
次号（9月25日号）は芸術百華特集号です“世田谷芸術百華”とは9月から11月の期間中に、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、
公園などの身近な場所で、多彩な文化・芸術の催しが華の咲き誇るように展開される秋のフェスティバルです。
プログラムは、せたがや文化財団各施設、区役所、出張所、図書館などで配布しています。

まもなく開幕
世田谷芸術百華

絵本を描き続けて、まもなく32年を迎える宮西達也さん。カラフルな色彩と大胆でありながら
繊細でやさしいタッチにあふれた数々の作品は、心温まるストーリー展開とあいまって、子ども
から大人まで多くの人々を魅了してやみません。
本展では、初めて文も絵も手がけた絵本『どうしたのぶたくん』の原画をはじめ、200万部を超
える大ヒット作「ティラノサウルスシリーズ」や正義の味方がお父さんとして奮闘する「おとうさ
んはウルトラマンシリーズ」、国語教科書掲載作品『にゃーご』などの代表作を中心に、初期作
品や秘蔵のラフスケッチなども加え、250余点を展示しています。
ヘンテコリンでユニークな「宮西達也のワンダーランド」がまるごと体験できる絶好の機会をど
うぞお楽しみください。

※画像はすべて©宮西達也

高校生の時、将来、絵を描く仕事につきたいと思った。美大受験
のため美術研究所に通った。そこで、初めて、木炭デッサンや淡彩
画の描き方を学んだ。こんな紙があるんだ!こんな筆があるんだ！
こんな描き方があるんだ! 毎日通った美術研究所でドキドキワク
ワクだった。そして今、僕は好きな絵を描くことを仕事にさせても
らっている。今度、世田谷文学館で展覧会をすることになった。並
んだ一枚一枚の原画から、僕のドキドキワクワクを感じてもらえ
たら嬉しいです。 

宮西達也（絵本作家）
子どもの時から、僕は絵が大好きだった。
絵を描きながら、どんな色になるんだろう、どんな絵になっていく
んだろう、ドキドキワクワクだった。そんな僕を母は、お絵描き教
室に入れてくれた。教室では、今までに見たこともない大きな紙
や沢山の絵の具で絵を描かせてもらえドキドキワクワクだった。
小学校や中学校での写生大会、外で絵が描けることが嬉しくて気
持ちよくてドキドキワクワクだった。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

開催中〜9月23日 祝水

①9月6日（日）13:30～16:30　②9月20日（日）13:00～15:00
0・1歳児1,000円、2歳児以上500円
イベント託児®マザーズ　☎0120-788-222（平日10:00～12:00、13:00～17:00）

託児サービス
（事前申込制）

世田谷文学館 （京王線「芦花公園」駅徒歩5分）

『にゃーご』 1988年 『ヘンテコリンおじさん』 2013年

『ぶたくんと100ぴきのおおかみ』 1989年

中学生以下無料

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/

☎ 3417－2811
☎ 5432－1501発行
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日本を代表する
写真家、濱谷浩
（1915〜1999）
の活動前半期に
焦点を当てます。
厳しい環境条件
のもとで力強く
生きる日本人の
暮らしの営みを
記録した衝撃作
〈雪国〉〈裏日本〉
のシリーズなど、
200点を展覧し
ます。

一般1,000（800）円／65歳以上800（600）
円／高校・大学生800（600）円／小・中学生
500（300）円　※（　）内は20名以上の団体料金 

　※障害者割引あり　※リピータ－割引（会期
中）：本展有料チケット半券のご提示で2回目以降の
観覧料が団体料金になります　※関連企画など詳細
は当館ＨＰをご覧ください

■100円ワークショップ
会期中の毎週土曜日 13:00～15:00（随時受
付）　地下１階創作室
どなたでもその場で気軽に参加できる工作
など。

どなたでも　 1回100円

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　※企画展チケットでご覧いただけます

蓑田莉奈（ピアノ） 
［曲目］ブラームス／パガニーニの主題による
変奏曲第2部 他

抽選200名　 無料　 往復ハガキ（P3
記入方法参照、2名まで連名可）で当館へ　

8月31日（消印有効）　※未就学児童入場不
可　※詳細はHP参照

では大岡文学の核となる「詩」の業績を中心
に、詩稿、草稿、創作ノートなど貴重な資料
によってご紹介します。　

■連続講座　大岡信の詩と真実
各回 14:00～15:30　文学サロン
110月10日（土）

高橋順子（詩人）　 9月26日（必着）
210月17日（土）

野村喜和夫（詩人）　 10月3日（必着）
310月24日（土）　対談

谷川俊太郎（詩人）、三浦雅士（評論家）　
10月10日（必着）

410月31日（土）
長谷川櫂（俳人）　 10月17日（必着）

511月1日（日）　
吉増剛造（詩人）　 10月18日（必着）
各回抽選150名　 各回500円　 往復

ハガキ（P3記入方法参照、2名まで連名可、
全講座参加の場合を除き1講座につき1通）で
当館「大岡展催事」係へ　※全講座参加の場合は
その旨を明記の上、1枚のハガキで9月26日（必着）ま
でにお申し込みください

川場村の名所を巡ってスケッチをするツアー。
三宅一樹（彫刻家・世田谷美術館美術大学

講師）　 18歳以上の世田谷区在住・在勤・
在学者、または川場村在住者　 抽選20名　

9,000円（宿泊・食事・保険代を含む。交
通費は含まれません）　 当館HP「プログラ
ム＆イベント」の申込フォームよりお申込み
ください　 9月16日　※詳細はHP参照

山田風太郎が戦火の中で綴った自筆日記を
はじめ、梅崎春生、横溝正史、椎名麟三らの
資料を通し、作家たちの戦争と戦後の意味
をあらためて考えます。

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）

詩人として、また文学から造形芸術にまた
がる気鋭の評論家として若くからその卓越
した才能を知られた大岡信（1931〜）。古今
の詩歌への造詣も深く、フランスをはじめ
とした国外の詩や文芸に通じ、言語の壁を
超えた国内外の詩人たちによる「連詩」など
新たな詩の境地も開拓してきました。本展

クルマが目的地まで自動的に連れて行って
くれる、SF小説のような技術「自動運転」で
未来の生活がどう変わるのかを解説します。

鶴原吉郎（技術ジャーナリスト）
どなたでも　 申込先着50名　 500円

■おとうさんはウルトラマン
スタンプラリー
会期中、「おとうさんはウルトラマンシリー
ズ」をもとにした館内スタンプラリーに参加
できます。　※当日参加で参加費は無料。台紙が
なくなり次第終了します

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

9月27日（日） 14:00～15:30（開場13:30）

■9月のギャラリートーク
9月26日（土） 14:00～（30分程度）　
テーマ：「1950年代の宮本三郎」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

宮本三郎　写真家との対話
開催中～11月1日（日）

展覧会

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〜8/30 和紙造形　紙々倶楽部
9/1〜6 代田墨画会展
9/8〜13 グループ友遊作品展
9/15〜20 ねこじゃらし展
9/21〜27 吹きガラス　５人展　※9/24（木）は休館日

※ 初日は午後から、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）

一般1,000（800）円／65歳以上、高校・大
学生800（600）円／小・中学生500（300）円　
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割
引あり　※リピータ－割引（会期中）：本展有料チケッ
ト半券のご提示で2回目以降の観覧料が団体料金に
なります

■100円ワークショップ
「名画マグネット」
8月28日（金）・29日（土） 14:00～16:00と 
9月5日（土） 13:00～15:00（随時受付）　
地下１階創作室
あなたの描いた絵がまるでミュージアムグッ
ズのように素敵なマグネットになります。

どなたでも　 1回100円
■美術と音楽の対話

「1950年代パリの色、パリの音―日仏
作曲家の室内楽作品から」
9月5日（土） ［第1部] 16:00～17:30（開 場
15:30） 講堂、［第2部] 18:00～19:30　
当館レストラン「ル・ジャルダン」
第1部はトーク付きのコンサート。1950年
代のパリで学んだ矢代秋雄、三善晃の作品
と、同時代のダリウス・ミョー、オリヴィエ・
メシアンの作品をお聴きいただきます。第2
部は出演者とともに歓談する、お飲物と軽食
つきの夜会。

枝並千花（ヴァイオリン）、藤田尚子（ヴァイ
オリン）、大山平一郎（ヴィオラ）、金子鈴太郎 

（チェロ）、小林侑奈（ピアノ）、園田春子（特
別ゲスト）　 【A】第1部のみ＝予約3,000円
／当日3,500円（全席自由、展覧会チケット
付き）　※小・中学生は無料（ただし展覧会チケッ
トなし）、未就学児童は入場不可　【B】第1部＋第
2部＝予約のみ6,000円（全席自由、展覧会チ
ケット付）　※中学生以下は入場不可　 第1部
＝100名（予約、当日）　第1部＋第2部＝50名

（予約のみ）　 当館HP「プログラム&イベン
ト」ページより、または当館へ電話

［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（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

関 連 企 画

関 連 企 画

往復ハガキかメール（P3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、ご来館ください（17:30まで）。
※1イベントにつき1通、2名まで
※詳細はHPをご覧ください

改修工事のため、12月7日（月）〜2016年2
月5日（金）は休館します。

展覧会関連企画

［受付日］10月3日（土）・4（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］10月18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。

区民ギャラリー利用申込受付 平成28年4月～9月分の区民ギャラリー前期利用申込受
付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

関 連 企 画

関 連 企 画

『ちゅーちゅー』
2009年
©宮西達也

宮本三郎記念美術館と地域の会共催 人ひろば vol.30
「運転手が要らない！クルマ社会はこんなに変わる」

［作品受付］世田谷美術館2階講義室　10月17日（土）・18日（日）10:00〜16:00／指定の写真店
でも可：10月12日（月・祝）〜18日（日） 営業時間内　［展覧会］2016年1月5日（火）～10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要項をご覧ください（9月上旬から配布予定）

第 2 3 回  世 田 谷 区 民 写 真 展 作 品 募 集

森林の中で自然物を使って作品を制作する
ワークショップです。

スタン・アンダソン（造形作家）　 18歳
以上　 抽選30名　 3,000円（交通費、宿
泊費など実費は別）　※宿泊費は２泊３日食事付
き（昼食は別料金）で約8,000円です　 往復ハガ
キ（P3記入方法参照、連名可）で当館「BACK 
TO NATURE」係へ　 ９月19日（消印有効）
※詳細はHP参照

写真提供：大岡信ことば館詳細はP1をご覧ください⇒

清川泰次と昭和
開催中～12月6日（日）

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

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/

向井潤吉の民家　絵画と写真
開催中～12月6日（日）

展覧会

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

■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■ ■

おもしろいかたち・いろいろ

開催中～12月6日（日）　2階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
特集・戦後70年と作家たち　
  開催中～9月27日（日）　1階展示室

宮西達也ワンダーランド展
ヘンテコリンな絵本の仲間たち

開催中～9月23日（水・祝）　2階展示室

詩人・大岡信展

10月10日（土）～12月6日（日）　2階展示室

生誕100年  写真家・濱谷浩
―もし写真に言葉があるとしたら
9月19日（土）～11月15日（日）　1階展示室

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

世 田 谷  美  術  館  分  館

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中〜8/30 第3回 世田谷水墨画展　※26日から公開 the CCC 作品展

9/1〜6
植物画教室作品展 世田谷美術大学21期生作品展
桜丘写友会写真展 武蔵孝行展

9/8〜13
水彩・水墨二人展 『Joint Exhibition』 Kaori Tsukikaze "Wind of the 

South Pole"  Andrea Juan "Solar Storm"  ※9日から公開世田谷美術大学26期展

9/15〜20
写真クラブ『すばる』写真展 パレット99絵画展第7回 世田谷帆船模型愛好会作品展

9/21〜27
※ 9/24（木）は 

休館日

第50回 黒沢竜　洋画展 shell & chateau
地球色展土との融合

十和の会 和紙造形展
※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課まで

世田谷美術館 区民ギャラリー

金山康喜のパリ
―1950年代の日本人画家たち　　

開催中～9月6日（日）　1階展示室

金山康喜《静物［コーヒーミルと時計のある静物］》
1954年　個人蔵

濱谷浩《稲刈り》
最上、山形、1955年

Courtesy Estate of Hiroshi 
Hamaya,Oiso,Japan

●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　●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

プロムナード・コンサート
蓑田 莉奈　ピアノ・リサイタル

9月20日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

BACK TO NATURE 2015
10月3日（土） 13:30～15:00  世田谷美術館 講義室
10月10日（土）～12日（月・祝）  世田谷区民健康村

（群馬県川場村）9月26日（土）～27日（日） 1泊2日
世田谷区民健康村（群馬県川場村）

世田谷美術館×世田谷区民健康村
スケッチ探訪！

川場村アート漫遊記

  
●募集期間　9月1日〜11日（必着）
●募集部門・選考委員
　短歌 ………… 草田照子、佐佐木幸綱
　俳句 ………… 小川濤美子、高橋悦男
　川柳 ………… おかの蓉子、速川美竹
　詩 …………… 三田洋、渡辺めぐみ
　随筆 ………… 鴻巣友季子、堀江敏幸

詳細は世田谷文学館へ

世田谷文学賞作品募集　締切迫る！

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜9月23日（水・祝） 
　　　　  宮西達也ワンダーランド展　ヘンテコリンな絵本の仲間たち
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜9月6日（日）
　　　　  金山康喜のパリ―1950年代の日本人画家たち
一般1,000円→900円　65歳以上、高校・大学生800円→700円　小・中学生500円→400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

〒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

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル☎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

遊びと学びの子どもプロジェクト2015事業 世田谷芸術百華2015対象事業



9月19日（土） 14:00  世田谷区民会館

9月19日（土） 15:00　成城ホール
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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3日前の正午までに劇場受付 ☎5432-1526へ

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

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ハガキ・FAX・メール記入方法

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

〒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/Theatre世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515　 音楽事業部チケットの申込み

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

異分野とのコラボレーション 
「スポーツと音楽」

お話と演奏で、「スポーツ」と「音楽」の共通点
や魅力の本質をさぐります。

［お話］玉木正之（スポーツ評論家）
八木沼純子（プロフィギュアスケーター）
池辺晋一郎（作曲家／音楽監督）

［演奏］デュオ・グレイス
オネゲル：交響的運動第2番「ラグビー」 他

 3,200円　一般 3,500円
 ※未就学児入場不可

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：ご希望日前日の19:00までに劇場チケットセンターへ

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

Under24割引あり
（要事前登録・枚数限定）

高校生以下割引あり
（購入時要年齢確認）

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

川村美紀子　 亀頭可奈恵　後藤海春　鈴木隆司　住玲衣奈　永野沙紀
全席自由（整理番号付）　  2,800円　一般 3,000円　学生 2,500円（当日要学生証提示）
Dance in Deed!　☎090-4429-5747（平日11:00～18:00）

藤田康城　 安藤朋子　山崎広太
全席自由（整理番号付）　  3,600円　一般 3,800円　U24・小学生～高校生（当日要

年齢確認証提示） 2,500円
ARICA　☎080-4200-4551（平日10:00～18:00）

荻原規子　 渡部朱美　 SACメンバー 他
全席自由　中学生以上 1,000円（小学生以下・幼児無料）　 SAC事務局　☎070-6985-3933

ダンス トヨタ コレオグラフィーアワード2014 受賞者公演
川村美紀子 新作『まぼろしの夜明け』10/9（金）～11（日）

ミュー
ジカル SACミュージカル『空色勾玉』9/27（日）　

13:00/16:30

Let’s Sing ゴスペル!
ワークショップ参加者募集
楽器はあなた自身! 
ゴスペルに挑戦してみませんか?

［日程（全４回）］
A）木曜コース（19:00～20:30）10/22、11/5、11/19、12/3
B）土曜コース（10:00～11:30）10/17※、10/31、11/14、 11/28

［会場］三茶しゃれなあどホール（※は梅丘パークホール）
《発表コンサート》12月5日（土）　北沢タウンホール
　　　　　　　　12月6日（日）　三茶ふれあい広場（自由参加）

亀渕友香（日本ゴスペル音楽協会会長）
猪狩太志　のはらヒロコ　 区内在住・在勤・在学の中

学生以上（未成年者は保護者の同意が必要） 他
各コース30名程度（申込み多数の場合は抽選）
6,500円　 参加申込書（募集チラシ裏面またはHPから

ダウンロード）に記入の上、音楽事業部まで
9月25日（必着）　※詳細は募集チラシまたはHP参照

古典の知恵と洗練を現代に還元し、新た
な舞台創造へと生かしたいと芸術監督・
野村萬斎が立ちあげた「現代能楽集」シリー
ズ。今回は、三島由紀夫「近代能楽集」を土
台とした、劇作家マキノノゾミの新作描き
下ろしとなります。平岡祐太、倉科カナな
ど個性豊かなキャストでお送りいたします。
作 演出 マキノノゾミ　 野村萬斎

平岡祐太　倉科カナ　眞島秀和　一路真輝  他
 9月12日（土）  一般 9月13日（日）

 S席（1階・2階） 6,800円　一般 S席 7,000円
A席（3階） 5,000円　高校生以下・U24 一般料金の半額　
※未就学児入場不可

現代能楽集Ⅷ『道玄坂綺譚』
三島由紀夫作  近代能楽集「卒塔婆小町」「熊野」より

戯曲リーディング◆時代を築いた作家たち③
アルベール・カミュ vol.2　『戒厳令』

室内楽シリーズ
堤剛＆練木繁夫
デュオ・リサイタル

世界で活躍する2人の演奏家による至
極の共演。

堤剛（チェロ）　練木繁夫（ピアノ）
R.シュトラウス：チェロ・ソナタ 

ヘ長調 Op.6 他
 3,500円　一般 4,000円

 ※未就学児入場不可

無料（入場料に代えて、当日会場に
て東日本大震災復興支援への募金（1人
500円以上）にご協力ください）　 往
復ハガキ（下記記入方法参照、人数［4人
まで］、年齢も明記）で音楽事業部「音楽
は自由をめざす」係へ　※申込みなしでも
観覧できますが、事前申込みの方が優先となり
ますので、なるべくお申込みください

9月14日（消印有効）

戦前・戦中に演奏できなかった曲を通し、
平和な時代を続けていくことを願う、世
代とジャンルを超えたコンサート。

10/9 1011

19:30
15:00

11/5 6 7 8

18:00
14:00

19:30

ノゾエ征爾　 村木仁　家納ジュンコ　はえぎわ劇団員
 3,800円　一般 4,000円　早期観劇割引（23～25日） 3,600円

Ｕ24 3,000円　他
はえぎわ　☎070-5366-8809（平日12:00～19:00）

マーティン・マクドナー　翻訳 小川絵梨子　
蒼井優　岡本健一　成河　中嶋しゅう

 7,600円　一般 7,800円　 CATチケットBOX　☎5485-5999

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　米良美一（歌手）  INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）
 2,000円　一般 2,500円　 音楽事業部　☎5432-1535

前売チケットは販売予定枚数を終了。当日券については10月1日以降に要問合せ。
完売御礼記念「公開リハーサル」見学者募集中！ 詳細は要問い合わせ　 9月17日（必着）

演 劇 はえぎわ
『ゴードンとドーソン～妻と夫の虎の夢～』

10/23（金）～
11/1（日）

演 劇 シーエイティプロデュース
『スポケーンの左手』11/14（土）～29（日）

音 楽 宮川彬良のせたがや音楽研究所 ＃4
～だれもが知っている童謡をまるごと大分析！～

10/3（土） 17:00　
北沢タウンホール

10/23242526272829

14:00
13:00

18:00
19:00
　アフタートークあり

11/14151617181920

14:00
13:00

17:00
19:00

休
演

◀30日以降　（金）19:00◎、（土）13:00/18:00◎、（日）13:00

◀21日以降　（土）13:00/17:00、22（日）14:00、23（月・祝）29（日）13:00、（火）（金）19:00、
（水）（木）14:00/19:00

世田谷パブリックシアター

発売中
発売中

●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108円／1枚 オンラインで （要事前登録・登録料無料）　 P C 携帯http://setagaya-pt.jp/ http://setagaya-pt.jp/m/ 電話で ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00

太宰治　 ケラリーノ・サンドロヴィッチ　 仲村トオル　小池栄子・水野美紀　
夏帆　門脇麦　町田マリー　緒川たまき・萩原聖人　池谷のぶえ　野間口徹　山崎一

 S席 8,600円　一般 S席 8,800円　Ａ席 6,800円　
高校生以下 4,800円（当日座席券引換、要学生証提示）　U24 5,800円

キューブ　☎5485-2252（平日12:00～18:00）

杉本博司　 豊竹呂勢大夫　鶴澤清治  他
野川美穂子　10/23：山村友五郎・いとうせいこう　10/24：尾上菊之丞 他

10/25：杉本博司 他
一般 A席（1・2階）  4,500円　B席（3階） 4,000円
公益財団法人小田原文化財団　☎3473-5235 （平日11:00～17:00）

s**t kingz　東京ゲゲゲイ　梅棒　タイムマシーン　BIG4　
Moreno Funk Sixers　BLUE TOKYO　PHILIPPINE ALLSTARS（フィリピン）
S.I.N.E（ベトナム）　THE ZOO Thailand（タイ） 　他日替わり

一般 S席 4,000円　A席 3,000円　
児童（6歳以上）・学生割引 S席 3,000円　A席 2,000円　他

パルコ　☎3477-5858

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

◀19日以降　（土）（火）13:00/18:30、（日）（月）（水）13:00、（金）18:30、（木）休演 

9/12131415161718

18:30
13:00 休

演

10/232425

19:00
14:00

10/2829303111/1

15:00
16:30
19:00

演 劇 KERA・MAP ♯006
『グッドバイ』9/12（土）～27（日） 発売中

発売中

ダンス ARICA『Ne ANTA』11/5（木）～8（日） 発売中

発売中

シアタートラム

音  楽  事  業  部  主  催 

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

ダンス SePT独舞vol.22 黒沢美香ソロダンス　
『Wave』『6:30AM-第二のバリエーション』『この島でうまれたひと』8/28（金）～30（日）

黒沢美香
『6:30AM』 赤木はるか　小野彩加　北村思綺　中間アヤカ　藤井彩加　大崎晃伸

 3,800円　一般 4,000円　U24・学生（当日要学生証提示） 2,500円
Dance in Deed!　☎090-4429-5747（平日11:00～18:00）

音 楽 『三
さん

茶
ちゃ

三
しゃ

味
み

～三味線音楽を聴く～』10/23（金）～25（日）

 8/27（木）
一般  8/28（金）

発　売
開始日

ダンス 『DANCE DANCE ASIA　東京公演 
Crossing the Movements』

10/28（水）～
11/1（日）

 9/11（金）
一般  9/12（土）

発　売
開始日

 8/29（土）
一般  8/30（日）

発　売
開始日

8/282930

19:30
15:00

世田谷パブリックシアター
11月8日（日）〜21日（土）

シアタートラム　10月3日（土）・4日（日） 14:00

世田谷パブリックシアター
9月30日（水） 19:00

MANSAI◉解体新書 その弐拾伍
『解析』 ～伝統芸能×テクノロジー～

芸術監督・野村萬斎がゲストと繰り広げるトーク＆パ
フォーマンス。時代の先端を走るクリエーティブ・ディ
レクターをゲストに招き、伝統芸能にテクノロジーで
アプローチします。

野村萬斎　菅野薫　森内大輔 他
 3,800円　一般 4,000円　

高校生以下・U24 2,000円　※未就学児入場不可

Needles and Opium 針とアヘン
マイルス・デイヴィスとジャン・コクトーの幻影

映像の魔術師とも呼ばれるロベール・ルパージュの新演出作品が
登場。一人芝居の最高峰『ニードルズ＆オピウム』（1993年来日）が
最新テクノロジーを駆使した二人芝居として、今、鮮やかに甦る。
作 演出 ロベール・ルパージュ　  S席（1･2階） 7,200円　
一般 S席 7,500円　A席（3階） 5,500円
高校生以下・U24  一般料金の半額　他　※未就学児入場不可

世田谷パブリックシアター　10月9日（金）〜12日（月・祝）

世田谷パブリックシアター　10月16日（金）〜18日（日）
チャップリン一家のロマンチックサーカスがやってくる! 引っ越
し準備中の女性オーレリアが段ボールを覗くと、不思議な世界が
広がっていた…。世界中をおとぎの魔法で包んだステージが日本
に初上陸します。

演出 ヴィクトリア・ティエレ＝チャップリン
オーレリア・ティエレ 他

 大人 3,000円　子ども（4歳～高校生） 1,500円　
一般  大人 4,000円　子ども・U24 2,000円

ミュルミュル ミュール世田谷アートタウン
2015関連企画

世田谷アートタウン2015 ボランティア
スタッフ募集!!

フェスティバルを一緒に盛り上げてくださる、ボランティアスタッフを募集しています。
説明会は9月6日（日）に開催。詳細は 「三茶de大道芸」公式ホームページをご覧ください。

世田谷パブリックシアター 「アートタウン」担当　☎5432-1526　 http://arttown.jp/

暴君ペストに対する青年の苦悩と反抗を描いた、カミュ
の長編戯曲。演劇人カミュの魅力をご堪能ください。
作アルベール・カミュ  翻訳 大久保輝臣  演出 中屋敷法仁

 8月29日（土）　一般 8月30日（日）
 2,200円　一般 2,500円　高校生以下 1,000円 

U24 1,250円　※未就学児入場不可

10月17日（土）・18日（日） 

©鍋島徳恭 ©大窪道治

14:00

19:00
16:00

1516171819209 10 11121314 2111/8

休
演

休
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 
10日  出演：マキノノゾミ  野村萬斎
13日  出演：平岡祐太   根岸拓哉   一路真輝
18日  出演：倉科カナ   眞島秀和   水田航生

発売中

発売中

せたがや音楽プロジェクト Vol.5

戦後70年…
 『音楽は自由をめざす』

10月12日（月・祝） 14:00　成城ホール

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先
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（2008年／74分／国立民族学博物館）
各回先着50名　 無料　 不要、当日直

接会場へ
3体験教室「腰

こし

機
ばた

でベルトを織る」
9月12日（土） 14:00〜16:30　生活工房4F
スンバ島では今も腰機で布が織られていま
す。身近な材料で作った簡易的な腰機でベ
ルトを織りながら、手法を学びます。

渡辺万知子（染織作家）　 抽選15名
1,000円　 往復ハガキかメール（P3記入

方法参照）で生活工房へ　 8月29日（必着）

不用になった
傘を「新たな材
料」として捉え
な お し、プ ロ
ダクトや作品
に生まれ変わ
らせるCASA PROJECTの活動を紹介しま
す。身近な傘をヒントにして、これからのモ
ノづくりを一緒に考えてみませんか。
※詳細は生活工房ＨＰ参照　 無料

CASA PROJECTの工作室
10月17日（土）・18日（日） 11:00〜12:00、
15:00〜16:00（両日とも）　生活工房4F
不用になった傘の分解・制作を行い、自分
だけのガーランドやコースターを制作して
持ちかえることができます。また、当日は不
用になった傘の回収も行っています。

HOUKO（CASA PROJECT）　 各回先着
10名　 500円　 不要、当日直接会場へ

インドネシア・スンバ島
に伝わる独特の模様が織
り込まれたイカット（絣織
物）。男性の衣服はヒンギ、
女性用はラウと呼ばれて
います。本展では染織作
家・渡辺万知子氏のコレ
クションから約30点のイ
カットを展示し、馬、エビ、魚、人物像など
の模様の意味をひもときながら、スンバ島の
生活文化を紹介します。 無料

1講演会
「スンバ島のイカットと人々のくらし」
8月29日（土） 14:00〜16:00　生活工房4F
1972年に初めてスンバ島を訪れて以来、魅
了され、足しげく通いながら研究を続けてこ
られた講師に、人々の生活、染織方法、生活
のなかでの織物の役割などを解説していた
だきます。

渡辺万知子（染織作家）　 申込先着50
名　 500円　 電話かメール（P3記入方
法参照）で生活工房へ
2記録映像上映 「スンバ島の家を建てる」
9月6日（日） 13:00〜14:15、15:00〜16:15

（1日2回上映）　生活工房5F
スンバの人たちは何のために、10メートル
にもおよぶ巨大なとんがり屋根の家を建て
るのでしょう。その意味と建築方法をひもと
く記録映像を上映します。

［上映作品］「スンバ島の家を建てる  ―そ
してスンバの人たちにとって家とは何か」

プール　10月7日〜11月18日　毎週水曜
18:00〜20:00（全7回）
②マンボウ水泳教室　太子堂中学校温水
プール　10月10日〜11月28日　※除外日
あり　毎週土曜 13:00〜15:00（全7回）
※ラッコ水泳教室は、玉川中学校温水プール
改修工事により、2016年2月より開催予定

いずれも軽度の知的障害のある小学生以
上。トイレを使用する際に介助を必要とせ
ず、教室開催中、付添人の会場待機が可能
な方　※参加の可否について、事前に個別
面談を行います　 抽選①10名②20名　

①②いずれも高校生相当以上4,000円、
中学生以下1,700円　 障害の内容も明記
し、スポーツ振興財団へ　 9月4日午後5時

（必着）

10月18日（日） 9:00　成城学園前駅集合
軽度の知的障害のある中学生以上（保護者

等の参加も可）　 先着25名　 1,000円　
ハガキかFAX（上記申込方法参照、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4日（必着）

①大蔵の部（総合運動場第一武道場、トレー
ニングルーム）
10月21日〜2016年3月2日   ※除外日あり
毎週水曜 9:00〜12:00（全18回）
軽運動やジムトレーニングを行います
②千歳の部（千歳温水プール、体育室）
10月22日〜2016年3月10日   ※除外日あり
毎週木曜 12:00〜15:00（全18回）
軽運動やプールトレーニングを行います

①②とも60歳以上で医師に運動を止めら
れていない方　※健康チェックの結果によっ
ては参加をお断りする場合あり   抽選①30

①大蔵Aコース（総合運動場温水プール）
10月1日〜12月17日　毎週木曜
12:00〜14:00（全12回）
②大蔵Bコース（総合運動場温水プール）
10月2日〜12月18日　毎週金曜
14:00〜16:00（全12回）
③烏山コース（烏山中学校温水プール）
10月6日〜11月24日　毎週火曜
10:00〜12:00（全7回）

①〜③いずれも18歳以上　 抽選①②各
50名③40名　 ①②10,800円③6,300円

ハガキかFAX（上記申込方法参照、年
齢も明記）で①②総合運動場温水プール管
理事務所（〒157-0074 大蔵4-6-1☎3417-
0017 3417-0013）③烏山中学校温水
プール管 理 事 務 所（〒157-0062 南 烏 山
4-26-1 ☎ 3300-6703）　 ①〜③いず
れも9月10日（必着）

10月2日〜11月27日（10月30日を除く）
毎週金曜 9:00〜12:00（全8回）

18歳以上の女性　 先着40名　 6,400
円　 大蔵第二運動場管理事務所窓口

（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 
3416-1777）

10月6日〜12月22日（11月3日を除く）
毎週火曜 16:30〜18:00（全11回）
千歳温水プール

小学生の初心者・初級者　 抽選50名
5,500円　 窓口またはハガキかFAX

で千歳温水プール管理事務所（〒156-0055 
船橋7-9-1 ☎3789-3911 3789-3912）

8月31日（必着）

① 烏山短期水泳教室　烏山中学校温水

名②25名   20,000円   9月7日（必着）

■ボウリング競技　9月13日（日） 9:00〜
オークラランドボウリング場

200円（中学生以下100円）　 往復ハ
ガキ（上記申込方法参照、年齢も明記）で区
ボウリング連盟・野中（〒157-0072 祖師
谷4-25-3-101 ☎3482-2194）へ　 9月4
日（必着）
■クレー射撃競技
9月13日（日） 9:00〜  栃木県古峰ヶ原射撃場

詳細は連盟HP（ http://www.setagaya
-clay.jp/）をご覧ください
■ラクビー競技
10月4日（日）〜2016年3月13日（日）
13:00〜　二子玉川緑地運動場球技場

電話で区ラグビー協会・塩野（☎3484-
1561）へ　 9月8日
■なぎなた競技
10月18日（日） 8:30〜　代田小学校

ハガキかFAX（上記申込方法参照）で区
なぎなた連盟・武田（〒157-0071 千歳台
2-20-14 ☎ 5490-0640）へ　 9月21日

（必着）
■柔道競技　11月15日（日） 8:00〜
国士舘大学体育武道館柔道場

区柔道会・笠間（☎5481-3300）へ

所定の申込書で区卓球連盟事務局
（〒158-0082 等 々 力8-26-25 ☎3701-
7684）へ　 9月18日（必着）

9月21日（月・祝） 10:00〜12:00（最終受
付11:30）　千歳温水プール集会室

［内容］足測定と体組成の診断結果・解説、転
倒予防講座　 60歳以上の方とそのご家族

無料　 当日受付　 千歳温水プール管
理事務所（☎3789-3911 3789-3912）

■総合運動場温水プール（9月2日〜）
■千歳温水プール（9月24日〜）
※詳細は当財団HPまたは各施設へ

①水曜コース（総合運動場温水プール）
9月30日〜12月2日　毎週水曜
13:00〜13:50（全10回）
②木曜コース（総合運動場温水プール）
10月1日〜12月3日　毎週木曜 11:00〜
11:50（全10回）
①②とも　 18歳以上　 抽選各30名

7,000円　 総合運動場温水プール管
理事務所で配布の申込書を持参または郵送
かFAXで同管理事務所（〒157-0074 大蔵
4-6-1 ☎3417-0017 3417-0013）へ

9月10日（必着）

①総合運動場、②千歳温水プール、
③大蔵第二運動場
※詳細は当財団HPまたは各施設へ

キャロットタワー
の3・4・5階 を 会
場に、2日間で延
べ140組 の ア ー
ティストが集まる
世田谷アートフリ
マ。3階では大人
から子どもまで当日参加可能なワークショッ
プを開催。4・5階の各アーティスト・ブー
スでは手づくりの工芸品やアクセサリー、和
小物などが購入できるほか、カフェや軽食の
コーナーもあります。　※出展者募集は終了し
ています

入場無料　 世田谷アートフリマプロジェ
クト：中根（世田谷233） ☎5430-8539（火・
水曜以外）　［詳細］http://artfleama.net/

旧暦8月15日にのぼる月は「中秋の名月」と
よばれ、古来〈お月見〉が行われてきました。
また140年ほど前までは、日本は太陰暦と
いう、月のカレンダーで暮らしていました。
一年に一度の月を待ちながら、月と時間に
ついて考えるワークショップ&上映会です。

［企画制作］セセンシトカ
1時のフィールドワークショップ

「月をうつす」
9月26日（土） 13:00〜16:00   生活工房4F
翌日の名月を楽しむための盃や丸皿などを
竹で作り、お月見団子をいただきながら、月
と私たちの時間について語ります。

抽選15名　 1,500円（材料費込、月見

団子付）　 往復ハガキかメール（P3記入例
参照）で生活工房へ　 9月13日（必着）

［協力］（一財）世田谷トラストまちづくり、
世田谷区生涯学習・地域・学校連携課
2時のドキュメンタリー上映会

「満月の夜に」
9月26日（土） 16:30〜19:00　生活工房4F
日本とアジアの満月のお祭りを記録した映
像と、月のサイクルの影響を受ける動物たち
の自然映像を上映します。

［上映作品］「マンダレーの灯明祭」「チワン
族の中秋節」（国立民族学博物館）、「下園の
十五夜」（民族文化映像研究所）ほか自然映
像、計4作品　※詳細は生活工房HP参照

50名　 無料　 不要、当日直接会場へ

かつての世田谷の町並みや暮らしぶりが記
録された8ミリフィルムを、収集・公開・
保存・活用していく『穴アーカイブ：an 
archive』。このたび、区民の皆さまからご
提供いただいたフィルムをお披露目します。
東京オリンピック開催中の駒沢公園、昭和
30年代の三軒茶屋などを上映予定です。　
※当日はデジタル映像を上映予定です　※詳細は
生活工房HP参照　 無料　 不要、当日直接
会場へ

無料　 不要、直接会場へ

アクアフィットネス教室を再開します

  スイムレッスン 第4期レディースバレーボール教室

  はじめようスイミング

  ジュニア水泳教室

コース型フィットネス教室  10月〜12月

敬老の日イベントお孫さんとご一緒に !!
健康測定会

第125回世田谷区卓球団体戦
10月11日（日）・12日（月・祝） 9:15〜

総合運動場体育館 他

ふれあいウォーキング寺家ふるさと村

教　室

イベント

9月26日（土） 13:00〜19:00　生活工房4F

時をときはなつ vol.4   「月を待つ」

10月４日（日） 14:00〜15:30　生活工房4F

穴からみえる、ひと、くらし、世田谷
8ミリフィルム公開鑑賞会

キャロットタワーで遊ぶ2日間！
世田谷アートフリマ Vol.24
9月19日（土）・20日（日） 11:00〜17:00

生活工房3〜5F

関連イベント

関連イベント

第51回 区民スポーツまつり※詳細は、本紙9月25日号掲載予定
※下記のイベントは事前申込が必要です

 フリーマーケット出店者募集
①総合運動場エリア（駐車場なし）   ②大蔵第二運動場芝生広場エリア（駐車場あり）

抽選①50店舗②30店舗　 ①②1,000円　 代表者氏名、希望エリ
ア、主な出店物も明記し、スポーツ振興財団へ

9月14日（必着）  ※連名・複数申込不可、手持ち出店のみ可

■チャレンジテニス　夫婦大会 10:00〜14:00 
抽選32組　 往復ハガキで①種目名②住所③夫婦

氏名④電話番号⑤年齢⑥経験年数を明記し、区テニ
ス協会（〒156-0054 桜丘1-17-18 ☎5451-0691）へ

9月23日（必着）　※テニスシューズ要着用　

敬老の日イベント
65歳以上温水プール無料開放！！ 9/21（月・祝）

●総合運動場温水プール
●千歳温水プール
●太子堂中学校温水プール

●玉川中学校温水プール
●烏山中学校温水プール
●梅丘中学校温水プール

  障害児（者）水泳教室

 元気なシルバーいきいきトレーニング

第65回区民体育大会

10月18日（日）
総合運動場、大蔵第ニ運動場

遊びと学びの子どもプロジェクト2015事業 世田谷芸術百華2015対象事業

対象施設

森・里・海の連環による豊かな海づくり
「レリーフジオラマ」上映会

8月25日（火）、29日（土）、31日（月）、
9月3日（木）〜4日（金）、7日（月）

以降の日程はHP参照
各日14:00〜15:30（途中入退場可）  2F八角堂

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　※詳細は各問合せ先にご確認ください。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7つの海と手しごと　vol.6

「インド洋とスンバ島の
ヒンギ／ラウ」

8月28日（金）〜10月4日（日） 9:00〜20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

雨のち傘のちCASA PROJECT

第4回世田谷区芸術アワード“飛翔”
生活デザイン部門受賞展覧会

10月10日（土）〜20日（火） 9:00〜20:00
3Ｆ生活工房ギャラリー　会期中無休

〒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

申込方法
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/

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

特に記載のない事業はハガキかFAXでスポーツ振興財団へ（ はホームページからも申込可能 はアイディクラブ協賛会員割引対象）
①イベント名 ②氏名（フリガナ） ③住所 ④電話番号 ⑤生年月日 ⑥学年 ⑦性別  ※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

再生紙を使用しています
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