
岸井大輔さんと出会った頃のことを、少し忘れかけています。
いや、実は覚えているつもりです。大阪のSさんの紹介で、大阪
の劇場 應典院の一階のロビーで初めて対話したのでした。もう
10年近くも前です。あの頃から二人の「ふるさと」はどんどん移
り変わっているだろうけど、ちょっと遷移も振り返られる良い
機会だと思って、今回の展覧会とても楽しみにしています。

対話は、お互いの「ふるさと」を探っている。相手の想起が自分
の想起と重なり、「ふるさと」として参照される時点が更新され、
再びそこから二人の「ふるさと」を為す。そうやってシンプルに
在ったはずの一粒の「ふるさと」を思い出そうとするとき、もう
そこははるか遠くまで演じきられている。

対話と“ふるさと” アサダワタル（文化活動家・アーティスト）

開催中〜3月26日日

［企画制作］「始末をかく」プロジェクトチーム
飯島剛哉、海野林太郎、遠藤麻衣、皆藤将、
岸井大輔、木村玲奈、KOURYOU、小宮麻吏奈、
武久絵里、立蔵葉子（青年団）、橋本匠、
堀切梨奈子（日本大学）、村田紗樹

［主催］（公財）せたがや文化財団 生活工房

キャロットタワー3Ｆ「生活工房ギャラリー」 他
［開催時間］9:00～20:00（会期中無休）

入場無料
「始末をかく」プロジェクトとは ？

2013年から劇作家・岸井大輔を中心に進
む演劇プロジェクトで、企画毎にメンバーが
入れ替わります。現実社会の習慣や倫理のリ
サーチ、実験を繰り返し、現代日本演劇の新
たな地平を模索する集団です。

　　 生活は上演されている
　　 （2月24日まで）

　　 キッズイベント
　　 パンと遊ぼう

「フランス・パンさんの部屋」
2月25日（土）～3月9日（木）
子どものための部屋が3F生活工房ギャラリー
に出現します。会期中の土日には、フランス・
パンさんによる創作絵本の朗読（詳細はP4）
も開催します。

　　 生活工房で
　　 生活する
3月10日（金）～26日（日）
1 バウワウハウス
3月10日（金）～12日（日）
3F生活工房ギャラリー

“犬小屋に住む”を表現するアーティストが
繰り広げるユニークな展覧会に加え、以下の
イベントを開催します。　 無料 　 不要
■スーパーライブ
3月10日（金） 19：00～、
3月11日（土）・12日（日） 18：00～　

橋本匠、カゲヤマ気象台（小さい音のDJ）
■ワークショップ
3月11日（土）・12日（日） 14：00～15：00

橋本匠　

2 生活工房で生活する
3月14日（火）～26日（日）
3F生活工房ギャラリー 他
実際に「生活工房で生活する」パフォーマン
スを軸としたイベントを開催します。劇作家・
岸井大輔による「生活」がテーマの戯曲をもと
にした作品のほか、以下のパフォーマンスを連
日お楽しみいただけます。　 無料 　 不要
■演劇「ダスト」
3月14日（火）～26日（日） 17：00～　

飯島剛哉、立蔵葉子（青年団） 他
■ダンス「接点」
3月16日（木）～26日（日） 14：00～15：00、
19：00～20：00　 木村玲奈

私たちは、学校や職場、家庭といった毎日の生活のなかで、
それぞれの役を演じながら過ごしているのかもしれない――。
“暮らしのデザインミュージアム”を標榜する生活工房では、
生活を演劇という視点からみなさまとともに捉え直す、これま
でにない実験的な展覧会を企画しました。
３つの会期（右欄参照）で構成される本企画の最終幕では、
アーティストが実際に「会場内で生活する」という奇想天外な
パフォーマンスを、3月10日(金)よりお目にかけます。
新進気鋭の若手アーティスト達によるユニークな表現が、ここ
かしこで展開されます。

一幕

幕間

ニ幕

次回（3月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

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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3月25日（土）・26日（日） 10:00〜16:00　
美術館広場（雨天館内）

ワークショップ、ライブ、フリーマーケット
など　※詳細は当館HP参照

さ く ら 祭
世田谷美術館

  

  

2017年2月25日2

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　
戦後日本の出版界でひときわ異彩を放った生
活家庭雑誌『暮しの手帖』。1948年の創刊か
ら30年にもわたって編集長をつとめながら、
装幀家、イラストレーター、コピーライター、
ジャーナリストなど、多彩な活躍をしたのが
花森安治（1911-1978）です。花森自身が描
いた『暮しの手帖』の表紙原画や、愛用品など
約750点を紹介し、花森が戦後日本の社会に
問いかけた「美しい暮し」を、彼のデザインや
編集術から探ります。

◆講演会「父・花森安治のこと」
3月11日（土） 14:00〜15:30（開 場13:30）　
講堂

土井藍
あお い 

生（花森安治・長女）、聞き手：当館
学芸員　 140名　 無料
※当日13:00からエントランス・ホールにて整理券
を配布します　※手話通訳付
◆講演会「花森安治の『暮しの手帖』」
3月18日（土） 14:00〜15:30（開 場13:30）　
講堂

小
 こ ぐれ

榑雅章（『暮しの手帖』元編集部員）　

140名　 無料
※当日13:00からエントランス・ホールにて整理券
を配布します　※手話通訳付
◆100円ワークショップ

「手づくりのよろこび」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00〜15:00（随
時受付）　創作室
花森さんが伝え続けた、手づくりのよろこび。
一緒に味わってみませんか？
その1「わたしの表紙画で小さな“暮しの手帖”
を作ろう」、その2「ハギレでつくる昭和レトロ
なコサージュ」

どなたでも　 1回100円

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

ハビエル・バスケス・グレラ　［曲目］未
定　 抽選140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　 5月15日（消印有効）　※未就学児入場
不可　※詳細はHP参照（3月中旬公開）

本年、造形作家としてのキャリア30年を迎
えるムットーニの集大成となる展覧会です。
これまでの代表作のほか、近年制作された
新作、初期の油彩
画や創作スケッチ
など多面的な内容
で、ムットーニの
作品世界をご紹介
します。

一般800（640）
円 ／ 65歳 以 上、
高校・大学生600

（480）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

世田谷文学館のリオープン後の企画展第1
弾として、自動からくり人形作家ムットーニ

（1956―）の展覧会を開催します。
人形と装置の多様な動きにあわせ、音楽、光、
本人の語りなどが重なり合いながら物語が表
現されるその作品は、他に類のないアート作
品として多くの人びとを魅了しています。

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー 
2/28〜3/5 吹きガラス四人展

3/7〜12 大野まさ代＋伊東光子　布しごと二人
展　※8日（水）より公開

3/14〜19 E & S 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）

［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

関 連 企 画

展覧会

《ジャングル・パラダイス》2013年

《蜘蛛の糸》（原作：芥川龍之介）2016年

世田谷文学館は全館改修工事のため、4月21日（金）まで休館しております。
休館中の情報はHPやTwitter（  ）でご確認ください。

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

花森安治の仕事
――デザインする手、編集長の眼

開催中〜 4月9日（日）　1階展示室

赤瀬川原平《影の木（明石町）》1986年

中吊り広告「暮しの手帖 2世紀3号」、デザイン：花森安治、
1969年11月1日刊行用、世田谷美術館蔵

『一銭五厘の旗』、著・装幀：花森安治、
発行：暮しの手帖社、1971年10月10日刊、暮しの手帖社蔵

［受付日］平成29年4月15日（土）、16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29年4月29日（土・祝）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29年10月〜平成30年3月分の区民ギャラリー後期
利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

世 田 谷  美  術  館  分  館

1 超ショートショート講座
誰でも楽しく短い物語を書けるようになる大好評の講座です。
①連想した言葉を組み合わせて、不思議な言葉を作る。
②不思議な言葉から想像を広げ、思いつくことを書く。
③思いついたことをつなげて、短い物語にまとめる。
3つのステップでみんなの奇想天外な超ショートショート小
説が完成。作品は奥沢区民センターで展示しました。

2 ワン・ミニット・ムービー〜冒険物語をつくろう！〜
タブレットPCを使って、小学生が1分間の短編映像作品を作り上げました。
①日用品や玩具などを登場人物に見立て、ストーリーを作る。
②タブレットPCでショートムービーを撮影・編集する。
③みんなの前で発表する。
物語と映像を作る力、発表して認め合う力を育みました。

〈どこでも文学館〉ワークショップ

ムットーニ・パラダイス　
4月29日（土・祝）〜6月25日（日）　2階展示室

活動報告

予　告

［実施日］ 1月29日（日）　
［参加者］小学1年〜4年生 17名
［講　師］北阪昌人（脚本家）、本田友美（教育と探究社）
［会　場］池尻まちづくりセンター

［助　成］平成28年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

［実施日］2016年11月20日（日）　
［参加者］小学5年〜中学生 37名
［講　師］田丸雅智（作家）　［会　場］奥沢区民センター

プロムナード・コンサート
ハビエル・バスケス・グレラ　

ピアノ・リサイタル（仮）
6月4日（日） 14:00〜（開場13:30）　講堂

     世田谷美術館は、改修工事のため平成29年7月3日（月）～平成30年1月12日（金）まで
     休館します。分館は通常通り開館します。

4月15日（土） 19:30〜21:00（開場19:00）
改修のための工事休館を終え再開したばか
りの美術館で、宮本三郎の作品とともに弦
楽四重奏の調べをお楽しみください。
共催：宮本三郎記念美術館と地域の会

アコルディ弦楽四重奏団　 申込先着60
名　 1,500円（展覧会観覧料含む）　 下
記参照

4月16日（日） 13:30〜16:30（開場13:00）
ドニゼッティ作曲のオペラ「ランメルモール
のルチア」を解説付きでご紹介。

どなたでも　 申込先着50名　 500円
（展覧会観覧料含む）　 下記参照

●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小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

新収蔵作品を中心にⅢ
清川泰次　シンプルな世界へ
開催中〜3月20日（月・祝）

展覧会

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/

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
開催中〜3月20日（月・祝）

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
2/28〜3/5 2017 友・悠・遊・展 第9回雅遊会作品展

3/7〜12
第11回 雅流会作品展

都民美術　第39回世田谷支部展 （絵画展）
第7回 世田谷美術館美術大学23期展

3/14〜19 小さな絵展　樋口トシ江 千葉一夫展

3/20〜26
※21日（火）は休館日

美大イッパチ会作品展
蒼美展

貝アート展2017相島貝合わせ　※ 22日（水）〜公開

3/28〜4/2
風景スケッチ日曜会　水彩画展

第6回 「緑友美術展 2017」
アートクラブ１１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

世田谷美術館 区民ギャラリー

■ ■ ■ ■ 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

《宿雪の峡》
［長野県下水内郡栄村秋山郷］1983年

《Painting No.SF364》
1964年

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。

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。

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/

休館中

会員割引対象

往復ハガキかメール miyamoto.event 
@samuseum.gr.jp（P3記入方法参照）で 
宮本三郎記念美術館「イベント」係へ。（ご来
館での申込受付は4月1日より）。
※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

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31日まで休館します。

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.34

音広場
「宮本三郎記念美術館 リオープン・コンサート」

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜4月9日（日）
　　　　  「花森安治の仕事――デザインする手、編集長の眼」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

〒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3月20日は開館、21日は休館）世田谷美術館 Art



3月4日（土）〜19日（日）　シアタートラム

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、前売のみ取扱

Under24割引あり
（要事前登録・枚数限定、前売のみ取扱）

高校生以下割引あり
（要年齢確認証提示）

	

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開場20周年記念公演
世田谷パブリックシアターは2017年に開場20周年を迎えます！感謝の気持ちをこめ、芸術監督・野村萬斎企画の記念公演を行います。

演目は萬斎がラヴェルの旋律にあわせて舞う「MANSAIボレロ」と、大人数の華やかな狂言「唐人相撲」です。 

❶芸術監督・野村萬斎トーク＆パフォーマンス
「MANSAIボレロ」
世田谷区民を開場記念日特別公演に
ご招待！

野村萬斎 他　 無料
【応募要項】

劇場友の会会員もしくは世田谷区在住の方
※応募はお1人様1通まで。

往復ハガキに必要事項を記入の上、以下宛先までお
送りください。
〒154-0004　世田谷区太子堂4-1-1キャロットタ
ワー5階　
世田谷パブリックシアター 20周年記念公演招待係 宛
必要事項 往信面＝①お名前（ふりがな）②住所③電話番
号④年齢⑤人数（1名か2名）⑥友の会会員様は会員番号
返信面＝①お名前（様をお書き添えください）②住所

3/10（金）必着　当選結果 3/21（火）までにハガキにてお知らせします。
※未就学児入場不可

❷「狂言『唐人相撲』／
『MANSAIボレロ』」

野村万作　野村萬斎　石田幸雄　深田博治　
高野和憲　月崎晴夫 他　万作の会　唐人公募出演者

全席指定  S席（1・2階） 6,200円　
一般 S席 6,500円　A席（3階） 4,000円　
高校生以下・U24 S席 3,250円　A席 2,000円　
※未就学児入場不可　
※（English surtitles are available on 9th.）

撮影：政川慎治

撮影：政川慎治

撮影：Akihito Abe

作 演出 勅使川原三郎　 勅使川原三郎　佐藤利穂子　鰐川枝里　  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

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

ABSOLUTE	ZERO	
絶対零度2017

炎	アンサンディ

地域の物語2017『生と性をめぐるささやかな冒険』女性編・男性編		発表会 	

日本ダンス界の第一人者、勅使川原三郎。世田谷パブリックシアター
開場まもない98年に初演された伝説的ダンスが、今甦ります。

2014年に絶賛を博した本作品が、満を持して再演を果た
します。演出、キャストも初演の顔ぶれが再結集します。

募集により集まった一般の方々とワークショップを行い、舞台を創りあげるプロジェクト。「生と性」をテーマに、女性編、男性編それぞれの参加者が考えたことを、演劇として発表します。

3月26日（日）　シアタートラム 他

撮影：細野晋司

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515
※『フリーステージ2017』世田谷クラシックバレエ連盟公演では、入場券を事前配布します。詳細は次号で。

スペシャル企画として、『唐人相撲 』の出演者を公募します。
＊オーディション 3/15（水）18:00～20:00　　
＊稽古開始 3/27（月）、28（火）、29（水）、4/1（土）、2（日）
＊舞台リハーサル 4/3（月）、4（火）、6（木）、7（金）　
＊応募資格 舞台や演劇に興味のある、高校生以上の男性。
＊参加料 無料　

＊募集人数 15名程度　
＊ 3/3（金）必着　
＊申込方法・詳細は
劇場ホームページをご覧ください。 

☎5432-1526　

4月5日（水） 15:00　世田谷パブリックシアター 4月7日（金） 19:00、8日（土） 13:00、9日（日） 13:00　世田谷パブリックシアター

≪『唐人相撲』出演者募集！≫

3/11（土）
一般  3/12（日）

発売
開始

※無料。劇場チケットセンターに要事前申込み　受付開始：2/28（火）10:00〜①11:00〜女性編②13:00〜男性編長編③15:00〜女性編・男性編短編+アフタートーク

2/25（土）
一般  2/26（日）

発売
開始
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ラッパーでラップ講師のマチーデフによるワークショップ
「ラップ講座」、世田谷に縁のあるアーティストのライブ
など、内容盛りだくさん！

宮川彬良が音楽のヒミツを独自の視点で読み
解くバラエティ・コンサートの第7弾。今回は
童謡の名曲分析をはじめ、Eテレ『クインテッ
ト』オリジナル曲を新童謡として演奏も。ぜひ
お楽しみに!

実力があり人気も高く、充実の時を迎
えているオーボエの古部賢一とギター
の鈴木大介の2人によるコンサート。ピ
アソラから聴きごたえのあるクラシッ
ク作品まで、幅広いレパートリーでお
届けします。

古部賢一（オーボエ）　鈴木大介（ギター）
ピアソラ：リベルタンゴ、カフェ1930　

マルチェロ（バッハ編）：オーボエ協奏曲BWV974 他
 3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

マチーデフ（ラッパー／ラップ講師)　KO-ney（MPC演
奏）　リアル3区　カレーまん　しもっきー　OTOSOBA

 全席自由　一般 500円　
　※未就学児は保護者の膝上無料

宮川彬良（作曲家／舞台音楽家）　
平原まこと（サックス奏者）　
ベイビー・ブー（ヴォーカル・グ
ループ）

 2,500円　一般 3,000円　
　※未就学児入場不可

せたがや音楽プロジェクトvol.8 
成城でセイホー！

宮川彬良のせたがや音楽研究所 
童謡スペシャル！

室内楽シリーズ 古部賢一＆鈴木大介 
-オーボエとギターのおしゃれな時間-

3月20日（月・祝） 14:00
成城ホール

3月4日（土） 17:00　玉川区民会館 6月18日（日） 15:00　成城ホール

©土居政則

©Mikako Ishiguro

6月1日（木）〜4日（日）
世田谷パブリックシアター

HPで川柳募集中！
テーマは「世田谷」

～ラップをたしなむ
　　　　 ひるさがり～

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

〒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

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

音  楽  事  業  部  主  催 

未就学児
入場不可

世田谷区で長く活動する区民音楽団体と音楽家たちの共演でベートーヴェンの第九をお贈りします。
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

音楽 せたがや名曲コンサート「ベートーヴェン第九」2/26（日） 14:00
昭和女子大学人見記念講堂

3/16（木）発売
開始

シアタートラム

演出・構成・振付 笠井叡　 笠井瑞丈
全席自由席（整理番号付）  3,300円　一般 3,500円／当日券 4,000円　

学生 3,000円／当日券 3,500円（当日要年齢確認）
瀧本麻璃英　☎080-8522-2276（平日10:00～17:00）

舞 踊 花粉革命5/5（金・祝）～7（日） 2/25（土）
一般  2/26（日）

発売
開始

未就学児
入場不可

5/5 6 7

19:00
15:00

アフタートークあり

北村想　 寺十吾　 風間俊介　趣里　高橋克実　渡辺えり
一般 7,500円　トラムシート 4,000円（一般発売日より取扱い）　

申 劇場チケットセンター　※アーツカード先行、一般発売ともに、オンライン&電話
（☎5432-1515）で受付。発売初日は窓口販売なし　※お一人様1申込につき1公演2枚まで

シス・カンパニー　☎5423-5906

演 劇 シスカンパニー公演日本文学シアターVol.4
『能「黒塚」より』黒塚家の娘

5/12（金）～
6/11（日）

▲19日以降（金）18:30、（土）（木）14:30/18:30、（日）（月）14:30、（火）休演

未就学児
入場不可5/12131415161718

18:30
14:30 休

演

2/26（日）
一般  3/4（土）

発売
開始

▲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）

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 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）　 
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

3/25（土）
一般  3/26（日）

発売
開始

まもなく
開催！
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全体概要はP1をご覧ください。� 無料
キッズイベント　パンと遊ぼう

「フランス・パンさんによる絵本の朗読」
2月25日（土）・26日（日）、3月4日（土）・5日（日） 
13:00〜18:00  3F生活工房ギャラリー
子どものための「フランス・パンさんの部屋」。
そこにいるフランス・パンさんは、子どものお
客様が部屋へ遊びにやって来ると、絵本の朗
読をはじめます(所
要約10分)。プー
ドルのマリーちゃ
んが人間になるま
でを描いた、オリ
ジナル絵本をお楽
しみください。
遠藤麻衣（俳優／アーティスト）�他　 5歳

〜小学6年生　 随時8名程度まで　 無料
不要

赤色（紅、朱、緋等）は、祝事や魔除けの意味
も持ち、日本独自の伝統文化として美しさと
豊かさを受け継いできました。赤の色彩に込
められた願いを、染色、衣服をはじめ、生活
領域における「赤」から見出す展覧会です。
無料

トークイベント 「日本文化と赤の色」
4月16日（日） 14:00〜16:00　生活工房5F
伝承される古典織
りや糸布染めなど
の視点から、暮ら
しに多彩な色合い
を取り入れてきた
日本人の技と美意
識についてお話を
伺います。
中島洋一（古典

織物研究家）、
山崎和樹（草木染
研究家）　［進行］眞田岳彦（衣服造形家）
申込先着40名　 500円　 電話かメー

ル（P3記入方法参照）で生活工房へ

教室を通じて、次世代自動PHVや電気自動車
の理解を深めます。電気レーシングカートの
組立体験や試乗もします。

［進行］日本EVクラブ　 中学1〜3年生
（世田谷区在住在学）　 抽選30名� 3,500
円（全3回分）　 往復ハガキ（P3記入方法参
照、学校名・学年も明記）で生活工房へ
2月28日（必着）

中村プロ  和智プロ  増田プロ  制限なし
2,000円〜／回（20分〜）��※プロにより時間、

料金、募集が異なります。詳細はお問合せください
⑤第1期デイタイムテニススクール
A月曜コース　4月3日〜5月8日
B金曜コース　4月7日〜5月19日
※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

／11,000円（クラスにより異なります）
ハガキまたはＦＡＸ（上記申込方法参

照、希望クラスも明記）　 3月3日（必着）

①イルカ水泳教室　千歳温水プール
4月24日〜6月26日  ※除外日あり  毎週月曜
18:30〜20:00（全7回）
②くじら水泳教室  総合運動場温水プール
4月24日〜6月26日  ※除外日あり  毎週月曜
18:00〜19:30（全7回）
軽度の知的障害のある①は小学生②は中学

生以上の方で、トイレを使用する際に介助を必
要とせず、教室開催中に付添人の会場待機が
可能な方�� 抽選①20名②10名�� ①1,700
円②4,000円�� 障害の内容も明記し、スポー
ツ振興財団へ�� 3月10日（必着）��※参加の可
否について、事前に個別面談を行います

［種目］中長距離　 原則高校生相当以上の
陸連登録者��※ただし、中学生の参加は要

①水曜日コース 4月12日〜6月28日 13:00
〜13:50（全11回）  ②木曜日コース 4月13
日〜6月29日 11:00〜11:50（全11回）  ③金
曜 日コース 4月14日〜6月30日 11:00〜
11:50（全11回）  いずれも総合運動場温水
プール　 18歳以上　 抽選各30名
7,700円　 配布の申込書を持参ま

たは郵送かFAX（上記申込方法参照）　 3月
10日（必着）

①大蔵コース 毎週水曜 9:30〜11:30（全18回）
4月12日〜8月23日  ※除外日あり  総合運動場体
育館第一武道場（畳）・トレーニングルーム
②千歳コース 毎週木曜 13:00〜15:00（全18回）
4月13日〜8月24日  ※除外日あり  千歳温水プー
ル・体育室   ①②ともに   60歳以上の方で医
師に運動を止められていない方��� 抽選①30
名②25名��� 20,000円��� 3月10日（必着）

①第1期レディースバレーボール教室
4月7日〜6月2日  毎週金曜 9:00〜12:00

（全8回）  ※除外日あり  18歳以上の女性  抽
選40名�� 6,400円���②第1期バスケット
ボール教室  4月11日〜6月20日  毎週火曜

（全10回）  ※除外日あり  A小学生17:00〜
19:00�B中学生・高校生相当�19:00〜21:00
抽選�A45名B35名　 各8,000円

③ゴルフ教室［実施中］ 小池プロ  中村プロ  
和智プロ  増田プロ  中学生以上�� 各共通1
セット12,000円〜（3回〜）
④ゴルフ個人レッスン［実施中］ 小池プロ  

項に記載の標準記録を突破したものに限り
参加を認める　 1種目1,000円�� 当財団
HPより申込書をダウンロードし、メール
setaspokyougikai@se-sports.or.jpでスポーツ
振興財団へ�� 3月9日（必着）��※種目、時間
などの詳細は要項参照　※団体はHP参照

■武術太極拳競技 5月14日（日） 9:00〜  
総合運動場体育館 他　 区内在住・在勤・
在学者　 個人1,000円（中学生以下500円）、
団体1人500円　 区武術太極拳連盟事務局
（☎� 3413-3721）へ　 2月28日（必着）

1チーム2,000円　 区協会登録チーム
は所定の申込書で、未登録チームはハガキ（上
記申込方法参照）で、区ゲートボール協会・
村石（〒154-0017�世田谷1-23-3�☎3439-
1108）へ　 3月23日（必着）

1,000円�� 総合運動場洋弓場または世田谷
公園洋弓場に掲示の申込書に記入　 3月19
日（必着）　 区アーチェリー協会・松村（☎
090-3247-4645）

団体戦4,000円／チーム、個人戦2,000
円／人��� 区空手道連盟事務局・谷口（☎�
5787-8284）へ　 3月31日（必着）

小･中学生とその家族　 抽選3000席　
無料　 3月21日（必着）　※ピッチ見学ツ

アー等も募集！�詳細はHPをご覧ください

18歳以上　 抽選25名　 6,300円
ハガキかFAX（上記申込方法参照）で

3月10日（必着）

①大蔵Aコース 4月13日〜6月22日
毎週木曜 12:00〜14:00（全10回）
②大蔵Bコース 4月14日〜6月23日
毎週金曜 14:00〜16:00（全10回）
①②総合運動場温水プール
③梅丘コース 4月5日〜5月31日 毎週水曜 
10:00〜12:00（全8回） 梅丘中学校温水プール
④烏山コース 4月4日〜5月30日 毎週火曜 
10:00〜12:00（全9回）  烏山中学校温水プール

①〜④18歳以上　 抽選①60名②③④
50名　 ①②9,000円③7,200円④8,100
円　 各管理事務所で配布の申込書を持
参またはハガキかFAX（上記申込方法参照）で
①② ③ ④ 　 3月10日（必着）
※除外日等詳細はHPをご覧ください

団体活動をより発展させ、多く
の人々から支援を得るのに不
可欠な組織づくりのステップに
ついて、実践的に学びます。
長浜洋二（株式会社PubliCo�

代表取締役CEO）　 NPOの
スタッフ・役員　 各回申込先着30名　 各
回1,000円（1団体から複数参加の場合、2人
目から半額）　 電話かメール（P3記入方法
参照、団体名と希望回も明記）で生活工房へ

オリジナルのクラフト
やアート作品を制作し
ている個人やグループ
を募集します。詳細は
アートフリマ公式HPか
らお願いします。

http://artfleama.net/にて　 3月20
日（必着）　 世田谷アートフリマプロジェク
ト:中根（世田谷233）☎5430-8539（12:00
〜20:00／火・水曜は不在）� setagaya@
artfleama.net

1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉
4月5・12・26日、5月10日
作品：芥川龍之介『羅生門』�

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〉
4月6・13・27日、5月11日
作品：森鷗外『高瀬舟』
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〉
4月7・14・28日、5月12日
作品：小川未明『二度と通らない旅人』　
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
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。
申込先着15名（継続受講の方で定員に達す

る場合があります）　 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/

28年度受講生による朗読発表会
3月5日（日） 13:30〜16:30　生活工房5F
朗読を通して、ことばと向き合ってきた講座受
講生たちが、その成果をお披露目します。

［共催］（一財）NHK放送研修センター
当日先着50名　 無料　 不要、直接会

場へ　

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

教室・イベント

関連企画

 親子スポーツ観戦デー  サッカー
2017明治安田生命J2リーグ第7節

〜東京ヴェルディ ＶＳ 湘南ベルマーレ
4月9日（日） 14:00キックオフ

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

世田谷陸上競技会（個人）
4月8日（土）　総合運動場陸上競技場

  レベルアップスイミング
4月6日〜5月25日  毎週木曜 10:00〜12:00
（全7回）  ※除外日あり  烏山中学校温水プール

  障害児（者）水泳教室

世田谷アートフリマ Vol.27
出展者募集！

［開催日］4月22日（土）・23日（日）
11:00〜17:00　生活工房3〜5F

朗読講座　豊かなことばの世界

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

3月1日（水）、7日（火）、12日（日）
以降の日程はHP参照

各日14:00〜15:30（入退場自由）   2F八角堂

関連企画

  はじめようスイミング

  スイムレッスン

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

 元気なシルバーいきいきトレーニング

第67回世田谷区民体育大会

第63回  春季区民ゲートボール大会
4月13日（木） 9:00〜  総合運動場陸上競技場

※予備日：4月14日（金）

アーチェリー春季世田谷選手権
3月26日（日） 9:00〜  世田谷公園洋弓場

1回券でスタンプ2個、1時間券でスタンプ1個毎
週火曜・金曜はさらにスタンプ1個プレゼント！
小学生以上　

総合運動場温水プールスタンプカードフェア
スタンプ10個集めて施設利用券をもらおう！

3月6日（月）〜31日（金）

第50回世田谷区空手道選手権大会
4月30日（日） 9:00〜  総合運動場体育館 他

【3月7日（火）】 第3回 ロジックモデル
（課題解決の設計図）を立ててみよう！！

【3月21日（火）】 第4回 広報戦略
（マーケティング）を考えてみよう！！

各日19:00〜21:30  生活工房5F

NPO・市民活動のためのステップ・アップ講座
組織づくりのための

ヒント／コツを学ぼう！！

①3月12日（日） 11:00〜16:00
②3月19日（日） 13:00〜16:00
③3月26日（日） 10:00〜17:00　※3回完結

［会場・共催］①②東京都立総合工科高等学
校、③トヨタ東京自動車大学校

中学生次世代車教室2017

▶施設名・略称一覧  各イベント申込み、問合せ先は各記事、またはこちらをご確認ください　 �総合運動場管理事務所�〒157-0074�大蔵4-6-1�☎3417-4276� 3417-1734　 �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　 千歳温水プール管理事務所�〒156-0055�船橋7-9-1�☎3789-3911� 3789-3912　 大蔵第二運動場管理事務所�〒157-0074�大蔵4-7-1�☎3416-1212�
3416-1777　 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　 梅丘中学校温水プール管理事務所�〒156-0043�松原6-5-11�☎� 3322-6617

講師：長浜洋二

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ � 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

開催中〜3月26日（日） 9:00〜20:00
会期中無休  3Ｆ生活工房ギャラリー 他

※開催時間は変更の場合あり　

大　会
※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

■ ■ ■ ■ ■ ■ � 次　 回　 企　 画　 展� � ■ ■ ■ ■ ■ ■
眞田岳彦ディレクション／

衣服・祝いのカタチ
赤をめぐる旅 展

4月5日（水）〜5月14日（日） 9:00〜20:00
3F生活工房ギャラリー　期間中無休

4月～6月コース型教室
1総合運動場　フラダンス、親子フィットリトミック、バレトン、ベリーダンスなど
8,100円〜�� 電話か 窓口へ　 先着順

2千歳温水プール　ヨガ、ピラティス、キッズダンス、スイミングなど
8,000円〜�� 窓口もしくはハガキかFAXで�� 3月1日（必着）

3大蔵第二運動場　婦人体操、ヨガ、太極拳、気功、健康体操、ゴルファー’sトレー
ニングなど　 7,700円〜　 電話で大蔵第二運動場トレーニングルーム
（☎070-6526-4796）へ　 先着順　

事前申込が必要で、３カ月間週１回定期的に運動できる教室です。
※一部託児サービスがあります。
※詳細は当財団ホームページをご覧になるか各施設に直接お問合せください。

参加者募集

〒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

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

会員割引対象
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