
池辺晋一郎（お話／作曲家）、上杉春雄（お話／ピアノ）、檀ふみ（お話／女優）、
幸田浩子（ソプラノ）

J.S.バッハ：平均律1巻より第22番、第23番
成田為三：浜辺の歌　中田喜直：悲しくなった時は
モーツァルト：オペラ『ドン・ジョヴァンニ』より薬屋の歌  他
【全席指定】  3,200円（前売のみ）  一般 3,500円  ※未就学児入場不可   
音楽事業部　☎5432-1535

かつて、人類は音楽を聞かせて病を治そうとしていたことも。実際に音楽は人間の健
康に寄与していることは間違いありません。ゲストの上杉春雄さんは、現役医師にし
て、現役ピアニストという非常に稀な存在。幸田浩子さんが歌う曲の中に見られる病
について思いをめぐらしながら、池辺音楽監督と檀ふみさんが、上杉さんに病と戦う
医学と音楽の関わりについてお話をうかがいます。
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2月18日土  15:00開演　成城ホール

チケットの購入はチケットセンター（詳細はP7）へ

　ロシア国立サンクトペテルブルグ マールイ・ドラマ劇場

『たくらみと恋』 2月18日 土～19日 日

次回（1月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

音楽事業部“音楽監督企画”

※世田谷美術館・分館、生活工房、世田谷パブリックシアター、シアタートラムなどに配架しています
せたがや文化財団広報誌 Vol.9（12月9日発行）

お
話
と
演
奏
で
贈
る

『お勢登場』 2月10日 金 ～26日 日  

ピーピング・トム『ファーザー』 2月27日月 ～3月1日水 

『炎 アンサンディ』 3月4日 土 ～19日 日 

星合隆廣 撮影

世田谷パブリックシアター
早春のラインアップ

design:Kazuaki Akizawa

撮影：Oleg Degtiarov

撮影：広川泰士

撮影：細野晋司

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

編集 チケットセンター前売情報 P7世田谷パブリックシアター
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Vol. 188
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世田谷パブリックシアター
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［第1話より］ルイ・ヴィヴァン《凱旋門》1935年 ［第5話より］横尾忠則《ジュール・ヴェルヌの海》2006年

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「名作列伝」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00

（随時受付）　創作室
こ れ ま で に 開 催 し た100円 ワ ー ク
ショップ全60種から、人気の企画を

「名作」と銘打って週替わりで3種類ず
つ行います！

どなたでも　 1回100円

●スケジュール

関 連 企 画

「キラキラらでんアクセサリー」

「豆皿絵付」

1階展示室開催中～1月29日（日）
世田谷美術館の開館30周年を記念する本展では、所蔵作品約1万6千点の中からフ
ランスの素朴派を起点として、時代やジャンルを超えて作品を組み合わせ、美術と
生活をめぐる5つの物語に見立てて、コレクションをご紹介します。
※本展覧会は、宝くじの助成により実施します

〈展示構成〉
プロローグ  第1話「私をめぐる物語」  第2話「未知の文化と

出合う物語」  第3話「美術と言葉で物語る」  挿話「暮らしの姿」
第4話「大きな物語のなかの私」  第5話「日常から始まる物語」
エピローグ

心あふれる作品を生み出す実験的なパフォー
マンスシリーズです。今回はダンサー・振付
家の鈴木ユキオが「見えないもの」をテーマに
新作を発表します。

鈴木ユキオ（演出・出演）、赤木はるか（出
演）　 各日80名程度　 予約3,000円／
当日3,500円（中学生以下無料）　 1月14
日より受付開始。当館HP「プログラム＆イベ
ント」申込フォームより、または当館へ電話
※未就学児入場不可

▶第1部「事例報告」 13:00～14:30　講堂
国立科学博物館、ギャラクシティ（子どものた
めの体験型複合施設）、世田谷美術館が、ボラ

ンティアと協働で行う様々なワークショップ
の事例報告と討議を行います。

140名　 無料　 事前申込不要

▶第2部「ワークショップ」 15:00～17:00　
創作室
小さな子どもから大人まで、その場で参加で
きる世田谷美術館とギャラクシティのボラン
ティアによるワークショップを行います。
100円ワークショップ（カンバッチ、らでん風
ストラップ作り）　 どなたでも　 時間中
随時受付　 1回100円
和紙でつくろう！ 干支の酉

とり

　 5歳以上
各回10名（30分入れ替え制）　 無料

チャレンジ！しんぶんし射的　 3歳以上　
時間中随時受付　 無料  他

※詳細はＨＰ「プログラム＆イベント」参照

※第1部、第2部いずれかのみの参加可

年末年始休館　12月29日（木）～1月3日（火）

コレクションの
開館30周年記念

世 田 谷 美 術 館

5つの物語

「表装の美」

1986年に開館した世田谷美術館。約1万6

千点の所蔵品から、この年に制作された作
品を集め、当時の社会と美術の動向を考察
します。小コーナーでは、「食と器」をテーマ
に北大路魯山人の作品を紹介します。

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　※企画展チケットでご覧いただけます

アール（曲線）を描く吹き抜けの天井や大理石
の大階段など、複雑で有機的な姿をみせる当
館のエントランス空間と対話し、また「美術
館」という場の意味や歴史からインスピレー
ションを得ながら、アーティストたちが冒険

30周年を記念して、これまで世田谷美術
館で開催された30年分の企画展ポスター
をバナーにしてエントランスに掲げていま
す。皆さんの思い出の展覧会を選んでい
ただき、エピソードとともに、当館にてご
投票ください。
※お寄せいただいたエピソードの一部は、当館の
ブログで随時ご紹介します

「あなたの思い出の展覧会」
投票受付中！

大竹伸朗《漁船窓 Ⅰ》1986-88年

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■
ぜんぶ1986年

――世田谷美術館の開館とともに
 開催中～4月9日（日）　2階展示室

世田谷美術館30周年記念
「ボランティアと協働する

ワークショップ」
1月22日（日）

世田谷美術館パフォーマンスシリーズ
トランス／エントランス vol.15

鈴木ユキオ「イン・ビジブル　in・visíble」
3月9日（木）、10日（金） 各日20:00開演

エントランス・ホール

1/7 1/14 1/21 1/28
「自分の絵でカンバッチをつくろう」（2006年～）

らでん風ストラップ 「キラキラらでんアクセサリー」
平泉～みちのくの浄土～展（2009年）

ミニ掛け軸作り 「表装の美」　
速水御舟とその周辺展（2015年）

オーブン粘土のミニ皿に絵付け 「豆皿絵付」　
北大路魯山人展（2014年）

［第2話より］「床屋の看板」
国：マリ、地域：バマコ、1995年収集

［第3話より］オディロン・ルドン
『ギュスターヴ・フロベールに』

（『聖アントワーヌの誘惑』第二集）1889年より
「Ⅲ. 死神： 私の皮肉にはどんな皮肉もかないやしない！」

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合せください。

〒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（ただし1月9日は開館、10日は休館）世田谷美術館 Art

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

会員割引対象

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



 　

2016年12月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
1/4〜8 第38回　世田谷区民絵画展
1/9〜15
※10日は休館日 世田谷区立中学校生徒作品展覧会　※11日午後〜公開

1/17〜22 世田谷区立小学校図画工作作品展　※18日〜公開

1/24〜29 第23回　世田谷区特別支援学級連合展覧会　※ 25日〜公開

世田谷美術館 区民ギャラリー

※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

自宅応接室の凸面鏡に映る澁澤　1976年

1 2月4日（土）「澁澤龍彥の宇宙誌」　
巖谷國士（仏文学者）　 1月21日（必着）

2 2月18日（土） 「澁澤龍彥の想像の画廊」　
酒井忠康（世田谷美術館館長）　 2月4日

（必着）

連続講座 夢と綺想の球体 ― 澁澤龍彥
各回14:00～15:30　世田谷美術館講堂

タブレットPCを活用して1分間の短編映像
作品をつくりあげるプログラムです。子ども
たちが感性と創造性をフルに働かせて、身
の回りにあるものを主人公に見立てた冒険
物語を自由に紡ぎ出します。

［協力］一般社団法人日本脚本アーカイブズ
推進コンソーシアム、株式会社教育と探究社

北阪昌人（脚本家）、本田友美（教育と探究
社）　 小学1年〜4年生　 抽選20名　

無料　 往復ハガキ（P2記入方法参照、ふ
りがな・学年も明記、連名不可）で当館イベ
ント担当へ　※文学館仮事務所へお送りください

1月13日（必着）

●「岡崎京子展　戦場のガールズ・ライフ」
　［場所］三菱地所アルティアム（福岡県）
　［会期］開催中～1月22日（日）
● 「浦沢直樹展 描いて描いて描きまくる
　―大阪の巻―」　
　［場所］大阪南港 ATC特設会場（大阪府）
　［会期］開催中～1月25日（水）
●「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉」展
　［場所］かごしま近代文学館（鹿児島県）　
　［会期］1月20日（金）～2月19日（日）

※詳細は文学館HPをご覧ください
〔勤務内容〕①受付業務、②監視・案内業
務、③学芸業務補助 〔募集人数〕①②10名
前後、③若干名 〔契約期間〕平成29年4月1
日より平成30年3月31日 〔勤務条件〕勤務
時間①9:30〜18:15（実働7時間45分）、②
③10:00〜18:00（実働7時間）、月10日程
度勤務（土日祝日含む）、時給940円（交通
費別途支給） 〔応募方法〕1月13日（必着）ま
でに履歴書（市販の履歴書に写真添付、希
望の職種名（受付、監視・案内、学芸業務補
助）を記入）、返信用封筒（長3封筒に住所・
氏名を記入し82円切手貼付）を文学館仮事
務所へ郵送または持参（郵送の場合、封筒に

「臨時職員採用選考申込書在中」と明記）

世田谷文学館アルバイト募集

宮本三郎記念美術館は空調設備等の改修工事のため、3月末まで休館いたします。4月上
旬から始まる第1期展より再開の予定です。

［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
翌平日）、展示替期間　 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

当館企画協力の展覧会情報

世田谷文学館は全館改修工事のため、4月21日（金）（予定）まで休館しております。
休館中は館外での出張展示やワークショップ、講座等を行います。

年末年始休館　12月29日（木）～1月3日（火）

3 2月25日（土）「澁澤龍彥と70年代の高校生」
中沢けい（作家）　 2月11日（必着）　
各回抽選150名　 各回500円　 往復

ハガキ（P2記入方法参照、2名まで連名可、1
講座につき1通）で当館「連続講座」係へ　
※文学館仮事務所へお送りください

『ねむり姫』 河出書房新社 
1983年11月／自装

『私のプリニウス』 青土社 
1986年12月／自装

2017年に没後30年を迎えるフランス文学者・作家・批評家の澁澤龍彥（しぶさわ・
たつひこ 1928-1987）。澁澤自ら「ドラコニア」と名づけたその文学世界の全貌
を、各界の論者が多彩な切り口で語ります。（世田谷文学館 2017年秋の企画展

「澁澤龍彥展」（仮称）のプレイベントです。会期中に本連続講座の後期を開催予定）

〈どこでも文学館〉 ワークショップ
「ワン・ミニット・ムービー
～冒険物語をつくろう！～」

1月29日（日） 10:00～16:00
池尻まちづくりセンター

世 田 谷  美  術  館  分  館

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/

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー 
1/11〜15 酒井ゆみ子　日本画個展　

1/17〜22 （仮）三人展　※18日より公開

1/24〜29 第12回 砧ネット美術展

※ 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）

1963年、清川泰次は2度目の渡米を果たし、徐々に限ら
れた色と線のみで画面を構成するようになりました。在米
中の作品をはじめ、白を基調としたスタイルへと変化して
いく清川の歩みをご紹介します。

新収蔵作品を中心にⅢ　
清川泰次　シンプルな世界へ
12月17日（土）～3月20日（月・祝）

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

《Painting No.NY1966》1966年

［会期］1月4日（水）～8日（日） 10:00～18:00　※最終日は16:00まで
［会場］世田谷美術館　区民ギャラリー　

第38回 世田谷区民絵画展

日本の山々がみせる四季の彩りは、向井潤吉が好んだモ
チーフの一つです。若葉の緑、紅葉、そして雪景色。向井の
絵筆によって表現された、豊かな自然の色彩をお楽しみく
ださい。

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/

向井潤吉が描いた山と民家
12月17日（土）～3月20日（月・祝）

展覧会

《六月の田園》［岩手県滝沢市］1971年

休館中

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜1月29日（日）
　　　　  「開館30周年記念 コレクションの5つの物語」展
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

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合せください。

〒157-0062  世田谷区南烏山1-10-10（工事中の仮事務所：〒154-0002 世田谷区下馬4-27-14）　☎5374-9111　
※休館中も代表番号に変更はございません　 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（ただし1月9日は開館、10日は休館）世田谷美術館 Art

会員割引対象

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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演劇を中心としたアーティスト集団「始末を
かく」による、「生活」をテーマにした展覧会。
3会期で構成され、ときに演劇的な手法も織
り交ぜながら展開。本展の一環として開催す
る「生活長者展」や様々な作品を通して、「ふ
るさと」の意味を問い直すことから、私たちの

「生活」のありようを考えます。� 無料

1トーク＆幻燈会
「みちを遊ぶ、未知を楽しむ−−
生活の近くを育む生活長者」
2月5日（日） 17:00〜20:00　生活工房5F
延藤安弘（建築家／NPO法人まちの縁側育

くみ隊代表理事）×鈴木一郎太（株式会社�大
と小とレフ取締役）×岸井大輔（劇作家／「始
末をかく」主宰）

夏休みに開催した14歳女子対象のデザインワークショップの報
告展。ファッションデザイナーの飛田正浩氏（spoken words 
project）のアドバイスのもと、14歳女子が思春期の心模様を洋服
生地にデザインしました。3日間のワークショップと、プロが仕立て
たワンピースを着て行った撮影会の様子を、ワンピースの実物・写
真・記録映像をまじえて紹介します。また過去の参加者と講師の対談
記事を展示して、今年で6年目を迎える本企画に、時間軸からもアプ
ローチします。 無料

2トーク「生活長者のススメ−−内から
始める社会性のタネ」
2月6日（月） 19:00〜21:00　生活工房5F
アサダワタル（日常編集家）×鈴木一郎太

（1に同じ）×岸井大輔（1に同じ）

「インタースコア」とは、いろいろな分野をつ
なぎ、新しい見方（スコア）や関係を創りだす
共創時代のキーワードです。情報を「編集」す
ることに着目して、新しい思考方法、自らの
経験を表現する方法までを学びます。

［進行］イシス編集学校　 高校生以上の方
申込先着40名　 5,000円（全3回分）　
1月10日（火）より、電話かメール（欄外記

入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ

長崎・伊王島に伝わる
「小人のうた」、ブラジ
ルで歌い継がれた「移民
節」——。“うたう旅人”
松田美緒氏は、そんな日
本の知られざる伝承曲
を、ＣＤブック『クレオー
ル・ニッポン』にまとめ、
一昨年発表しました。こ
れまで松田氏が旅先で遭遇した記録をもと
に、気鋭の人類学者2人と“うたの記憶”を語
ります。
松田美緒（音楽家）、石倉敏明（人類学者）、

川瀬慈（映像人類学者）　 申込先着50名
1,000円　 電話かメール（欄外記入方法

参照）で生活工房へ

みんなの考えたキャラがぐるぐるつながって
変身するアニメーションをつくります！
小柳貴衛　 小学3年生～中学生　 抽

選25名　 500円　 往復ハガキ（欄外記
入方法参照、希望日と学校名・学年も明記）
で生活工房へ　［会場］NHK放送技術研究所
（世田谷区砧1-10-11）　

1 水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉
2月1、8、15、22日
作品：高村光太郎著『智恵子抄』�
岩井正（NHK日本語センター）

2 木曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
1月19、26、2月2、9日 
作品：堀辰雄著『浄瑠璃寺の春』
秋山隆（NHK日本語センター）

3金曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
1月20、27、2月10、24日 
作品：宮沢賢治著『注文の多い料理店』　
金野正人（NHK日本語センター）

いずれも生活工房5F
午前クラス：各回10:30〜12:30　
午後クラス：各回13:30〜15:30
申込先着15名　 4回分　 18,500

円、一般20,500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/

映像と模型、プロジェクションマッピングの
手法で、自然の営みと人の関わりについて紹
介します。約5分間の映像を繰り返し上映し
ます。 　 無料　 不要、直接会場へ

■ ■ ■ ■ ■ ■ � 次　 回　 企　 画　 展� � ■ ■ ■ ■ ■ ■
始末をかく エキシビション

「生活はふるさとのように
上演されている」展

 ［第1期］2月4日（土）〜24日（金）
 ［第2期］2月25日（土）〜3月9日（木）
［第3期］3月10日（金）〜26日（日）

9:00〜20:00　※開催時間は変更になる場合あり
生活工房ギャラリー 他

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
12月26日（月）・28日（水）、1月4日（水）

以降の詳細はHP参照　各日14:00〜15:30
（入退場自由）　2F八角堂

うたの記憶と出会うとき
−−クレオール・ニッポンの旅先から

2月12日（日） 15:00〜17:00　生活工房4F

春の子どもワークショップ
みんなでぐるぐるアニメーション

in NHK技研
2月11日（土・祝）・12日（日） 13:00〜17:00

インタースコア・ワークショップ
わかるとかわる「情報編集力」

連続講座Vol.2
［第1・2回］2月12日（日）・25日（土）

各日14:00〜16:30　生活工房5F
［第3回］3月5日（日） 14:00〜16:30
イシス編集学校（世田谷区赤堤2-15-3）

朗読講座　豊かなことばの世界

1、2いずれも 当日先着50名　 500円
不要、直接会場へ

❹ 撮影会。14歳の私を未来の私に届けよう

❶ 自分の気持ちを色や形で表してみる

❷ シルクスクリーンで布にプリント

❸ デザインについて発表しよう

Photo：ゆかい

12月23日(金・祝）～1月29日(日）
9:00～20:00　3Ｆ生活工房ギャラリー

12月29日～1月3日年末年始休館

関連イベント

14
歳のワンピース子どもワークショップ報告展

会員割引対象

〒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
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房 Des ign

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合せください。

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

年末年始休館　12月29日（木）〜1月3日（火）

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



 

2016年12月25日 5凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

［所長］ 宮川彬良（作曲家、舞台音楽家）　
    ［特別研究員］ 平原まこと（マルチサックスプレイヤー）　ベイビー・ブー（ヴォーカル・グループ）

 2,500円　一般 3,000円

アキラ所長（宮川彬良）がとても気になっているテーマを、ゲストの特別研究員とともにより深～～く掘
り下げ分析する“せたがや音楽研究所”初の特別版！ 童謡を愛するアキラ所長が独自に読み解くのは、「春
の小川」「こいのぼり」「海」などなど。これら名曲の秘密を、愉快に楽しく大分析いたします。乞うご期待！

ヨーロッパの古楽器を使い、その音楽はまさに変幻自在！ 
ジャンルを越えた不思議な音楽を紡ぎ出します。すでに活動
実績は30年以上。柔らかい肌触りの古楽器の音色と今にも踊
りだしたくなるような軽快なリズムが、音楽の喜びを実感さ
せてくれます。

音源審査や2度のライブ演奏を経て決定した選りすぐりのバ
ンドが、大勢の聴衆を前に熱いバトルを繰り広げる！ 年々パ
ワーアップするパフォーマンスをお楽しみください。

世田谷区で長く活動する世田谷フィルハーモニー管弦楽団と
世田谷区民合唱団が、ベートーヴェンの「第九」をプロの演奏
家とともにお贈りします。

※詳細はHPをご覧ください
［職務内容］事務及び事業補助　［募集人員］1名　［契約期間］
平成29年2月1日～3月31日まで（開始日応相談。更新可。更
新は年度単位で最大4回）　［勤務条件］週29時間未満。曜日等
応相談。時給940円（交通費は、2km以上の場合、往復1,000
円を限度に実費支給）　［応募方法］1月13日（必着）までに履歴
書（市販履歴書用紙可、写真添付）を、音楽事業部「採用係」宛
郵送（持参、メール不可）。封筒表面に「応募書類在中」と朱書　

［選考方法］応募書類を審査の上、面接を行う方には、日時場
所をご連絡します。※応募書類は返却しません

音楽事業部アルバイト募集

古楽器バンド「タブラトゥーラ」 せたがやバンドバトル決勝大会 ベートーヴェン「第九」
せたがや名曲コンサート第5回

The Right's、J・ コ レ ク シ ョ ン ズ、333、No Brand!、
Fourskitz、400 BROTHERS、BLACKBOARD、MUTEKI、
LUCKY BLACKs!!、RED HOT! URAYASU、
TV JUDY SHOW PROGRAMS（昨年グランプリ）　（順不同）
審査員 湯川れい子（音楽評論家、作詞家） 他
ゲスト演奏 上田正樹（R&B・ソウルシンガー）

前売 800円　当日 1,000円
   

世田谷パブリックシアター友の会 会員割引あり（前売のみ）　 車椅子スペースあり（定員あり・要予約）　※詳細はP7へ ☎5432-1515チケットのお申込み お問合せ 音楽事業部

 1月29日（日） 15:00　成城ホール 2月5日（日） 15:00　世田谷区民会館 2月26日（日） 14:00   昭和女子大学人見記念講堂

タブラトゥーラ［つのだたかし（リュート/ウード/ラウタ）
田崎瑞博（フィドル）　江崎浩司（リコーダー/ショーム）
近藤郁夫（パーカッション/ハンマーダルシマー）
山﨑まさし（ビウエラ）］

ルネサンスの舞曲／タブラトゥーラ・オリジナル
 2,800円　一般 3,000円
　※未就学児入場不可

佐藤宏充（指揮）　大隅智佳子（ソプラノ）　山下牧子（メゾ
ソプラノ）　城宏憲（テノール）　久保和範（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

  2,000円（S席のみ）   一般 S席 2,500円   A席 1,000円
　※未就学児入場不可

出場
バンド
募集

年末年始休業　12月29日（木）～1月3日（火）

　※未就学児入場不可

佐藤宏充

平原まこと ベイビー・ブー

宮川彬良

大隅智佳子 山下牧子 城宏憲 久保和範

『ステージでうたおう！』
せたがや音楽研究所合唱団 参加者募集！
本公演の出演を目的とした区民向けの合唱ワークショップを2月に実施します。
詳細についてはホームページをご覧いただくか、音楽事業部にお問合せください。

〈申込期間：1/10～31〉

©Mikako Ishiguro

せたおん 検索

3月4日（土） 17:00  玉川区民会館

 12/25(日）発売開始

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合せください。

〒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

割引対象（前売のみ）

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



『お勢登場』
江戸川乱歩の短編世界をモチーフに、劇場に迷宮世界を立ち上げる

珠玉の演出と、魅力あふれるキャスト。ロシア演劇の神髄がここに。

世界のダンスシーンをリードするカンパニー「ピーピング・トム」来日！
ベルギー発のダンスカンパニー「ピーピング・トム」が3年ぶりに待望の来日。「その関節はどうなって
いるの？」と思わせるほど突出した身体性と、驚きと遊び心に満ちた無二の世界観は、日本でも熱狂
的なファンを獲得しています。今回上演する『ファーザー』では、街はずれにひっそりと佇む老人ホーム
を舞台に、過去と現在、妄想と現実を行き来する陶酔的なステージが展開します。世界のダンスシー
ンを牽引する彼らのステージは、上演の度に話題をさらい、本作『ファーザー』もヨーロッパで複数の
賞を受賞しました。彼らにしか創りだすことのできないスリリングな感動を体感してください。

芸術監督レフ・ドージン率いるロシア国立サンクトペテルブルグのマールイ・ドラマ劇場が来日します。
上演作品はゲーテと並び称されるドイツの作家シラーの戯曲を、ドージンが現代的なセンスで演出した
『たくらみと恋』。ドイツ版『ロミオとジュリエット』と言われる名戯曲を、ロシアを代表する演出家による
珠玉の演出でお届けします。宝石のように輝くキャスト陣の魅力あふれる美しさと演技力の確かさも
思う存分堪能していただけます。ドージンの演出作品が日本で見られるのは実に28年ぶり！ヨーロッパ
中で称賛を集める作品を体感できる希少な機会です。お見逃しなく！

世の事象をシニカルな視点で切り取った作品群で人気を集める劇作家・演出家の倉持裕が手掛ける
新作。大正から昭和にかけて活躍した文豪・江戸川乱歩の8本の短編小説を1本の演劇作品として
再構成します。そのうち主軸となるのは『お勢登場』。若く妖しい女・お勢の夫がある日、長持の中で
不審な死を遂げる。はたして犯人は……。それぞれの短編作品がパラレルワールドのように展開され
ながら、次第に絡まり合っていきます。ミステリアスな悪女・お勢を演じるのは、実力派若手女優・
黒木華。このほか片桐はいり、梶原善ら個性の光る俳優陣が
集結し、目のくらむような迷宮世界を立ち上げます。
原作 江戸川乱歩　作 演出 倉持裕　

黒木華　片桐はいり　水田航生　川口覚　粕谷吉洋　
千葉雅子　寺十吾　梶原善　

 6,500円　一般 6,800円　高校生以下・U24 3,400円　
※未就学児入場不可　　

2月27日（月）～3月1日（水）　世田谷パブリックシアター

2月18日（土）～19日（日）　世田谷パブリックシアター

2月10日（金）～26日（日）　シアタートラム

14:00
13:00

18:00
19:00

12 13 14 15 16 1711 18 19 20 2122232425262/10

＝終演後ポストトークあり　
2/15＝倉持裕×野村萬斎　2/17＝倉持裕×黒木華・片桐はいり・千葉雅子・粕谷吉洋
2/22＝倉持裕×水田航生・川口覚・寺十吾・梶原善
＝収録のため客席にカメラが入ります　　＝視覚障害者のための舞台説明会あり

休
演

休
演

＝追加公演　

ロシア国立サンクトペテルブルグ マールイ・ドラマ劇場

『たくらみと恋』

作フリードリヒ・フォン・シラー　上演台本・演出 レフ・ドージン
サンクトペテルブルグ マールイ・ドラマ劇場 劇団員

 S席（1・2階席） 6,300円　一般 S席 6,500円　A席（3階席） 4,000円　
高校生以下・U24 一般料金の半額　※未就学児入場不可　　　

ロシア語上演（日本語字幕あり）

構成 演出フランク・シャルティエ　ドラマトゥルグ  演出補佐 ガブリエラ・カリーソ
フンモク・チョン　シモン・ヴェルスネル　マリア・カラリナ・ヴィエイラ 他

 4,700円　一般 5,000円　ペア 9,000円（前売のみ取扱い）　
高校生以下・U24 2,500円　※未就学児入場不可

日本・ベルギー友好150周年関連事業　
ピーピング・トム『ファーザー』

撮影：Oleg Degtiarov

18:00
14:00

192/18

19:30

282/27 3/1

＝終演後ポストトークあり
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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合せください。

年末年始休業　12月29日（木）～1月3日（火）

撮影：広川泰士

〒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

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



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

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
（要年齢確認証提示）

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

『炎 アンサンディ』
戦火に引き裂かれた家族のルーツを解き明かす衝撃作、待望の再演
2014年秋、開幕直後から火のついたように評判を上げ、各
演劇賞に輝いた『炎 アンサンディ』が満を持して再演を果たし
ます。日本でも熱い注目を集める作家の一人であるムワワドの
戯曲は、『灼熱の炎』という邦題で映画化され、2011年のア
カデミー賞外国映画賞にもノミネートされました。レバノンで内
戦を経験し、亡命を果たした作者ならではの視線から、封印さ
れていた家族のルーツを解き明かすサスペンスフルな物語で
す。演出は、本作でその手腕を高く評価され、次代を担う演
出家として飛躍を遂げた上村聡史。キャスト陣も麻実れい、
岡本健一をはじめ、前回上演時の顔ぶれが再集結します。作
品の深化に、是非ご期待ください。

3月4日（土）〜19日（日）　シアタートラム

世田谷パブリックシアター

演 劇 オペラシアターこんにゃく座
オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』2/3（金）～5（日）

原 宮澤賢治　台本 北村想　作曲 音楽監督 萩京子　 大石哲史　 梅村博美　
佐藤敏之　富山直人　髙野うるお　島田大翼　北野雄一郎　沢井栄次 他　

 A席 5,700円　B席 4,700円　A席おとな 6,000円／おとなペア 11,000円　
B席おとな 5,000円／おとなペア 9,000円　C席おとな 3,500円 他　※未就学児は保護者の膝
上無料　 オペラシアターこんにゃく座　☎044-930-1720

　
世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 下記に掲載されていない公演・情報は、世田谷パブリックシアターチケットセンター

へお問合せいただくか、世田谷パブリックシアターのホームページをご覧ください。

●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108円／1枚
 電話で ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00（年末年始休業12月29日～1月3日） P C http://setagaya-pt.jp/

携帯 http://setagaya-pt.jp/m/
 オンラインで

 （要事前登録・登録料無料）　 

5

13:00
11:00

15:30
18:00
19:00

42/3

演 劇 演劇実験室◎天井棧敷◎万有引力
創立50周年記念公演『身毒丸』3/16（木）～19（日）

寺山修司　 J・Aシーザー　 髙田恵篤　伊野尾理枝　小林桂太 他
演奏 シーザーと悪魔の家　
  A席 5,300円　一般 A席 5,500円　B席 3,500円　高校生以下 A席 4,500円

リアルヘブン　☎5809-4023 （12:00～21:00）
未就学児
入場不可

1917

15:00
14:00

19:00

183/16

音 楽 『古武道新年会 Vol.3～初春の狂
ラプソディー

詩曲～』　1/21（土）

KOBUDO－古武道－（古川展生　妹尾 武　藤原道山）　ゲスト（尾崎亜美　TAKUYA）　
 6,800円　一般 7,000円　 キャピタルヴィレッジ　☎3478-9999

1/21

18:00 未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

渡辺えり　 木野花　久野綾希子　桑原裕子　田根楽子　
土屋良太　広岡由里子　鷲尾真知子　渡辺えり （50音順） 

一般 6,800円　小学生〜高校生 2,000円（当日引換券・当日要年齢確認）　
アトラス　☎5413-4815（平日12:00～18:00）

演 劇 おふぃす3◯◯『鯨よ！私の手に乗れ』1/18（水）～2/5（日）

未就学児
入場不可

1/18 192021222324

14:00
12:00

16:00
19:00

◀1/25以降… （月）（水）（金）19:00、（火）（木）（土）（日）12：00/16:00、25（水）休演

14:00
13:00

18:00
19:00

6 7 8 9 10 115 12 13 14 1516 1718 193/4

＝終演後ポストトークあり　
＝学生団体が入ります。　
＝視覚障害者のための舞台説明会あり

休
演

休
演

作 ワジディ・ムワワド　
翻訳 藤井慎太郎　
演出 上村聡史　
麻実れい　栗田桃子　小柳友　中村彰男　那須佐代子　

中嶋しゅう　岡本健一
 6,500円　一般 6,800円　高校生以下・U24 3,400円　

※未就学児入場不可　

撮影：細野晋司

25

18:00
15:00

19:30

263/24 山田うん　
荒悠平　飯森沙百合　伊藤知奈美　川合ロン　木原浩太　城俊彦 他

 3,900円　一般 4,200円／当日 4,500円   学生 3,200円／当日 3,500円　
Co.山田うん　☎080-9640-5361

ダンス Co.山田うん『季節のない街』3/24（金）～26（日） 1/20（金）
一般  1/21（土）

発売
開始
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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合せください。

●世田谷パブリックシアター／音楽事業部
　▶チケット先行発売・会員割引（一部を除く・
　　 前売のみ）オンライン予約・購入可能
●世田谷美術館・分館／世田谷文学館
　▶観覧料割引（一部を除く）

世田谷区民で15歳以上なら、どなたでも会員登録できます。
せたがや文化財団各施設の割引料金などお得な特典をご用意。

せたがやアーツカード事務局　キャロットタワー5階
☎5432-1548（10:00〜19:00）　 5432-1559
年末年始12月29日（木）〜1月3日（火）を除き年中無休

お問合せ
申込受付

なら もっとアートを楽しめる

新規入会受付中 ●世田谷美術館／向井潤吉アトリエ館／清川泰次記念ギャラリーの窓口および
ファックスや郵送でも受け付けています。

●入会お申込みの際には、ご本人の現住所が確認できる書類（運転免許証、各種健康
保険証、住民票の写し等）をご用意ください。

●申込書は上記各施設またはホームページからもダウンロードできます。
    http://www.setagaya-bunka.jp/artscard/ せたがやアーツカード

入会金・年会費無料

●生活工房
　▶講座受講料割引
　    （一部を除く）
●メールマガジン毎月配信
　（ご希望の方のみ）

シアタートラム

田園都市線

三軒茶屋駅

三軒茶屋駅

世田谷線

地下連絡通路

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）

至 渋谷

▲

世田谷通り

キャロット
タワー
キャロット
タワー

グラシアス小林　 振付協力 吾妻徳穂　ホアキン・ルイス
吾妻徳穂　ホアキン・ルイス　グラシアス小林　  7,300円　一般 7,500 円／

当日 8,000 円　 グラシアス小林フラメンコ舞踊団　☎3234-6242　

ダンス 『Swan Lake～闇のロッドバルト～』3/4（土）～5（日）

未就学児
入場不可

3/4 5

19:00
13:00

演 劇 印象派NÉO vol.3『不思議の国の白雪姫』3/9（木）～12（日）

夏木マリ　 井手茂太 （イデビアン ・ クルー）　小㞍健太　長谷川達也
 （DAZZLE）　牧宗孝 （東京ゲゲゲイ）　 Mari Natsuki Terroir　マメ山田　
野澤健　夏木マリ　  6,300円　一般 S席 6,500円　A席 5,500円　U24／学生 3,000円 

サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337（平日10:00～18:00）

1210

19:30
14:00

113/9 未就学児入場不可

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

〒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

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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※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

年生）　※監督（大人の責任者）1名、選手8名
以上15名以内。①②とも男女混合可　

区内在住・在学の小学生　 抽選60チー
ム　 1チーム3,000円　 1月30日（必着）
※代表者会議を2月14日（火）に開催予定（参
加団体には後日通知）

①スポ・レクネットに登録（更新）を希望
される原則20歳以上の方（全5科目必修）②
地域で活動されているスポーツ指導者、地域
スポーツの活動に興味のある方　 ①、②合
わせて抽選40名　 ①2,000円（スポ・レク
ネットへの新規登録の際には、登録料500円
が別途必要です）②1科目500円　 1月16日

（必着）

高校生相当以上（親子参加も可）　 抽選
30名　 3,600円（中学生以下1,800円）　

1月16日（必着）

小学5年生以上　 抽選20名　 6,000円　
1月23日（必着）

軽度の知的障害のある高校生相当以上で付
添人の同伴が可能な方　 抽選10名　

2,500円　 所定の用紙に記入し、スポー
ツ振興財団へ　 1月20日（必着）

区内在住・在勤・在学の方　 500円／人
区卓球連盟 ☎070-4323-4011　

12月28日（必着）　※詳細は、区卓球連盟
（ http://sttf.jp/）をご覧ください

［種目］①高学年（4～6年生）②低学年（1～3

初心者・初級者ソフトテニス教室
2月5日～3月12日　毎週日曜

9:00～11:00（全6回）  総合運動場テニスコート 

いきいきリズム体操
2月5日（日）、12日（日）、26日（日）、

3月12日（日）、26日（日）
13:30～15:00（全5回）  千歳温水プール集会室

ビリヤード教室
2月18日～3月25日（除外日あり）　毎週土曜
10:30～12:00（全4回）  ビリヤードニュー文化

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

大  会

スポーツ教室

区民元旦あるこう会

～新年泳ぎ始めは総合運動場温水プール・千歳温水プールで～

お正月特別開館

千歳温水プール 　のイベント

アスレティクスアカデミー、フットボールアカデミー、
器械運動アカデミー、ベースボールアカデミー、
スイミングアカデミー、テニスアカデミー　全6種目　
※詳細につきましては、本紙1月25日号（1面）に掲載します

新年の幕開け！みんなで総合運動場まで歩き、新年を祝いましょう！

総合運動場温水プール・千歳温水プール
※12月29日（木）～31日（土）は休館します

この機会に施設をご利用ください

総合運動場温水プール　☎3417-0017　 3417-0013
　千歳温水プール　　　　☎3789-3911　 3789-3912

無料
当日直接集合場所へ

※荒天・降雪中止　
運動ができる服装・靴でお越
しください　
当日はせたがやコール

（☎5432-3333）へ

1回券でスタンプ2個、1時間券でス
タンプ1個　毎週月曜・木曜と雨の
日はさらにスタンプ1個プレゼント！

小学生以上

千歳温水プール集会室　 どなたでも参加可能　 無料　 当日受付

集合場所 集合時間 歩行距離
世田谷公園噴水横 池尻1-5-27 9:10 約8キロ
駒沢公園管制塔前 駒沢公園1-1 9:30 約7キロ
羽根木公園テニスコート前 代田4-38-52 9:30 約7キロ
芦花公園環八交番裏 粕谷1-25 9:45 約6キロ
世田谷区役所第1庁舎前広場 世田谷4-21-27 10:00 約5キロ
玉川総合支所前 等々力3-4-1 10:00 約5キロ
砧総合支所前 成城6-2-1 10:25 約2.5キロ

第66回区民体育大会
卓球競技

1月22日（日） 9:15～　総合運動場体育館

スポ・レクネット基礎講習会
1月28日（土） 9:00～17:00

総合運動場会議室兼軽運動室

科 目 名 時　間 講義内容
１
ガイダンス・
世田谷区の
現状

9:00～
10:10

（70分）

スポレクネット制度の
ガイダンスと世田谷区
のスポーツ活動状況に
ついての解説

2
スポーツ指導
者の安全対策

10:20～
11:40

（80分）

指導者に求められる
スポーツシーンでの
安全管理の必要性と
方策について

3
指導者の基礎
理論

11:50～
13:10

（80分）

スポーツ指導者に求
められる様々な役割
やその心構えについ
ての理解

4
トレーニング
の重要性

14:00～
15:20

（80分）

体力づくり、健康づ
くりのためのトレー
ニング指導方法につ
いて

5
スポーツ緊急
時の救急・救
命法

15:30～
17:00

（90分）

心肺蘇生法やAEDの
使用方法について実
技を交えての講習

※講義内容および講師は都合により変更する
場合があります。あらかじめご了承ください

世田谷ジュニアアカデミー

1月16日（月）～2月19日（日）

1月22日（日）10:00～12:00（最終受付11:30）

1月1日（日・祝）～3日（火）
9：00～17：00

第26回 世田谷区小学生
ドッジボール大会

3月12日（日） 8:30～　総合運動場体育館

1月下旬から
募集開始！

2 0 1 7 

1月1日
（日・祝）

▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶

第42回

千歳温水プール管理事務所　☎3789-3911　 3789-3912 

講習会

スタンプ10個
集めて施設利用券
をもらおう！

スタンプ ラリースタンプ ラリー

第 4 回 　体 組 成 測 定 会第 4 回 　体 組 成 測 定 会

冬

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/

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合せください。

再生紙を使用しています

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

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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