インドネシア、大韓民国、コ
ンゴ、ペルーからの留学生の研究内容をパ
ネル展示で紹介します。　　　　　 無料

研究発表会＆交流会
10月5日（土）・6日（日）　生活工房4F
留学生が専門の研究内容について発表しま
す。2日目はコンゴ民主共和国からの留学生
の発表後に『ベンダ・ビリリ！』（コンゴの路
上音楽集団とストリートチルドレンの5年に
わたる勇気と希望のドキュメンタリー）の上
映会を行い、研究の背景にある問題意識へ
の理解を深めます。
●10月5日（土） 
　13:00～14:30　研究発表会
 ●  「国境を越えたオンラインショッピングに
　おける消費者行動」
　バネッサ ロシオ ブラカモンテ （ペルー）
 ●  「発酵ゴボウの新たな機能性の解明」
　ビビ ノビタ シタンガン （インドネシア）
 ●  「実世界を撮影した球状ビデオ映像を使っ
　たドライブシミュレーターの開発」
　ファリド サイデ （アルジェリア）
　14:30～15:30　質問タイム＆交流会　
●10月6日（日）
　13:00～13:30　研究発表会
 ●  「コンゴ民主共和国の医療現場における
　HIV／AIDSの予防と補償に関する政策」
　パトリック モコンドコ ベフフマ（コンゴ）
　13:30～15:00『ベンダ・ビリリ！』上映会
　15:00～16:00　質問タイム＆交流会

関 連 企 画

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11月30日（土）14:00～17:00、12月1日
（日）はひとり30分程度（10:30～16:30の

間で選択制）　※2日間完結　生活工房4Ｆ

暮らしのセミナー＋ワークショップ
マイ・エンディング・ノート

朗読講座　豊かなことばの世界

布絵本「おおかみと7ひきのこやぎ」

『ベンダ・ビリリ！』 Ⓒ SCREEN RUNNER

『なみだでくずれた万里の長城』 （岩波書店）

11月1日（金）～10日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

「布おもちゃを届けて」
～TOY工房どんぐりの30年

2Ｆギャラリーカフェくりっく壁面展示
平日9:00〜20:30（土日祝休は ☎5430-1486）

開催中～10/12（土） 海からの便り
「1マイル写真展」

10/13（日）～11/9（土） 羽根色　水彩色えんぴつ展

10月11日（金）～27日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

第3回世田谷区芸術アワード
“飛翔”受賞記念発表

「渋産—made in shibuya product」

パオフェスタ2013
市民活動体験喫茶パオ

10月19日（土）・20日（日）　
11:00～18:00　3Ｆ市民活動支援コーナー

11月19日（火） 10:00～12:00　生活工房4Ｆ

世田谷おはなしネットワーク講演会
唐
タ ン

 亜
ヤ

明
ミ ン

さんが語る自作絵本
～中国の物語から

11月17日（日） 13:30～17:00　生活工房4Ｆ

分解ワークショップ
～家電製品の仕組みを探ろう！

開催中～10月6日（日）
9:00～20:00（最終日は17:00まで）
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

第10回留学生研究発表会
「JAPONDER 10」

世田谷パブリックシアター主催公演のご紹介

〒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　 5432-1559
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房 Des ign世 田 谷

文 化 生 活
情報センター
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

世田谷芸術百華2013対象事業

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



小学生・シニア（50歳以上・男女問わず））   
区内在住・在勤・在学者で構成されたチーム
3,000円／チーム（小学生1,500円）

※当日受付にて　 ハガキで区バレーボー
ル連盟・金当（〒158-0095  瀬田5-38-11
☎3700-7882）へ　 10月23日（必着）

■第121回　世田谷区卓球団体戦
①11月3日（日・祝） ②③11月10日（日） ④12
月22日（日） いずれも9:00～ ①②④総合運動
場体育館③大蔵第二運動場体育館

［種目］①一般女子の部（1～6部）②一般男子
の部（1～6部）③一般男女7部④中高生の部

①②③登録団体のみ④区内にある学校単
位のみ　 一般6,000円、中学3,000円、高
校4,000円  いずれも1チーム　 所定の申
込書で区卓球連盟事務局（〒158-0082 等々力
8-26-25 ☎6909-0713）へ　 ①10月18
日②③10月25日④12月6日（必着）
■第44回　世田谷区陸上競技選手権大会
11月4日（月・休） 9:00～  総合運動場陸上競技場

個人700円／種目、リレー1,200円／チー
ム  WEBにて申込、入金は振込か現金書留。
1人2種目まで（リレーを除く）　 10月18日

（必 着）　 setagayarikujyou@gmail.
com　※詳細は「世田谷区陸上競技協会」HP
をご覧ください
■ソフトテニス世田谷区選手権大会
①11月4日（月・休）②11月10日（日）③11月
13日（水）④11月17日（日）  いずれも9:00～　
総合運動場テニスコート

［種目］①一般男子（高校生含む）②シニア男
子、女子（45歳～54歳・55歳～64歳・65歳
以上の3部門）③シニアⅡ部④一般女子（高校生
含む）、成年男子、成年女子　 区内在住・在
勤・在学者・区連盟登録者　 2,400円／組

所定の申込書と郵便振替で区ソフトテニ
ス連盟・山根（〒154-0004 太子堂5-17-15
☎3410-7886）へ　 10月4日（必着）

区内在住の小学生親子ペア（子ども1名、大
人1名）　 抽選150組300名　 無料

10月10日（必着）  ※席はFC東京側自由席

時間内に千歳温水プール周辺のポイントを撮影
するフォトラリー。グルメスポットもあるよ！！

小学生以上　 抽選100名  大人1,500
円、小・中学生1,000円  10月16日（必着）
※詳細は当財団HPでご確認ください

・視覚障害への理解、介助方法や伴走の基本技術習得
・視覚障害者と伴走者によるランニング実技

①視覚障害のある方（ランニングを含め、こ
れから運動を始めたい方） ②伴走未経験者ま
たは伴走技術を向上させたい方 

抽選各25名　 無料　 対象者の番号
も明記し、スポーツ振興財団へ　 10月25日

（必着）

■ソフトバレーボール
11月17日（日） 9:00～　総合運動場体育館

［種目］4人制（混合フリー・レディースフリー・

により異なります）　 ハガキ（欄外記入
方法参照、希望クラスも明記）で区テニス
協会（〒156-0054 桜丘1-17-18 ☎5451-
0691）へ　※時間・クラス等は要問合せ　

10月1日（必着）

秋深まる昭和記念公園で気持ちいい風のな
か、サイクリング＆ウォーキングを楽しみま
しょう。

中学生以上で、主に軽度の知的障害のあ
る方（保護者等の参加も可）　 先着30名

1,000円（別途、貸自転車代など実費負担
あり）　 ハガキかFAX（欄外記入方法参
照、年齢も明記）でNPO法人サーンズ・北口

（〒156-0044 赤堤4-42-2 ☎090-9010-
2275 3323-8250）へ　 10月19日（必
着）

高校生相当以上　 抽選30名
2,500円   10月15日（必着）

軽度の知的障害のある小・
中学生で原則付添者の同伴
が可能な方

抽選25名　 1,000円
障害の内容も明記し、

スポーツ振興財団へ
10月18日（必着）

※開催時間は曜日により異なります
浮力を利用して無理なく楽しく運動しま
しょう。

18歳以上　 先着30名  300円（別途
施設利用料）　 不要、当日直接会場へ

総合運動場温水プール　☎3417-0017
3417-0013

小学3年～6年生（保護者参加も可）
抽選30名　 1,800円（保護者3,000円）
10月7日（必着）

キッズ（5歳～小学3年生） 17:10～18:20
ミニ（小学3年～6年生） 17:10～19:00
ジュニア（小学6年～高校生相当） 19:10

～21:40
先着各40名  各2,400円　※1回のみ

の参加は800円　 大蔵第二運動場管
理 事 務 所（大 蔵4-7-1 ☎3416-1212 
3416-1777）へ

※ ともすべて午前中、初心者から上級者
のクラス分けあり　 18歳以上　 抽選各
8～16名　 7,500円、11,000円（クラス

スポーツ教室 イベント

※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、区スポー
ツ振興課にあります。一部当財団HPからダウンロード可　
※詳細は大会要項をご覧ください

大　会（共催事業など）

イベント

アクアフィットネス教室
開催中　毎週月・水・木曜

総合運動場温水プール

  ジュニアソフトテニス教室
10月27日～12月1日　毎週日曜　9:00～
11:30　全6回　総合運動場テニスコート

  バドミントン教室
11月2日～30日   毎週土曜　19:00～

20:30　全5回　瀬田中学校体育館

ふれあいサイクリング＆ウォーキング
11月4日（月・休） 9:00～15:00（予定）

昭和記念公園

バスケットボール教室
11月5日～26日　毎週火曜　全4回

大蔵第二運動場

デイタイムテニススクール
月曜コース  11月25日～平成26年1月20日

金曜コース 11月15日～12月20日
大蔵第二運動場

  わくわくサッカー教室
11月16日（土）、30日（土）、12月1日（日）、

14日（土） 9:30～11:30　全4回
池尻小学校第2体育館

第63回  区民体育大会

共催大会

小さなお子さまからご年配の方まで、また障害のある方も
参加できる楽しいアトラクションやスポーツ体験コーナー
など、イベントがもりだくさんです。ご家族・お友達をたく
さん誘って『区民スポーツまつり』に遊びにきてください！
※できるだけ公共の交通機関でお越しください
※運動ができる服装・靴でお越しください（体育館は室内履
きが必要）
※種目によっては時間や参加人数に制限があります。詳しく
はスポーツ振興財団へお問い合わせください

HipHopダンス教室
13:00～14:30
大蔵第二運動場テニスコート
※15:15～15:30フィナーレ
ステージ出演

小学1年～中学3年生
先着30名
10月7日（必着）

フィットネスフットサル
～成人女性への新しい
健康教室～
①13:15～14:15
②14:30～15:30
総合運動場体育館

成人女性
抽選各20名
10月7日（必着）

親子で柔道
①10:45～12:15　②13:30～
15:00　総合運動場第一武道場

①年少～年長と保護者
②小学1～3年生と保護者

抽選各12組　 10月7日（必着）
※申込時に身長、体重も明記

初心者のための弓道　　
初心者のための講習のほか経験者

（無段者）を対象とした個人戦。風
船・板割りなどの余興もあります。
10:30～15:30  総合運動場弓道場

中学生以上
区弓道連盟HPから申込書をダ

ウンロードし、FAXかメールで区
弓道連盟・藤田（ 3705-5275

kyudo.4160@gmail.com）へ
10月7日（必着）

★ウルトラマンガイアショー、握手会
①12:15～
②14:45～
握手会は
①のみ

事前申込が必要なイベント
※  はハガキかFAXでスポーツ振興財団へ

第49回 区民スポーツまつり

★各種スポーツ・レクリ
エーション体験コーナー
★スポーツチャレンジ
コーナー
★ジャンボだるま落とし
★ふわふわトランポリン
★FC東京サッカークリ
ニック
★昔の遊びコーナー
★大道芸　★模擬店
★フリーマーケット

主なイベント

総合運動場温水プール（イベントにより一部規制あり）、太子
堂中学校温水プール、梅丘中学校温水プール、玉川中学校温
水プール、烏山中学校温水プール　

総合運動場温水プール　☎3417-0017   3417-0013
　太子堂中学校温水プール　☎・ 3413-9311
　梅丘中学校温水プール　　☎・ 3322-6617
　玉川中学校温水プール　　☎・ 3701-5667
　烏山中学校温水プール　　☎・ 3300-6703

10:00～10:30 ズンバ（20名）
10:40～11:10 ボディコンバット（20名）　　
11:20～11:50 はじめてのピラティス（25名）
12:00～12:30 はじめてのヨガ（25名）
各教室開始15分前より受付開始　先着順！
※ズンバ、ボディコンバットは、室内履きが必要

主な注意事項　
● 水着･水泳帽着用、幼児はおむつがとれていること。
● 小学3年生以下は保護者（高校生以上）の付き添いが必要。
● 小学4～6年生は18:00以降の利用については保護者の付き 
　 添い、または送迎が必要。　
※付き添い人数など詳細は各施設へお問い合わせください

温水プール無料開放　9:00～21:00

総合運動場フィットネス教室　参加費無料！！

～いい日、いい汗、いい仲間～

 第24回船橋ふれあいまつり
ちとふなフォトウォーク

11月3日（日・祝） 10:00～12:00　千歳清掃工場

 親子スポーツ観戦デー サッカー
J１ 第31節 ＦＣ東京 ＶＳ セレッソ大阪
11月10日（日） 13:00キックオフ  味の素スタジアム

 視覚障害者と伴走者の
ランニング教室

11月10日（日） 10:00～12:00
駒沢オリンピック公園 第二球技場
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10月20日（日） 10:30～15:30  開会式9:45～ 　　　総合運動場、大蔵第二運動場日程 会場

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・氏名をご記入下さい。
●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。ハガキ・FAX・メール記入方法

公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団
〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1　☎3417-2811　 3417-2813　 http://www.se-sports.or.jp/

申込方法 はアイディクラブ協賛会員割引対象  はホームページからも申込可能  ※小学生は保護者同伴　※特に記載のない
事業はハガキかFAX（欄外記入方法に加えて、参加希望教室、学年、年齢、性別を明記）でスポーツ振興財団へ

  【お詫びと訂正】 区民スポーツまつりのチラシに誤りがありました。
  千歳温水プールは休館となるためプール無料開放はありません。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

mailto:setagayarikujyou@gmail.com
mailto:setagayarikujyou@gmail.com
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