
次回（8月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

to
the
 mountains展

「山を考える」
開催中～9月18日（月・祝）
10:00～18:00　１階文学サロン
「山の日」制定の経緯や、家族で楽しく登山するための
心構えなどを、クイズ形式のパネルでご紹介します。

［協力］公益社団法人　日本山岳会
どなたでもご利用いただけます　 なし　 無料

「山へ！展  スタンプラリー」　
開催中～9月18日（月・祝）
10:00～18:00　１階文学サロン
展示関連のスタンプラリーを実施します。
楽しみながら館内施設を巡ります。

どなたでもご利用いただけます　 なし　 無料

他の関連企画はP2をご覧ください▶

関連展示

関連企画

［休館日］毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合は翌平日）
［開館時間］10:00〜18:00（展覧会入場は17:30まで）

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／小・中学生無料
※（　）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり
＊8月11日（金・祝）  「山の日」は無料観覧日

世田谷文学館 （京王線「芦花公園」駅徒歩5分）

開催中〜9月18日月 祝

古今東西、人は「山」とともに生きてきました。
本展では、『日本百名山』の著者である作家・
深田久弥をはじめ、時代やジャンルを超えて〈山〉
という同じフィールドに情熱を傾けた、写真家や
建築家、学者らの業績をご紹介します。この夏、「自
分にとっての山（自然）」を探しに行きませんか？

“to the mountains”
ひとは、この言葉に、どれだけの情熱を傾けてきたのでしょうか。

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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※世田谷文学館、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、世田谷文化生活情報センター、
　生活工房、世田谷パブリックシアターなどに配架します

せたがや文化財団広報誌 Vol.11（7月28日発行予定）
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詳細はP1をご覧ください⇒

■講演会「地学で旅する日本列島の山たち」
8月19日（土） 14:00～15:00　1階文学サロン
「山」の成り立ちや地質について、また
「宮沢賢治と山」についてもお話しいただき
ます。

加藤碵一（地質学研究者）　 小学生以上・
一般　 当日先着150名　 無料　 なし

［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

■セタブンマーケット2017
9月16日（土）・17日（日） 10:00～18:00

（17日は17:00まで）　1階文学サロン
書物との新たな出会いと多様な楽しみ方を
発信する、本と雑貨の蚤の市。作家・デザイ
ナー・編集者からの特別出品や、子どもも
楽しめるミニワークショップもあります。

■「本作り」ワークショップ
13:30～16:00（初回15:30まで）　講義室
全3回の、製本ワークショップを体験し、作
品を文学館で展示しよう！

小学5年生～　 各回抽選20名　 無料
往復ハガキ（P3記入方法参照、連続参加希

望者は1枚に連記申込み可）で当館イベント
担当へ
第1回「だれでも小説家　～ショートショート
を書こう～」　9月9日（土）・10日（日）
ネタを拾い集め、発想を爆発させて、じっく
り短編小説を書こう！

荒居蘭（作家）　 8月26日（必着）
第2回「だれでも絵描き　～気持ちの絵を描
こう～」　9月23日（土・祝）・24日（日）
抽象画を学び、自分の気持ちを自由に描き、
アートを身近に感じよう！

吉田花子（画家）　横山杏奈（チャイルドカ
ウンセラー）　 9月9日（必着）
第3回「だれでも製本家　～本の形に仕立て
よう～」　10月14日（土）
本のデザインを考え、和綴じにしよう！

佐藤真紀（ブックバインダー）　 9月30日
（必着）

■pipioといっしょにおはなしとあそびのじ
かん「山のぼり大作戦！」
8月6日（日）　1階ライブラリー〈ほんとわ〉

関 連 企 画

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/

清川泰次　季節の情景
8月5日（土）～12月3日（日）

宮本三郎の顔・貌（かお）
FACES in Saburo Miyamoto’s Art
8月5日（土）～12月3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

展覧会

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/

洋画家・向井潤吉（1901-1995）が、長年愛したアトリエ兼住居を
美術館として改装し、1993年に開館しました。雑木の繁る、緑豊か
な庭を眺めながら、民家のある風景を描いた向井潤吉の足跡を辿る
ことができます。

独自の抽象画の世
界を探求し、立体作
品や様々なデザイン
も手がけた清川泰次
（1919-2000）のア
トリエ兼住居を一部

改築し、2003年に開館しました。区民ギャ
ラリーを併設しています。

洋画家・宮本三郎
（1905-1974）が制
作の拠点とした地に、
2004年に開館しま
した。講座室では、講
演会やワークショッ

プ、コンサートなどを開催しています。

1950年代から1960年代にかけて、
向井潤吉は民家を描くことに対する意思を
かため、精力的に日本各地を巡りました。フ
ランスを再訪して出会った西洋の建物や風

清川泰次が1950年代に制作した絵画作品
を中心に、季節を主題とした油彩画の数々
をご紹介します。色
彩豊かな色面といく
つもの線により表現
された、清川泰次に
よる季節の情景をご
覧ください。
■ギャラリートーク
10月21日（土） 11:00～

宮本三郎が描いた
「顔」に注目し、素描
作品もまじえて展示
します。
■ギャラリートーク
11月18日（土） 11:00～

©宮本和義

©宮本和義

©宮本和義

《（鏡の前の婦人像）》
1945年-1948年頃

《早春-56》1956年

山や自然と仲よくなれる絵本の時間、着る
物・持ち物を身につけて山登りする「のぼり
人形」を作る工作の時間が各3回。
おはなし 11:00～、13:00～、14:30～
工作 11:30～、13:30～、15:00～
※各約30分　※工作は材料がなくなり次第終了　

pipio（武本佳奈絵＋平澤朋子）　 4歳～
（3歳以下も保護者同伴で参加可）　 各回
当日先着15名　 おはなし：無料 工作：
100円

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。

一 般200（160）円／高 校・大学生150
（120）円／65歳以上100（80）円、小・中学
生無料　
※（　）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）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ワークショップ  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■  ライブラリー〈ほんとわ〉 ■ ■ ■ ■ ■

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～9月18日（月・祝）  
　　　　   山へ！ to the mountains展
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→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

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
8/8～13 大人の造形と油絵展
8/15～20 子どもの創造画展
8/22～27 下条孟原画展「沖縄の海」 

※ 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）

8月9日（水）、10日（木）、11日（金・祝）
13:00～16:00（随時受付・事前申込み不要）
身近な素材を貼り合わせて、カラフルな顔ブ
ローチを作ります。

外村友紀（造形作家）　
どなたでも　 1回100円

9月16日（土） 13:30～17:00（開場13:00）
カミーユ・サン=サーンス作曲のオペラ「サム
ソンとデリラ」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）　 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

サマー・ワークショップ
かおかおブローチをつくろう！

世田谷美術館は、改修工事のため
平成29年7月3日（月）より来年1月12日（金）まで
休館いたします。 ※レストランおよびカフェも休業
分館は通常通り開館しております。

休館の
お知らせ

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

「視覚障害者の美術鑑賞」をテーマに、11年に

ミュージアム・セッション2017
トーク「手で見る世界、その豊かさの先へ―
11年間のレクチャーシリーズを振り返る」
8月2日（水） 14:00～16:00（受付・開場13:30）

三軒茶屋キャロットタワー
5階   セミナールーム（世田谷区太子堂4-1-1）

渡って紹介してきたヨーロッパの「触察本」づ
くりの先進事例を振り返り、世界を「見る」＝
理解する方法についての豊かな考え方と、現
場で展開する課題をあらためて探ります。

岩崎清（ギャラリーTOM副館長）、聞き手：
塚田美紀（当館学芸員）  当日先着90名  500
円（障害者とその介助者は無料）   世田谷美術館
まで（10:00～18:00、ただし月曜日は対応不可）

景も含め、向井が描いた様々な作品をご紹
介します。
■ギャラリートーク
9月16日（土） 11:00～

■山×身体　ことばとからだ
「やまはこれ“からだ”」
8月29日（火） 10:30～15:30　１階文学サロン
世田谷区内の大学と連携し、自然や山をテー
マに身体で表現します。

日本女子体育大学　ダンス・プロデュース
研究部　 小学生　 30名　 無料　 8月
8日（必着）　 往復ハガキ（P3記入方法参照、
年齢も明記､連名可）で当館イベント担当へ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
山へ！

to the mountains展
開催中～9月18日（月・祝）　2階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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
開催中～9月18日（月・祝）　1階展示室

    ●世田谷文学館コレクション展　●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。

●募集期間　9月1日～12日（必着）
●募集部門・選考委員
　詩 ……… 三田洋・渡辺めぐみ
　短歌 …… 草田照子・佐佐木幸綱　
　俳句 …… 高橋悦男・西村和子
　川柳 …… おかの蓉子・速川美竹
　随筆 …… 鴻巣友季子・堀江敏幸
詳細は 世田谷文学館

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.35

田部井淳子　©タベイ企画 『孤高の人』
　©坂本眞一／集英社

石川直樹

《聚落》
［山形県東田川郡朝日村田麦俣］

1966年

向井潤吉1960’s　民家遍歴
8月5日（土）～12月3日（日）

展覧会

世田谷文学賞作品募集！

ギャラリートーク
各分館にて担当学芸員による作
品解説を行います（20分程度）。
参加費無料（観覧料別途）、事前
申込み不要
※ 日時は、各分館の情報欄をご覧くだ

さい

世田谷美術館分館マップ

〒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/世田谷美術館 Art

〒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・休日の場合は翌平日）　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館
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会員先行発売・割引対象（前売のみ）

出場バンド
募 集

▲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）

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/

午後の音楽会
ソプラノ塩田美奈子
のおはなしオペラ
平日午後のひととき、おはなし
で綴るオペラ・アリアで

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

リサイタル、室内楽な
どまさに第一線で活躍
し続けている日本が誇
る山崎伸子。今秋、そ
の音楽の豊かさを地元
世田谷で披露します。

恒例となった、大人気のバンドバトルを今年も開催！
熱く激しい戦いが繰り広げられます。
出場するアマチュアバンドを大募集！

発表を目的とした全4回のゴスペル・
ワークショップを実施します。楽器はあ 
なた自身！この 
世 田 谷でゴス 
ペルに挑戦 し 
てみませんか？夜の外出が難しい方たちに向けた平

日午後の演奏会です。ゆったりと音楽
をお楽しみください。山崎伸子（チェロ）、

加藤洋之（ピアノ）
R.シュトラウス：チェロ・

ソナタ ヘ長調 op.6、
ドビュッシー：チェロ・
ソナタ ニ短調 他

 3,000円　
一般 3,500円　

　※未就学児入場不可

〈応募期間〉 8月1日（火）〜9月20日（水）
〈資格〉•メンバーに世田谷区在住もしくは在学や在勤者
がいること　•全員がアマチュア
であること　•メンバーの平均年
齢が35歳以上であること 他
〈大会概要〉
◦第一次予選　音源審査
◦第二次予選　ライブハウス演奏
　（10/28、10/29、11/3、11/4、11/5）
◦最終予選　ライブハウス演奏（12/9）
◦決勝大会　2018年2月18日（日）　
　世田谷区民会館　※審査員および観客による審査
審査員 湯川れい子（音楽評論家） 他
※詳細は順次、HP・チラシ等でお知らせします

塩田美奈子（ソプ 
ラノ）、伊藤美佐（ソ
プラノ）

語りとアリアによる 
「おはなしオペラ」  他

 2,800円　
一般 3,000円　

　※未就学児入場不可

募集期間 8月25日（金）～9月25日（月）
ワークショップ ①火曜（夜コース）、
②木曜（夜コース）、③土曜（午前コース）
いずれかに参加（全4回）
リハーサル 12月15日（金）夕方～夜
本番 12月16日（土）　世田谷区民会館
参加費 8,000円（別途ゴスペルローブレン 
タル費2,000円）
※募集詳細は本紙8/25号または8月中旬頃に
HPをご覧ください

山崎伸子 
チェロ・リサイタル

せたがや
バンドバトル

Let’s Sing ゴスペル！
2017 

10月9日（月・祝） 15:00　成城ホール

11月8日（水） 14:00　成城ホール

山崎伸子　©武藤章

室内楽シリーズ 8/3（木）発売
開始

塩田美奈子加藤洋之

野村萬斎が進行役となり、ゲストとトーク＆パフォーマンスを
繰り広げる人気シリーズ。今回は学者・三浦佑之と漫画家・
こうの史代とともに、古事記を紐解きます。

野村萬斎　三浦佑之　こうの史代　  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

『MANSAI ◉ 解体新書 その弐拾七』

8/13 1514 1617181920

14:00
16:00
18:00
19:00

13:00

27212223242526

＝視覚障害者のために舞台説明会あり　
　（劇場まで要申込み・無料）

休
演

休
演

＝終演後ポストトークあり　
　出演・小山ゆうな　柄本時生　篠山輝信
　※開催回のチケットをお持ちの方がご参
　加いただけます

ドイツの最先端戯曲、日本初演！少年2人の思
い出の夏には、狂気と切なさがつまってる……

身が宙を舞い塔になる、人間の限界を軽やかに飛び越
える！総勢22名がおりなす、ダイナミックで美しいア
クロバット！フランスを拠点に活動し世界中で人気を
集めるカンパニーXY、日本初公開となる
最新作『夜はこれから』待望の上演です。

原 ヴォルフガング・ヘルンドルフ　
上演台本 ロベルト・コアル　翻・演 小山ゆうな

柄本時生　篠山輝信　土井ケイト　
あめくみちこ　大鷹明良　

 6,300円　一般 6,500円　高校生以下 
※1・U24 3,250円　友達割引（高校生以下2枚）  
6,000円※1　友達割引（高校生以下3枚） 9,000
円※1　親 子 ペ ア（一 般1枚+高 校 生 以 下1枚） 
8,800円※1　※1公演当日劇場ロビーにて年齢確認でき
るものを要提示、前売のみ取扱い　※未就学児入場不可

演出・振付・出演 カンパニーXY
 おとな 3,000円　こども（4歳〜高校生） 1,500円　

おとな 4,000円　こども・U24 2,000円　

チック

カンパニーXY『夜はこれから』

7月29日（土）・8月1日（火）
シアタートラム

10月20日（金）～22日（日）   世田谷パブリックシアター

8月31日（木）～9月3日（日）　世田谷パブリックシアター

8月23日（水） 19:00　世田谷パブリックシアター

8月13日（日）～27日（日）  シアタートラム

〒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 ※各公演ごとに年齢制限が異なりますので詳細はお問合せください

8月4日（金）～6日（日）　シアタートラム

8月19日（土） 15:00・
20日（日） 14:00

世田谷パブリックシアター

劇団かかし座『Wonder Shadow』

『日野皓正presents 
“Jazz for Kids”』

脚本・構成・演出 後藤圭　 石井世紀　櫻本なつみ　
梅原千尋　伊藤篤志　  おとな 3,800円　
一般おとな 4,000円　こども（3歳〜小学生）1,500円　
親子ペア 5,000円　問 劇団かかし座　☎045-592-8111 

『NEVERENDING STORY〜まちがいのコンドルズ〜』

構成・映像・振付 近藤良平　 コンドルズ　  S席 4,700
円　一般 S席 5,000円　A席 3,000円　4歳〜高校生・
U24  S席 2,500円　A席 1,500円　親子ペア 6,000円 

子どもとおとなのための◎読み聞かせ

『お話の森』
ROLLY（7月29日14:00（小学校高学年以上向け）

／18:30新企画「音楽の森」ソロライブ）、野村萬斎（8
月1日14:00／17:00（4歳以上向け））座席エリア：子供席

（4歳～高校生のお子様・お子様と一緒の大人）　大人席（大人
のみでご入場の方）　  割引
なし　おとな 2,500円　4歳〜
小学生 500円　中学生高校生・
U24 1,250円　※「音楽の森」ソ 
ロライブのみおとな 3,500円　U24 
1,750円　小学生～高校生 上記と
同じ

影絵のふしぎをつめこんだ、影絵実験エンターテイメント!

日野皓正と世田谷区立中学生のジャズビッグ
バンドによる、大迫力のコンサート

間違いの喜劇、まちがいの狂言、そして今度は『まちがいのコンドルズ』!?

アーティストの個性あふれる絵本の読み聞かせ。
毎夏恒例企画に、野村萬斎・初登場

撮影：江森康之

撮影：Christophe Raynaud de Lage

8月19日（土）『日野皓正 Quintet 
Live』
8月20日（日）『Dream Jazz Band 13th
Annual Concert』 

日野皓正（Tp）
Dream Jazz Band 他

 おとな 4,300円
一般おとな 4,500円　
4歳〜高校生・U24 2,250円　
2公演セット券 おとな 8,000円　
4歳〜高校生 4,000円    

14:00
15:00

8/19 20

7/29（土）
一般  7/30（日）

発売
開始

2221

19:30
15:00

10/20

せたがやこどもプロジェクト 2017

18:30

14:00
17:00

7/29 8/1 ＝ROLLY（小学校高学年以上向け）
＝ROLLY「音楽の森」ソロライブ
＝野村萬斎（4歳以上向け、大人席は枚数限定）
※子供席をお求めの大人の方は、当日お子様と一緒にご入
場ください　※全回、4歳未満のお子様入場不可　
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です

※2歳以下のお子様入場可。お席が必要な場合はチケットを
お求めください　
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です　

65

19:00
14:00

8/4

＝終演後にバックステージツアーあり

＝終演後に、バックステージツアーと手影絵にレクチャー
　を組み合わせた「影絵体験ステージ」あり

影絵工作ワークショップ　8/5（土）11:00～、8/6（日）11:00～

※4歳未満のお子様入場不可
※9/2（土）13:00と9/3（日）14:00の公演
は0歳児から入場可能、0～3歳はひざ上可。
周りのお客様にご配慮ください
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です

3

18:00

13:00
14:00

19:00

8/319/1 2 ＝0歳～入場可

撮影：牧野智晃

第6回 

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

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

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）

　
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。

音  楽  事  業  部  主  催 
発売中音 楽 宮川彬良のせたがや音楽研究所 #8

～来たれ！「劇伴道場」～
9/16（土） 17:00
世田谷区民会館

NHK朝の連続テレビ小説『ひよっこ』の音楽で活躍中のアキラ所長が、台本から作られ劇中で使わ
れる音楽「劇伴（ゲキバン）」をテーマに分析。脚本家・岡田惠和氏とタッグを組んだ朝のドラマで
は、どのような経過をたどって「ゲキバン」が作られたのか、その仕組みや楽しみ方に迫ります！

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　岡田惠和（「ひよっこ」脚本家）　吉田圭介（INSPi）　引地洋輔（RAG FAIR）　
ダイナマイトしゃかりきサ～カス　せたがや音楽研究所オーケストラ＆合唱団　  2,800円　一般 3,000円

未就学児
入場不可

演 劇 SACミュージカル『クラウディア』9/23（土・祝）・24（日）

原作・演出・構成・振付 渡部朱美　 SACメンバー 他
 割引なし　一般 1,200円 （小学生以下・幼児無料、SAC事務局のみ取扱い） 

車椅子スペース 900円（定員あり、要予約、付添者1名は無料、申込みは公演日の3日前正午までに まで）
SAC事務局　☎070-6985-3933

 8/4（金）
一般 8/5（土）

発売
開始

シアタートラム

13:00
15:00
18:00

9/23 24

発売中音 楽 せたがやジュニアオーケストラ　
オータムコンサート

10/1（日） 14:00
世田谷区民会館

定期演奏会へ向け、4月から始めた練習の中間発表の場としてのコンサートです。
楽器体験コーナーなど、参加して楽しめるイベントもご用意しています！

阿部未来（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ　
W.A.モーツァルト：交響曲第25番 ト短調 K.183 第1楽章　レスピーギ：交響詩「ローマの松」より第4部

「アッピア街道の松」　L.モーツァルト：おもちゃの交響曲 他　 500円　※未就学児入場可。ひざ上のみ無料

演 劇 イキウメ『散歩する侵略者』10/27 （金）～
11/19（日）

前川知大
浜田信也　安井順平　盛隆二

森下創　大窪人衛 他
 4,700円　一般 4,800円

当日 5,000 円　
イキウメ　☎3715-0940

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

 8/13（日）
一般 8/19（土）

発売
開始

10/2728293031

14:00
18:00
19:00

13:00

11/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 141516171819

＝収録のため客席にカメラが入ります

休
演

休
演

休
演

舞 踊 『花粉革命』5/5（金・祝）～7（日）演 劇 『聖獣 live with a Sun』　10/12（木）～15（日）

1917

15:00
14:00

19:00

183/16

振付・演出 平原慎太郎　
平原慎太郎　柴一平　東海林靖志　佐藤琢哉　浜田純平　薬師寺綾　町田妙子　

小松睦　高橋真帆　渡辺はるか
 3,800円　一般 4,000円／当日 4,500円　18〜24歳 2,500円／当日 3,000円　

高校生以下 1,500円／当日 2,000円　（12日プレビュー　一般 3,000円／当日 3,500円）
オルガンワークス　☎070 -1409-0478（平日10:00～18:00）

5/12131415161718

18:30
14:30 休

演

 7/28（金）
一般 7/29（土）

発売
開始

「ステージでうたおう！」せたがや音楽研究所 合唱団 出演者募集！ 7/31（月）締切間近！ ※応募詳細は出演者募集チラ
シまたはHP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 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

ワークショップ参加者募集

10/12

15:00
18:00
19:00

14:00

13 1415

＝プレビュー公演

遊びと学びの子どもプロジェクト2017事業 世田谷区制85周年記念事業
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「山の日」にあわせて、世界の山深い地域の生
活を記録した映像を一挙上映します。春山に
山菜を摘み、夏山に羊を放ち、秋山に穀物を
刈り、冬山に獣を追う――。山のふところに
生きる人間の営みにふれる上映会です。

50名　 無料　 不要、直接会場へ
［上映作品］「西米良の焼畑」（43分／1984年
／民族文化映像研究所）、「アカ族の米づくり　
タイ山地民」（15分／1984年／国立民族学
博物館）ほか計8本

クライム・エブリ・マウンテンvol.1
「ミャオ族の刺繍と暮らし」展

プレイベント
山の映画祭「山々の人々の日々」

8月11日（金・祝） 13:00〜17:00
※途中休憩あり　生活工房5F

さんの人気絵本『ぐぎがさんとふへほさん』
の原画19点をメインに、「へびのこ」の一年
を描いた『野をこえて』の原画も全点展示し
ます。海に釣りに出かけるぐぎがさんとふへ
ほさん、四季を旅するへびのこのように、ぜ
ひ夏休みの一日に、絵本原画をとおして冒険
の旅にお出かけください。

無料

キャロットタ
ワーの春と秋
の風物詩とし
てお馴染みと
なった「世田谷
アートフリマ」。
本展はアート
フリマとゆかりのある、様々な作家が集う
グループ展です。� 無料

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
8月8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

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
（入退場自由）。�� 無料  不要、直接会場へ

がっしりおもい
「ぐぎがさん」
と、ふわふわか
るい「ふへほさ
ん」。ふたりがく
らす家では、い
つもなにか不思
議なことがおこります――。にしむらあつこ

軽度の知的障害のある小・中学生で付添者
の同伴が可能な方　 抽選25名　 1,000円

障害の内容も明記　 8月23日（必着）

軽度の知的障害のある高校生相当以上で教
室開催中付添者の同伴が可能な方　 抽選
10名　 2,500円　 障害の内容も明記し、
当財団へ　 8月21日（必着）

①ペンギン水泳教室   10月3日〜11月21
日   毎週火曜   ※除外日あり 18:00〜20:00

（全7回）   烏山中学校温水プール
②マンボウ水泳教室   10月14日〜2018年
5月   原則毎月第2・4土曜 13:00〜15:00（全
14回）   太子堂中学校温水プール
③ラッコ水泳教室   10月7日〜2018年5月   
原則毎月第1・3・（5）土曜 14:00〜16:00（全
14回）   玉川中学校温水プール

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、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　 抽
選①10名②20名程度③10名程度　 ①高校
生相当以上4,000円、中学生以下1,700円②
③高校生相当以上8,000円、中学生以下3,400
円　 障害の内容も明記し、当財団へ　 8月
21日（必着）　※参加の可否について、事前に個
別面談を行います

■バドミントン競技　①8月27日（日）②9
月3日（日）③9月10日（日）   総合運動場体育館

①中学生②一般③高校生　 区バドミ
ントン協会・安藤（〒157-0074 大蔵5-8-6 ☎
3415-0692）へ　 ①8月11日②8月18日③
8月25日（必着）
■ゲートボール競技（第64回秋季GB大会）
9月7日（木） 9:00〜　総合運動場陸上競技場

2,000円／チーム　 区ゲートボール
協会・村石（〒154-0017 世田谷1-23-3 ☎
3439-1108）へ　 8月21日（必着）
■バスケットボール競技（一般の部）　9月
17日（日）〜10月22日（日） 9:00〜   総合運動場
体育館 他　 6,000円（区協会未登録団体は別
途登録料）　 8月6日（日）のみ要登録（審判講習
会）   http://sbba-net.jimdo.com/   区バ
スケットボール協会・藤田（☎090-2726-9489）
■軟式野球競技　9月18日（月・祝）〜10月
8日（日）　二子玉川緑地運動場 他   区軟式
野球連盟登録チーム　 7,000円／チーム　

FAX、メール　 事務局・武井 （ 3416-
2985）　 8月9日（必着）
■剣道競技（個人戦・団体戦）　9月24日（日） 
総合運動場体育館　 区在住・在勤・在学・
区連盟会員　 有　 区剣道連盟・衛藤

（☎090-9140-2494）   8月10日（必着）
■空手道競技   10月1日（日） 9:00〜   総合
運動場体育館 他   ※詳細はお問合せください

電話で区空手道連盟・鶴見（☎090-
2659-3142）へ　 8月11日（必着）　
■ソフトテニス競技　9月3日（日）〜11月
19日（日）　総合運動場テニスコート　［種目］
①ミックス・ファミリー大会②小学生個人③
小学生団体④SG一般・壮年Ⅱ部・らくらく⑤
シニアⅡ部団体⑥小学生選抜　 区ソフト
テニス連盟・山根（〒154-0004 太子堂5-17-
15 ☎3410-7886）　 ①8月3日②③8月22
日④⑤8月25日⑥10月20日（必着）
■弓道競技　9月3日（日） 9:00〜　総合運
動場弓道場　［種目］中学生・高校生・一般

500円　 ハガキかFAXで区弓道 連
盟・藤田（〒158-0087 玉堤1-3-13-303 
3705-5275）　 8月24日（必着）

■初心者・初級者ゴルフ教室   ①千歳の
部　9月5日〜10月31日   毎週火曜   ※除外
日あり 14:00〜15:30（全8回）   千歳ゴルフセ
ンター   ②成城の部   9月9日〜10月28日  毎
週土曜 18:00〜19:30（全8回）   ニュー成城ゴ
ルフセンター   いずれも18歳以上   抽選
各10名   いずれも20,000円   ①8月25日

（必着）②8月5日（必着）
■ジュニアゴルフ教室   9月16日〜11月4
日   毎週土曜 16:00〜17:30（全8回）   成城ゴ
ルフクラブ   小学3年生〜中学3年生   抽
選14名   12,000円   9月4日（必着）

■ショートテニス教室   9月2日〜10月7日   
毎週土曜   ※除外日あり 19:00〜20:30（全5
回）   梅丘中学校体育館   小学生以上    抽
選40名   3,000円、中学生以下1,500円

8月14日（必着）
■卓球教室   9月5日〜10月3日   毎週火曜 
19:00〜20:30（全5回）   城山小学校体育館

小学4年生以上   抽選30名   3,000円、
中学生以下1,500円   8月14日（必着）
■生涯健康づくり体操教室   9月7日〜
12月21日   毎週木曜   ※除外日あり 19:00〜
20:30（全12回）   松丘小学校体育館   55歳
以上   抽選50名   3,000円   8月14日

（必着）

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）　 ハガキかFAX（上記申込
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）

8月23日（必着）

［総合監修］別府健至（日本体育大学陸上競技
部 前駅伝監督）　 中学生以上　 抽選200
名　 7,000円　 8月18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　※子ども1名
につき1通　 無料　 8月14日（必着）

小学生と保護者　 抽選各回10組20名
無料　 ハガキかFAX（上記申込方法参

照、希望時間を明記）で千歳温水プール管理事
務所（〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-3911 

3789-3912）へ　 8月4日（必着）

小学4年生以上  先着20名  大人110
円、小・中学生50円　 直接会場へお越しく
ださい（教室開始30分前より受付開始）。　

八幡山小地域体育館開放事務室（〒156-
0056 八幡山1-14-1 ☎3302-0800）

 ゴルフ教室

  各種スポーツ教室

 世田谷246ハーフマラソン
公式サポートイベント
ランニングクリニック

9月16日（土）、23日（土・祝）、30日（土）、10月7日（土）
9:30〜11:30（全4回）  総合運動場陸上競技場

 親子スポーツ観戦デー
2017明治安田生命J1リーグ   第25節

FC東京   VS   セレッソ大阪
9月9日（土） 19:00キックオフ

味の素スタジアム   席はFC東京側ホーム自由席

 千歳温水プール夏休み特別企画 
親子施設探検隊

8月24日（木） 1回目10:00〜12:15
　　　　　　2回目13:15〜15:30

スポーツ吹矢教室
毎週月曜日 16:15〜18:15   八幡山小地域体育館

スポーツ教室

イベント

大　会

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

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

世田谷アートフリマ
「つながり展2017」

9月2日（土）〜10日（日）
9:00〜20:00（最終日は17:00まで）
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

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
平日水曜日 14:00〜15:30　2Ｆ八角堂

7月29日（土）〜8月27日（日）
9:00〜20:00　会期中無休

3F生活工房ギャラリー　

にしむらあつこ絵本原画展
「ぐぎがさんとふへほさん」

  わくわくサッカー教室
9月10日（日）、16日（土）、23日（土・祝）、30日（土）
9:30〜11:00（全4回）   池尻小学校第2体育館

  いきいきリズム体操
9月24日〜11月19日　隔週日曜

13:30〜15:00（全5回）   千歳温水プール集会室

  障害児（者）水泳教室

第67回 世田谷区民体育大会

『ぐぎがさんとふへほさん』原画

世田谷アートフリマ vol.28
出展者募集！

【開催日】9月9日（土）・10日（日）
11:00〜17:00   【開催場所】生活工房3〜5F

夏の子どもワークショップ 2017
往復ハガキ（P3記入方法参照、いずれも氏名にふりがな・性別・
学校名・学年・　は希望日も明記）で各締切日までに生活工房へ。

1 第5回 世田谷区芸術アワード“飛翔”受賞作品展　関連企画
    世田谷を“はかる”プロジェクト2017
8月12日（土） 10:00〜16:30　生活工房4F
建築家の使用する道具にふれ、“はかる”を知る・使う・デザイン
する、3つのステップから世田谷のまちを再発見するワークショッ
プ。地図上で三角スケール（縮尺定規）を使い、お気に入りの場所
へのちかみちを見つけ、“はかる”をとおして、自分たちの住むまち
について見つめ直してみよう。

吉川美鈴+川上恭輔（世田谷を“はかる”プロジェクト）　 小
学3年生〜中学生　 抽選20名　 1,000円（三角スケール付）　

7月31日（必着）

2 夏のNEWSなアニメーション in NHK技研
8月21日（月）・22日（火） 10:00〜17:00　各1日完結

【会場／共催】NHK放送技術研究所（砧1-10-11）
映像と放送のしくみを体験しよう。前半は夏のおもしろニュース
を考えて、チームで効果音付のコマ撮りアニメーションをつくりま
す。後半は、放送スタジオで番組収録を行い（出演者、スタッフ両
方を体験!）、最後に保護者をまねいての上映会も行います。

小柳貴衛（東京工芸大学助教）　 小学3年生〜中学生　 各日抽選20名　 各日500円　
8月7日（必着）

3 おはなしいっぱい
8月23日（水） 11:30〜15:00、
      24日（木）・25日（金） 11:00〜15:00　生活工房4F
おはなし会の夏フェス!�手あそび・読み聞かせ・パネルシアター
など、おはなしをおもいきり楽しむ3日間です。午前は幼児向け、
午後は小学生向けのプログラムを予定しています。
※詳細はHPをご覧ください　 幼児〜小学生（親子でも参加可、幼児は保護者と参加）　 無料　

不要、直接会場へ　【共催】世田谷おはなしネットワーク

『野をこえて』表紙原画

「ぜんまい小屋のくらし」　©民族文化映像研究所

1・2 の申込方法

過去の展示風景

ふれあいボウリングスクール
9月2日、16日、30日　隔週土曜

10:00〜11:30（全3回）　オークラランド

2

生 活 工 房 Des ign
凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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/

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

〒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/

遊びと学びの子どもプロジェクト2017事業
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