
次回（4月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

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
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月月

20年間、支えてくださったお客様に感謝の念を込めて3日間にわたる記念
公演を開催します。芸術監督・野村萬斎が開場記念公演に選んだ演目は
『唐人相撲』『MANSAIボレロ』の二本立て。
『唐人相撲』は現在上演されている狂言の中で、最も多くの演者を要する
賑やかな作品で、20周年のスペシャル企画として世田谷区民から公募で
選ばれたキャストも出演いたします。アクロバティックな相撲の技やユーモ
アあふれる演出をお楽しみください。
『MANSAIボレロ』はラヴェルの傑作舞踊音楽「ボレロ」と、『三番叟』を軸
とする、狂言の発想と技法とが結晶し生まれた作品。萬斎が長年の構想
を経て2011年に初演し、以来各所で好評を得ている珠玉の独舞です。
劇場にとって特別な20周年を区民の皆様とともにお祝いしたいと思いま
す。どうぞご期待ください。

源平合戦に題材をとった木下順二の不朽の名作が、新演出、新キャストによりこの夏、あらたな幕を開ける！

木下順二　 野村萬斎　 武満徹
野村萬斎　成河　河原崎國太郎　今井朋彦　村田雄浩　若村麻由美  他

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４月、開場20周年を迎えます。

撮影：政川慎治 撮影：政川慎治

「狂言『唐人相撲』／『MANSAIボレロ』」

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

7月公演

5/13（土）
一般  5/14（日）

発売
開始

4月7日　〜9日日金
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］ 『唐人相撲』区民オーディション合格者
全席指定（税込）　 S席 6,200円　一般 S席 6,500円　A席（3階） 4,000円

4/78 9

19:00
13:00

※劇場開場記念日の4/5（水）に芸術監督・野村萬斎トーク＆パフォーマンス
『MANSAIボレロ』を開催します。（区民招待の申込みは既に終了しています。）
　視覚障害者のための音声ガイド貸出あり
　English surtitles are available on 9th

芸術監督・野村萬斎 演出『子午線の祀り』
速報！

世田谷区制85周年



 

  

  

2017年3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　
生活家庭雑誌『暮
し の 手 帖』の 創
刊 から30年 に わ
たって 編 集 長 を
つとめた花森安治

（1911-1978）の 
仕 事 を 紹 介し ま
す。

◆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
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

一般1,200（1,000）円／65歳以上1,000
（800）円／高校・大学生800（600）円／小・
中学生500（300）円　※（  ）内は前売および20名
以上の団体料金 　※前売券の販売は4月21日まで　
※詳細は公式サイトhttp://ericcarle2017-18.com/参
照　※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
絵本『はらぺこあおむし』で知られる、アメリ
カの絵本作家エリック・カールの絵本原画な
ど、約160点の作品を展示します。

◆開催記念講演会「エリック･カール～その人
生と受け継がれていくもの～」（仮）
4月23日（日） 14:00～16:00（開 場13:30）　
講堂

アレクサンドラ・ケネディ（エリック･カール
絵本美術館館長）　 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　※逐次通訳、手話通訳付
◆美術と音楽の対話「音が見える！？　ちょう
ちょと魔笛」
5月28日（日）　第1部 16:00～　講堂、
第2部 18:00～　レストラン「ル･ジャルダン」

［第1部］エリック･カールの絵本『うたがみえ
る きこえるよ』にちなみ、トークを交えて室

内楽を聴くコンサート。［第2部］ワインや軽
食とともに出演者と歓談を楽しみます。

酒井有彩（Pf）、枝並千花（Vn）、大山平一郎
（Va）、加藤文枝（Vc）　 いずれも未就学児
は参加不可。第2部は中学生以下の参加不可
〔A〕第1部のみ（先着100名）、〔B〕第1部＋第

2部（先着50名）　 〔A〕事前申込み3,000円
／当日参加3,500円、〔B〕6,000円（事前申込
みのみ）   ※いずれも展覧会観覧券付。全席自由。〔A〕
は小・中学生無料ですが、展覧会観覧券は付きません

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　※3月25日より受付
◆美術と演劇のワークショップ「えんげきのえ」
6月18日（日） 13:00～18:00　創作室、1階
展示室

柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表）　 10
歳以上　 先着15名　 10代500円／20
歳以上2,000円　 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　
※3月25日より受付
◆100円ワークショップ
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随
時受付）  創作室  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　
※3月30日（木）は、世田谷美術館開館記念日のため、
無料でご覧いただけます

約1万6千点の所蔵品から、世田谷美術館
が開館した1986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。

新収蔵の淀井彩子の
油彩や版画に、父・
淀井敏夫の彫刻を加
え、世田谷を代表す
る芸術一家の活動を
紹介します。

ハビエル・バスケス・グレラ  ［曲目］アルベニス 
作曲「カスティーリャ」 他　 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

　　　　　　　　      作家本人がご案内します。
■ギャラリートーク　展覧会会期中の毎土・
日曜日 14:00～／16:30～ （各約40分）

無料　※ただし展覧会観覧料が必要　 不要　
※観覧者多数の場合、入場を制限することがあります
■スペシャルツアー   5月6日（土）・20日（土）・
6月17日（土） いずれも18:00～（約60分）

各回抽選40名  無料  ※ただし展覧会観覧料
が必要  当館HPのイベント申込フォームより

一般200（160）円／高校・大学生150（120）

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
自動からくり人形作家ムットーニ（1956-）の
作品世界をこれまでの代表作や初公開となる
新作などからご紹介します。人形の動き、光
や音楽が絡み合う小さなストーリー・ボック
スをお楽しみください。

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー 
4/4〜9 駒29会展

4/11〜16 小林　京子展

4/18〜23 益子焼・染・和布創作　四人展
※ 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

関 連 企 画

展覧会

展覧会

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  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

『暮しの手帖』1世紀19号、
発行：暮しの手帖社、
1953年3月1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

     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。

世 田 谷 美 術 館 分 館 ギ ャラリ ート ー ク　5月13日（土）向 井 潤 吉 アトリ エ 館（弦 巻）、 
5月20日（土）宮本三郎記念美術館（奥沢）、5月27日（土）清川泰次記念ギャラリー（成城）　いずれ
も11:00～（20分程度）　各館担当学芸員によるトーク　 無料  ※観覧料別途  不要

4月15日（土） 19:30～21:00（開場19:00）
改修工事のための休館を終え再開したばか
りの美術館で、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

5月20日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
福沢一郎記念館を訪問し、宮本三郎と同時代
の作家、福沢一郎についてお話しをうかがい
ます。
会場：福沢一郎記念館（世田谷区砧8-14-7）　
※会場にご注意ください　 福沢一也（福沢一郎
記念館 館長）、伊藤佳之（福沢一郎記念館 学
芸員）　 どなたでも　 申込先着50名　
※3月25日より受付　 500円（展覧会観覧料
含む）　 下記参照

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）
想像力に優れた古今東西の文学者の多くは
書画を愛好し、自らも絵筆をふるいました。
一方、詩歌や文章でも才を開かせた画家も少
なくありません。文学者にまつわる書画とゆ
かりの品、文学を彩る挿絵やデザイン、映画
を支える美術の仕事などをご紹介します。

阿刀田高（作家）、阿刀田慶子（朗読家）
抽選150名　 1,000円（友の会会員は新

年度会員証提示で無料）　 往復ハガキ（P3
記入方法参照、連名不可）で当館「友の会」へ　

4月28日（必着）

リオープンを 機に、ライブ ラリーがリ
ニューアルします。新たなライブラリーで
は世田谷ゆかりの文学者に関する本のみな
らず、各分野のプロフェッショナルや作家
によるセレクトコーナー、企画展と連動し
た特集など、企画性のある選書で、幅広い
世代にむけて多様な書物との出会いの場を
つくっていきます。また、授乳室を備えた子
どものためのエリアを新設し、親子で楽し
める空間づくりを進めていきます。
※図書・雑誌の館外貸出は行っていません
※ 収蔵資料の閲覧については事前申込みが必要な

場合もあります。あらかじめお問合せください

関 連 企 画

●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。

清川泰次が
写したパリ
4月1日（土）～
7月23日（日）

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
1910’s-1950’s　
民家への道
4月1日（土）～
7月23日（日）

宮本三郎の描く身体　THE BODY in 
Saburo Miyamoto’s Art
4月1日（土）～
7月23日（日）

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

3/28〜4/2 第10回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

4/4〜9 第29回彩アート展 雅水会作品展第13回
私が美大生達と一緒に作った絵本展

4/11〜16 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展 世田谷美術大学25期生展
「直して住む。」住宅展〜建築家と考えるこれからの住まい〜

4/18〜23 明水会水墨画作品展
「JAZZの肖像　JAZZの造形　内山繁写真展・徳持耕一郎作
品展」
第20回みどり会美術作品発表会

4/25〜30 桂翔会墨彩画展 第30回桂友展
「おもいあわせる」　河原みか　千津子　山㟢裕子

※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

　　　　　それぞれのふたり
淀井彩子と淀井敏夫

4月18日（火）～7月2日（日）　2階展示室

《春泥の道》［北海道留萌］
1951年

清川泰次撮影（パリにて）
1954年

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/

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、また
は直接ご来館ください（受付時間：開館日の
10:00〜17:30まで）。　※1イベントにつき1
通、2名まで　※詳細はHP参照

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。

音広場 「宮本三郎記念美術館 リオープン・コンサート」

人ひろば vol.36　出張特別企画「福沢一郎記念館　講演会」

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
コレクションにみる

文学を彩る書画の魅力
ut pictura poesis―詩は絵のように
4月29日（土・祝）～9月18日（月・祝）　1階展示室

        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
予 告

予 告

世田谷文学館友の会総会記念講演
『花あらし』

―小説の企みと朗読の楽しみ―
5月13日（土） 14:00～16:00　文学サロン

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
6月4日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

《裸婦》1962年

《アトラスの回想》（中原中也
「地極の天使」より） 2015年

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

エリック・カール展
The Art of Eric Carle

4月22日（土）～7月2日（日）　1階展示室

淀井彩子《土地の名・土地の色・土地の時間2015-3》2015年

4月1日（土）
より再開

区制85周年

区制85周年

区制85周年

区制85周年

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　4月22日（土）〜7月2日（日）
　　　　  「エリック・カール展　The Art of Eric Carle」
一 般1,200→1,100円　65歳 以 上1,000→900円　 高 校・大 学 生800→700円　 小・中 学 生
500→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（月曜日が祝・休日の場合は翌平日。ただし、5月1日は開館）世田谷美術館 Art



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

　

①舞台照明入門講座5月18日（木）13:00～18:00　
②舞台音響入門講座5月19日（金）13:00～18:00　
③舞台技術安全講座5月20日（土）13:00～17:00　
※両日参加できる方　  5月21日（日）10:00～16:30
定 ①②30名③40名（いずれも書類選考あり）

①②③各3,000円　
場所 世田谷パブリックシアター

舞台技術講座チラシ裏面の“申込書”にご記入の上、郵送か
FAX（5432-1529）で技術部「舞台技術講座」係へ。劇場ホーム
ページ（レクチャー・講座）からの申込みも可能です。

5月6日（土）必着　
劇場技術部「舞台技術講座」担当　☎5432-1522

舞台芸術を支えるスタッフを目指す人たちのための講座を開
催します。基本的な知識と技術を、講義と実技の両面から学
ぶ、初心者のための講座です。

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

2/25（土）
一般  2/26（日）

発売
開始

『フリーステージ2017』
世田谷クラシックバレエ連盟（4月30日 （日））入場券のお申込みについて

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと世田谷パブリックシアターのスタッフが力を合わせおおくりする夢の舞台『フリース
テージ』。毎年、たくさんの方にご来場いただいておりますが、特に混雑が予想される世田谷クラシックバレエ連盟の公演につ
きましては、事前に入場券（指定席）を配布します。入場券をご希望の方は、内容をご確認の上必ず期間内にお申込みください。

お1人様1申込みのみ　2席まで　※重複してのお申込み不可
・小さいお子様でも、お席を必要とされる場合には1席分としてお申込みください。　
・お席の必要がない（保護者のお膝の上で鑑賞する）お子様については、別途その人数をお申込みの際にお知らせください。

往復ハガキの往信に①お名前（ふりがな）②ご住所③電話番号④希望席数（お一人様2席まで）⑤お席が必要ないお子様の人
数、返信に住所とお名前（「様」をお書き添えください）をご記入の上、以下の宛先にお送りください。

［宛先］ 〒154-0004　世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー5F「フリーステージ担当」宛
4月5日（水）消印有効　

※消えるボールペンの使用はご遠慮ください
※結果のご連絡は4月10日（月）までに返信ハガキを発送
※応募者多数の場合は抽選になります
※当日券の配布については追って［HP］でお知らせします

劇場「フリーステージ」担当　☎5432-1526
※音楽部門（4月30日（日））および、ダンス部門（5月5日（金・祝）、7日（日））の公演は入場券の事前配布はなく、ご来場いただいた順に客席にお
入りいただけます

『フリーステージ2017』世田谷クラシックバレエ連盟公演 日時 4月30日（日） 16:00開演
会場 世田谷パブリックシアター

Technical Theatre  　　   
   Training Program  2017 

illust：Masahiro Yamanaka

舞台技術講座36th
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人気の室内楽シリーズの初夏の公演は、オーボエの古部賢一さん、ギターの鈴木大介さんでお贈りします。
オーボエの古部さんは、世田谷ゆかりの演奏家。東京藝術大学在学中に新日本フィルハーモニー交響楽団の首席奏者に
なったという実力派で、柔らかく甘い音色が魅惑的です。ソリストとしてはもちろん、様々な演奏家との室内楽でも幅広く
活躍しています。今回は地元世田谷のために、CDも一緒に録音したとっておきの共演者、ギターの鈴木大介さんと得意
の曲目を披露します！

古部賢一（オーボエ）　鈴木大介（ギター）
ピアソラ：カフェ1930、リベルタンゴ　D.チマローザ（A.ベンジャミン編）：オーボエ協奏曲

A.マルチェロ（J.S.バッハ編）：オーボエ協奏曲BWV974　E.モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス 他
 3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

6月18日（日） 15:00　成城ホール

©土居政則 ©Matsunao Kokubo

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〜

撮影：Akihito Abe

構成・振付・美術・照明 勅使川原三郎　
勅使川原三郎　佐藤利穂子

 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

ABSOLUTE ZERO 
絶対零度2017
当劇場のオープニングシリーズのひとつとして1998年に初演された『ABSOLUTE ZERO絶対零度』
が開場20周年記念公演として待望の2017年版として上演されます。「絶対零度」とは、物理学上、最も
低い温度と言われる摂氏マイナス273度のこと。そこでは極々稀に極小単位で予期せぬ現象が起こると
言われています。1980年代から日本のダンスシーンを牽引してきた勅使川原三郎が「絶対零度」をタイ
トルにつくりあげた本作品。過去にイギリス、オランダ、イタリア、フランス、ドイツ、台湾、オーストラ
リアなどで公演、各国で高い評価を獲得しています。国内外の観客から熱狂的に支持された名作が約20
年ぶりに世田谷パブリックシアターに帰ってきます。どうぞお見逃しなく。

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

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

シアタートラム

岡田利規　 青柳いづみ　安藤真理　吉田庸 他
 3,300円　一般 3,500円／当日 4,000円　U24 3,000円　

株式会社プリコグ　☎6825-1223（10:00～19:00）

演 劇 部屋に流れる時間の旅6/16（金）～25（日） 3/25（土）
一般  4/1（土）

発売
開始

未就学児
入場不可

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）　U24 3,000円
瀧本　☎080-8522-2276（平日10:00～17:00）

舞 踊 花粉革命5/5（金・祝）～7（日）

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）　※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申込みにつき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）（水）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

▲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）　 
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3/25（土）
一般  3/26（日）

発売
開始

6/16 17 1819202122

18:00
14:00

19:30

休
演

232425

＝17日18:00　終演後ポスト・パフォーマンス・トークあり＝6/16～19英語字幕付

6月1日（木）～4日（日）　
世田谷パブリックシアター

6/1 2 3 4

19:30
15:00

世田谷区制85周年



　

先着900名程度  新小学1年生以上　※小学生は保護者同伴  1,000円（小・中学生500円）  ※事
前払い  ●電話による申込み・お問合せ（申込みに関すること） ☎0570-550-846  平日10:00～17:30  
●インターネットによる申込み　http://www.se-sports.or.jp/walk2017  ●Famiポートによる申込み
ファミリーマート店内「Famiポート」より　※お申込み後、参加費をお支払いいただいた方には、事前に参
加案内を発送いたします  （公財）世田谷区スポーツ振興財団　☎3417-2811 3417-2813

 第18回 多摩川ウォーク 参加者募集中  4月11日締切（先着順）
※荒天中止　※8:10から参加者
受付、8:40から開会式を実施 5月14日（日） 9：00～15：00

ハーフコース（約9ｋｍ）　※制限時間3時間（9:00〜12:00）
世田谷区立兵庫島公園⇒調布市多摩川児童公園自由広場
※ゴール最寄り駅／京王相模原線京王多摩川駅　徒歩5分
健脚コース（約17ｋｍ）　※制限時間6時間（9:00〜15:00）
世田谷区立兵庫島公園⇒調布市多摩川児童公園自由広場⇒府中市住吉地区多摩川緑地
※ゴール最寄り駅／京王線中河原駅　徒歩7分　※第17回とゴール会場が異なります

2017年3月25日4

理想科学工業スタッフ   小学4年生以上
各日20名程度　 500円

藤田浩子さんは、幼児教育者としてまた語り
手として、精力的な活動を続けてこられまし
た。本講演会では、小道具を使ったおはなし
や手遊びなど、実践を交えてわかりやすくお
話いただきます。

藤田浩子（幼児教育者）　 一般　 抽選
20名　 100円　 往復ハガキ（P3記入方
法参照）で生活工房へ　 5月15日（必着）

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

生活を演劇という視点から捉え直す、これま
でにない実験的な展覧会。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
ントなどを開催中（詳細は生活工房HP参照）
です。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、新進気鋭のアーティ
スト達による作品を楽しんでいただけます。
� 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

キャロットタワーの3・4・5階を会場に2日間
で延べ160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雑
貨やアクセサリー、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。お
気に入りのアイテムを見つけにキャロットタ
ワーへぜひ遊びにきてください！
※出展者募集は終了しています 　 入場無料

②50名　 ①②4,000円　 ハガキか
FAX ① ② 　 4月12日（必着）

55歳以上　 抽選50名　 3,000円
4月20日（必着）

区ローラースポーツ連盟・村上（ info@
setagaya.trsf.jp ☎050-5583-6217）へ
※ 詳 細 は、HPを ご 覧 くだ さ い　 http://
setagaya.trsf.jp/

千歳温水プール周辺の名所スポットを探しな
がら体を動かそう

小学生以上（小学校4年生以下は保護者の
同伴が必要）　 抽選50名　 無料　 4月
28日（必着）　 ハガキかFAXで 

※詳細はホームページをご覧ください
①総合運動場
4月1日〜2018年3月31日（休館日を除く）

高校生相当以上  400～500円  
②千歳温水プール
4月1日〜2018年3月31日（日曜・祝日・休館
日を除く）　 高校生相当以上　 200円（別途
施設利用料金）　
③大蔵第二運動場
4月1日〜2018年3月31日（休館日・年始を
除く）   高校生相当以上   600円   

18:00〜19:30（全8回）  ニュー成城ゴルフセンター
②千歳の部  5月10日〜6月28日  毎週水曜
14:00〜15:30（全8回）  千歳ゴルフセンター
①②とも　 18歳以上　 抽選10名

20,000円　 4月20日（必着）

小学生以上　 抽選20名　 3,000円（中
学生以下2,000円）　 4月20日（必着）

小学生5年生以上の初心者・初級者　 抽
選30名　 高校生相当以上4,200円、中学
生以下2,100円　 4月20日（必着）

小学3年生～中学生　 抽選14名
12,000円　 4月20日（必着）

1歳半～3歳の子どもとその保護者　 抽
選20組　 3,000円　 4月20日（必着）

①梅丘コース   5月8日〜6月26日  毎週月曜
16:30〜18:00（全8回）　梅丘中学校温水プール
②烏山コース   5月9日〜6月27日  毎週火曜
18:00〜19:30（全8回）　烏山中学校温水プール

①②小学生の初心者・初級者　 抽選①

体組成計を使って筋肉量などを計測し、診断
結果の解説を行います。

制限なし　 無料　 当日受付（10:00～
11:30）　

［種目］個人戦（年齢・性別ハンデ）　 2,000
円（3G）　 往復ハガキで区ボウリング連
盟・野中（〒157-0072 祖師谷4-25-3-101 
☎3482-2194）へ　 4月20日（必着）

■テニス社会人大会　4月29日（土・祝）〜
9月16日（土）　総合運動場テニスコート

下表のとおり（すべて先着順）　 （単）
1,000円・（複）2,000円　 4月29日 8:00
～総合運動場体育館入口で整理券配布、9:30
～受付。所定の申込書と参加費を持参
※受付終了後、空きのある種目は5月2日（火）
15:00～18:00に区テニス協会（桜丘1-17-18 
☎5451-0691）で受付（郵送不可）

軽度の知的障害のある中学生以上　 先
着36名　 1回1,300円（ゲーム代、貸靴代、
保険料含む）　 ハガキまたはFAX（欄外記
入方法参照、参加できない日、年齢も明記）で
世田谷サーンズ・北口（〒156-0044 赤堤
4-42-2 ☎090-9010-2275 3323-8250）
へ　 4月27日（必着）

①フットサル
5月10日〜6月28日  毎週水曜 10:00〜11:30

（全8回）　総合運動場体育館
フットボールコミュニケーションアカデミー

講師　 18歳以上の女性　 抽選30名
12,000円　 4月13日（必着）

②テニス
5月16日〜7月11日  毎週火曜 9:30〜10:50

（全8回）　総合運動場テニスコート
宮地一道（元プロテニス選手） 他　 18歳

以上の女性　 抽選20名　 20,000円　
4月17日（必着）

18歳以上の初心者・初級者　 抽選30名
3,000円　 4月20日（必着）

①成城の部  5月13日〜7月1日  毎週土曜

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/

1紙工作で、世田谷の風景を作ろう！
11:00〜17:00（途中休憩あり）
紙で切り抜かれた、世田谷の電車や風景に
好きな色を塗って、ポップアップカードを作
ります（所要時間：30分程度）。

紙風景かみちゃん　 小学生以上　 各
日20名程度　 200円　
2脳いきいきポストカードを作ろう！
11:00〜17:00（途中休憩あり）
ポストカードサイズの用紙に、オイルパス
テルで色を塗ったり、指でこすったり、棒で
引っかいたりして、自由で楽しい作品を作り
ます（所要時間：30分程度）。

池浦順子　 小学生以上　 各日20名程
度　 500円
3シルクスクリーンでランチバッグを
刷ろう！
11:00〜17:00（途中休憩あり）

10種類のデザインと2色のインクから好きな
ものを選んで、ランチバッグにシルクスクリ
ーンでプリントします（所要時間：30分程度）。

教室・イベント

関連企画

ふれあいボウリングスクール
5月6日、20日、6月3日  隔週土曜 10:00〜
11:30（全3回）  オークラランド（桜3-24）

キャロットタワーで遊ぶ2日間
世田谷アートフリマ vol.27

4月22日（土）・23日（日）
11:00〜17:00　生活工房3〜5F

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25日（土）、29日（水）、30日（木）

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

  社交ダンス教室
5月13日〜6月10日　毎週土曜

19:00〜20:30（全5回）　弦巻中学校体育館

  なぎなた教室
5月17日〜6月21日　毎週水曜　※除外日あり

19:00〜20:30（全5回）　代田小学校体育館

  ジュニア水泳教室

 成人女性スポーツ推進事業
「レディーススポーツ」

事前申込不要なフィットネス教室

第67回世田谷区民体育大会

三者共催 区民ボウリング大会
4月29日（土・祝） 9:00〜　オークラランド

当日参加型ワークショップ
1～3当日会場にて随時受付

第40回世田谷おはなしネットワーク講演会
おはなしおばさん

藤田浩子さんの世界
6月15日（木） 14:00〜16:00

生活工房5F

  初心者・初級者アーチェリー教室
5月7日〜28日　毎週日曜

9:30〜11:30（全4回）　世田谷公園洋弓場

 初心者・初級者ゴルフ教室

 第5回 ちとふなフォトウォーク
5月21日（日） 9:00〜12:00

千歳温水プール　体組成測定会
4月29日（土・祝） 10:00〜12:00

千歳温水プール集会室

インラインスケート教室
4月1日（土）〜2018年3月31日（土）  毎週土曜

9:00〜12:00   大蔵運動公園ローラースケート場

 ジュニアゴルフ教室
5月13日〜7月1日　毎週土曜

16:00〜17:30（全8回）　成城ゴルフクラブ

  親子体操教室
5月11日〜6月8日　毎週木曜

10:00〜11:30（全5回）　北沢区民集会所

  生涯健康づくり体操
5月9日〜7月25日　毎週火曜

19:00〜20:30（全12回）　砧小学校体育館

種目（すべて先着順） 定員（単） 定員（複）
一般男子　Ａ日程 144名 104組

一般男子　Ｂ日程（土曜ワンデー）   32名   64組
壮年男子（45歳以上）   64名   52組
壮年男子（55歳以上）   64名   32組

壮年男子（65歳以上・平日）   32名   32組
一般女子　A日程 104名 144組
一般女子　B日程   64名   64組

▶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

 髙野進 子どもかけっこクリニック＆記録会
5月5日（金・祝） 9:00〜12:00  総合運動場陸上競技場  ※写真判定装置を使った50m記録会あり

髙野進（バルセロナ五輪陸上競技男子400m8位入賞）　 小学生A1･2年生B3･4年生
C5･6年生　 抽選各60名　 2,000円　 4月10日（必着）

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

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
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

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

〒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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