
次回（10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/
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世田谷文学館
世田谷美術館
世田谷パブリックシアター
音楽事業部
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ノーベル文学賞受賞作家 ハロルド・ピンターの傑作戯曲が今秋シアタートラムに登場！

シアタートラム

人気・実力の演出家 森新太郎と
三人の魅力あふれる俳優が挑む

究極の不条理劇

管理人
11月26日

詳細は4面へ

日 12月17日日
作ハロルド・ピンター　 翻訳 徐賀世子　 演出 森新太郎　
溝端淳平　忍成修吾　温水洋一

 

から

The Caretaker

世田谷区民会館

Let's Singゴスペル！
世田谷からはじまるゴスペルのハーモニー

日本ゴスペル界の第一人者・亀渕友香監修のグループレッスンを経て、「この世田谷から、ゴスペルを通じて
歌う喜びを発信！」をキーワードに、ワークショップの成果発表を兼ねたスペシャルなコンサートを開催します。

with ワークショップクワイア2017コンサート

監修 亀渕友香　
中山栄嗣　岩崎ひろき　のはらヒロコ

   The Voices of Japan（VOJA）　Kaho（ピアノ）
   Let’s Sing ゴスペル！ワークショップクワイア
曲 Oh Happy Day ／きずな 他

2,000円　※未就学児入場不可　 　
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　☎5432-1535 発売開始

10/5（木）

日韓文化交流企画
世田谷パブリックシアター  ＋ 兵庫県立芸術文化センター

ペール・ギュント

詳細は4面へ

12月16日 15:00土

12月6日 −12月24日水 日

原作 ヘンリック・イプセン　
上演台本・演出 ヤン ジョンウン　

浦井健治　趣里 　ユン ダギョン　 マルシア 他

世田谷パブリックシアター

韓国演劇界をリードする気鋭の演出家ヤン ジョンウンのもと
日韓キャストの共演で不朽の名作が生まれ変わる

Peer Gynt 페르 귄트

“世田谷芸術百華”とは、9月から11月の期間中に、美術館（分館）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。世田谷区、せたがや文化財団、区内の文化関係団体などが連携し、区民が気軽に文化・芸術に
ふれる機会の充実や、文化・芸術活動の輪を広げています。

“お散歩しよう　アートで彩る　せたがやの秋”



予告

10月29日（日） 10:00～15:30

子ども文学館ワークショップ
くんくん 旅

たびんちゅ
人＠世田谷文学館

－自然と書籍の匂いを楽しもう－

集合：蘆花恒春園内サービスセンター前
解散：世田谷文学館１階ライブラリー

2017年9月25日2

小・中学生は土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。
●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

澁澤龍彥 ドラコニアの地平
フランス文学者であると同時に、翻訳、評論、エッセイ、小説と多彩な執筆活動を展開した
澁澤龍彥（1928-1987）。没後30年を迎える本展では、今なお幅広い読者をもつ綺想の作
家の創作と足跡をあらたな視点から総覧します。
サドをはじめとする異色の文学を出発点とする澁澤は、広大な書物の渉猟から多くの作品を
生みだし、1960年代以降の日本の芸術文化に影響を与えました。澁澤独自の文学表現活
動を「澁澤スタイル」と位置づけ、転機となったエッセイ集『夢の宇宙誌』、代表作『高丘親
王航海記』など300点を超える草稿・原稿や創作メモ類の自筆資料、愛蔵の美術品やオブ
ジェ、和洋の蔵書などから、その表現活動の背景と博物誌的世界の魅力に迫ります。

展示替えのため、右記の期間は展示室を休室します ▶ 企画展：10月6日まで　コレクション展：10月6日まで

自宅応接間の凸面鏡に映る澁澤　1976年
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　※10月13日（金）は65歳以上無料

　　　　　　　　
1連続講座　「夢と綺想の球体　澁澤龍彥」（後期）

関 連 企 画

『月世界探検記』で世田谷に
ロケット基地を出現させた
日本SFの祖・海野十三は
じめ、世田谷文学館には日
本SFの歴史を物語るコレク
ションがあります。本展で
は、初公開の特撮映画の台
本ほか、魅力ある収蔵資料の
数々をご紹介します。

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　※企画展チケットで観覧できます

（企画展開催中のみ）

目で読む本、目で見る自然に慣れた日常から、匂
いに着目して、今まで気づかなかった本の世界、
自然の世界を匂いから体感し、個々が感じるそれ
ぞれの特徴や想像、記憶回想される感覚、世界を
言葉にして紡いでいきましょう。

井上尚子（アーティスト）、白須未香（東京大学
ERATO特任助教）　 小学3年生以上（小学生まで
は保護者同伴可）　 抽選30名　 無料　［持物］
弁当、水筒、筆記用具、動きやすい服装、靴（サン
ダル不可）、帽子　 往復ハガキ（参加者全員の名
前、フリガナ、性別、ご住所、生年月日を明記）で
当館「くんくん旅人」係まで　 10月15日（必着）

各回抽選150名　 各回500円　 往復ハガキにて、①講座名（連続講座の場合は開催日・講師
も）②参加者全員の氏名・住所・電話番号③返信面に氏名・住所を明記（連名の場合は代表者のみ）
のうえ、世田谷文学館「澁澤龍彥展関連催事」係までお申込みください（1開催日につき1枚、２人まで
連名申込み可）。応募者多数の場合は抽選。

2澁澤龍彥をめぐるトーク「榎本了壱×四谷シモン」
11月12日（日） 14:00～15:30　1階文学サロン　
近年、澁澤龍彥の長編小説『高丘親王航海記』全文を繪巻、圖繪、書写で表現した榎本氏と、1960年代か
ら澁澤と交流の深かった四谷氏によるトークイベント。

榎本了壱（アートディレクター）、四谷シモン（人形作家）　 10月29日（必着）　

3サロン展示「榎本了壱コーカイ記」
10月7日（土）～12月17日（日）　
1階文学サロン　
アートディレクターの榎本了壱氏が2016年に発表
した『高丘親王航海記』をもとに制作した圖繪、書写
の一部をご紹介します。

どなたでもご利用いただけます　 無料

4澁澤龍彥セレクト書店
12月9日（土）・10日（日）　
10:00～17:00　1階ロビー
澁澤龍彥をテーマにした古書市を開催します。
世田谷松陰神社前の古書店「ノストスブックス」
店主のセレクションによるドラコニア・ワールド
をお楽しみください。

①10月21日（土）　 巖谷國士（仏文学者・本展監修者）　 10月7日（必着）
②10月28日（土）　 養老孟司（解剖学者・東京大学名誉教授）　 10月14日（必着）
③11月4日（土）　 池内紀（独文学者・エッセイスト）　 10月21日（必着）

各回14:00～15:30　1階文学サロン

　澁澤氏の歿後三十年、著作はい
まも若い読者にひろく受けいれら
れていると聞きおよびます。それ
は澁澤氏の文業が活発に生きつづ
けている証拠ですが、しかし、そ
こには、未知の魅力が手つかずの
まま残されているのではないか。
世田谷文学館でそのような観点に
立って、澁澤氏の業績に精通され
た講師をお招きして、連続講座を
開催することになりました。多数
の方々にご来場を頂いて、澁澤氏みずから「ドラコニア」と名づけたその文学世
界の全貌を、いっそう広く深く考える機会を作り出したいと念願しております。

※当館催事により展示スペースをご覧いただけない場合もあります

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

10月7日　 ～12月17日　  2階展示室土 日

世田谷文学館　館長　菅野昭正

書斎　撮影：原田寛
「高丘親王航海記」
1987年 文藝春秋

『月世界探検記』所収の
海野十三『18時の音楽浴』
（ラジオ科学社 1939年）

ドイツ、ベルリン動物園 サイの前で
1970年9月

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SF・再始動

10月7日（土）～2018年4月8日（日）予定　1階展示室

▲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）

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　10月7日（土）～12月17日（日）   
　　　　  澁澤龍彥　ドラコニアの地平
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500円　小・中学生300→250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　☎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

会員割引対象
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9月30日（土） 14:00〜15:30（開場13:30）
デジタルが主流となった今、ふたたび新た
な視点でフィルム写真が人気を得ています。
創業81年の「ポパイカメラ」の3代目である 
石川芳伸さんに、カメラ愛好家と自由が丘の
変遷をお話しいただきます。

石川芳伸（「ポパイカメラ」専務取締役）

通常前売券よりもさらにお得な下記のチケットを販売中！

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

一般1,500（1,300）円／65歳以上1,200（1,000）円／高校・大学生900
（700）円／小・中学生500（300）円　

※（　）内は前売料金・20名以上の団体料金 　※前売券の発売は2017年10月5日（木）〜
2018年1月12日（金）まで。各種プレイガイドでお求めください　※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

エドゥアール・マネ《街の歌い手》
1862年頃

Bequest of Sarah Choate Sears in memory of her 
husband, Joshua Montgomery Sears 66.304
PhotographⓒMuseum of Fine Arts, Boston

ボストン美術館 パリジェンヌ展　時代を映す女性たち

〈早 割 ペ ア 券〉 2,000円　2枚セット　11月30日（木）まで販売
〈グッズセット券〉 1,500円　
※ パリのムーラン・ルージュをモティーフにした色鮮やかな

A5サイズのノートと一般前売券1枚のお得なセット　
　2,000枚限定
取り扱い
 展覧会公式ホームページ（ http://paris2017-18.jp/）、チ
ケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、CNプレイガ
イド、セブンチケット、楽天チケット

パリという魅力的な都市に生きる女性、パリジェンヌ。本展はボストン美
術館の所蔵品約120点によって、18世紀から20世紀のパリを体現して
きた女性たちの姿を紹介します。マネやドガが描いた女性像の絵画をはじ
め、豪奢なドレスや、写真など多彩な作品をお楽しみいただけます。

世田谷美術館は、改修工事のため 2017年7月3日（月）より来年1月12日（金）まで休館いたします。分館は通常通り開館しております。休館のお知らせ

［受　付］平成29年10月7日（土）、８日（日） 10:00〜16:00
　　　　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）
　　　　清川泰次記念ギャラリー　

［抽選会］平成29年10月15日（日）  受付10:00〜、抽選開始10:30〜
　　　　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）
詳細は受付時にご案内します　※世田谷美術館休館中のため、会場を変更しております。ご注意ください

区民ギャラリー利用申込受付 平成30年4月〜9月分の区民ギャラリー（世田谷美術
館／清川泰次記念ギャラリー）前期利用申込受付［作品受付］10月14日（土）、15日（日）10:00〜16:00　

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）　
※世田谷美術館休館中のため、受付場所を変更しております。ご注意ください

［応募資格］世田谷区内もしくは群馬県川場村に在住・在勤・在学のアマチュアの方
［展覧会］2018年1月13日（土）〜21日（日）ただし1月15日（月）は休館　
※詳しくは当館HP、世田谷美術館分館 他 せたがや文化財団施設、区役所、支所、出張所、図書館、区民センター
などで配布の要項をご覧ください　

世田谷美術館まで（火〜日曜日の10:00〜18:00。月・休　※ただし、月曜日が祝日の場合は翌日）

第 2 4 回  世 田 谷 区 民 写 真 展  作 品 募 集

世 田 谷  美  術  館  分  館
［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

［休館日］月曜日　※2月12日（月・振替休日）は開館、翌13日（火）は休館

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
開催中〜12月3日（日）

宮本三郎の顔・貌
FACES in Saburo Miyamoto’s Art
開催中〜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

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。

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。フランスに再訪して出会った西

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。

描かれた人物の内面すら
映し出す顔、観る人に場面
をさりげなく物語る表情。 
宮本三郎が描いた「顔」に注
目し、素描作品も豊富にま
じえて展示します。

■ギャラリートーク
11月18日（土） 11:00〜（20分程度）
担当学芸員による作品解説。
参加費無料（観覧料別途）、事前申込み不要

©宮本和義

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。

©宮本和義

©宮本和義

《（歌手）》1964年頃

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
10/3〜8 染・織・布の手仕事展　グループお針箱

10/9〜15 めぐる季節　第4回　たかはしたかこ染色
作品展　※10月10日（火）は休館

10/17〜22 60歳からの暮らし事

10/24〜29 花の王国

※ 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）

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.38　自由が丘と「ポパイカメラ」

－－今、アナログがおもしろい。

洋 の 建 物 や 風 景 も 含 め、向 井 が 描 い た
様 々 な 作 品 を ご 紹
介します。

《山間草炎》
［山形県東田川郡朝日村田麦俣］

1962年

《Lavender Poem-59》1958年

向井潤吉1960’s　民家遍歴
開催中〜12月3日（日）

展覧会 展覧会

■ギャラリートーク
10月21日（土） 11:00〜（20分程度）
担当学芸員による作品解説。
参加費無料（観覧料別途）、事前申込み不要

2018年1月13日（土）～4月1日（日）
予　告

通常前売券よりもさらにお得な下記のチケットを販売中！

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

11月18日（土） 14:00〜（受付開始13:30）
親子で楽しめる当館学芸員による展示解説と、

「かお」にまつわる絵本の読みきかせ他を行
います。

おはなしネットワーク　 どなたでも　
無料　※別途、展覧会観覧料が必要です　
事前申込み不要

10月29日（日） 14:00〜15:30
人物画を多く描いた宮本三郎。今回は、名画の
中の人物像を例に、解剖学の視点から絵画に
描かれる人体についてお話しいただきます。

布施英利（美術批評家・解剖学者）　
一般　 申込先着50名（9月25日より受付）　
500円　 下記参照

往復ハガキかメール miyamoto.event 
@samuseum.gr.jp（P2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

※利用案内は、当館HP、世田谷美術館分館、せたがや文化財団施設などで配布しています

〈講演〉
解剖学でみる「名画の中の人体」

子どもとおでかけ美術館2017

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/世田谷美術館 Art

会員割引対象



舞 踊

演 劇

大駱駝艦・天賦典式 創立45周年
 「超人」「擬人」

兵庫県立ピッコロ劇団第59回公演
 『かさぶた式部考』

9/28（木）～
10/8（日）

10/14（土）～15（日）

振付・演出・美術 麿赤兒　音楽 土井啓輔　ジェフ・ミルズ　
麿赤兒　村松卓矢　田村一行　松田篤史　塩谷智司　湯山大一郎　若羽幸平　

小田直哉　阿目虎南　金能弘　坂詰健太　荒井啓汰　我妻恵美子　高桑晶子　
鉾久奈緒美   藤本梓　梁鐘譽　伊藤おらん　齋門由奈　谷口舞 

 S席（1階・2階全席指定） 4,400円　一般 S席 4,500円／当日 5,000円　
A席（3階整理番号付自由席） 3,000円／当日 3,500円　

大駱駝艦　☎0422-21-4984（平日11:00～18:00）

秋元松代　戯曲『かさぶた式部考』【第十一回毎日芸術賞受賞】　
演出 藤原新平（文学座）　 平井久美子　原竹志　吉江麻樹　森万紀　亀井妙子　
杏華　森好文　木全晶子　今井佐知子　山田裕　三坂賢二郎　峯素子（遊気舎）　
木村美憂　孫高宏　野秋裕香　木之下由香　本田千恵子　吉村祐樹　橘義

 3,300円　一般 3,500円　大学・専門学校生 2,500円　高校生以下 2,000円
ピッコロシアター　☎06-6426-1940（9:00～12:00 ※月曜休館、祝日の場合は翌日）

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可
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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

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）

　
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 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

世田谷パブリックシアター

9/28 10/12930

19:30
15:00

10/5 86 7

19:30
15:00

『超人』

『擬人』

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　
※1申込みにつき1公演4枚まで

イキウメ　☎3715-0940

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
＝追加公演

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・構成・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）　※当日要年齢確認　 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

10/12

15:00
18:00
19:00

14:00

131415

＝プレビュー公演、終演後ポストトークあり

シアタートラム

10/14

14:00

15

撮影：細野晋司

撮影：久家靖秀

8月13日（日） 15:00～17:00
3年目の「台本をめぐるワーク
ショップ」では、同性婚をめぐ
る事例を題材とした作品を扱い
ました。最終日には、数日かけ
て練習したリーディング劇を、

地域の方々40名ほどを観客に迎えて発表。発表会の後
は、世田谷区議会議員の上川あやさんをゲストに、集っ
たみなさんが、様々な意見や思いを共有するトークセッ
ションを行い、熱心な意見が交わされました。

台本をめぐるワークショップ
『Family, Familiar 家族、かぞく』
 を読む　発表会＋トーク

活 
報

動
告 

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

89万人世田谷区民に向けた、世田谷区の文化・スポーツ情報紙

広告枠サイズ（１枠）

１枠を最小単位とし、
最大4 枠まで連結して
使用可能です。

縦 85mm×横 60mm
販売価格（税込）

１枠　   60,000 円
２枠　120,000 円
３枠　180,000 円
４枠　240,000 円

問合せ・申込先　株式会社 ドゥ・アーバン   TEL.5724-5921 FAX.5724-5922

12月25日号
広 告 募 集

詳しくは ドゥアーバン 検 索

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）

10月7日（土）・8日（日）　シアタートラム

作 ワジディ・ムワワド　翻訳 藤井慎太郎　
演出 上村聡史　音楽・演奏 国広和毅　 岡本健一

一般 2,000円　高校生以下・U24 1,000円
※未就学児入場不可

戯曲リーディング
『岸 リトラル』より

『管理人』

本公演に向けて作品の進化&深化をはかる、「戯曲リー
ディング」。今回は来年2月～3月に公演予定の『岸 リ
トラル』を取り上げます。演出上村聡史、出演岡本健一
に加え、国広和毅が生演奏で参加します。

10/7 8

18:00
14:00

11月26日（日）～12月17日（日）　
シアタートラム

作 ハロルド・ピンター　翻訳 徐賀世子　
演出 森新太郎　 溝端淳平　忍成修吾　温水洋一

 6,300円　一般 6,500円　高校生以下・U24 
一般料金の半額　※未就学児入場不可

ノーベル文学賞に輝く、不条理劇の第一人者作家
ハロルド・ピンター。彼の初期の代表作『管理人』
がシアタートラムに登場します。登場人物は宿
無し老人デーヴィスと、アストンとミック兄弟の三
人。とある家の管理人を巡って、狂気をはらんだ
不条理な会話から日常にひそむ危機や滑稽さが
浮き彫りにされていきます。演出を手がけるのは、
今もっとも勢いにのる若手実力派の森新太郎。
溝端淳平、忍成修吾、温水洋一の魅力あふれる三
人の俳優が挑みます。

11/26 2827 3029

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

13:00

休
演

休
演

休
演

12/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617

人気・実力の演出家 森新太郎と三人の
魅力あふれる俳優が挑む究極の不条理劇

韓国演劇界をリードする気鋭の演出家ヤン ジョンウンのもと
日韓キャストの共演で不朽の名作が生まれ変わる

原作 ヘンリック・イプセン　上演台本・演出  ヤン ジョンウン　
浦井健治　趣里　ユン ダギョン　マルシア 他

 S席（1・2階） 8,600円　一般 S席 8,800円　A席（3階） 5,400円　
プレビュー公演 一般 S席 
7,300円　A席 4,400円　
高校生以下・U24 各一般料
金の半額　※未就学児入場不可　

日韓文化交流企画　
世田谷パブリックシアター＋兵庫県立芸術文化センター

『ペール・ギュント』

韓国演劇界をリードする演出家ヤン ジョンウンと日韓キャストによって、
イプセンの名作『ペール・ギュント』が上演されます。母と恋人を故郷に
残し、自分探しの壮大な旅に出る青年ペールを演じるのは、数々の舞台
で活躍する浦井健治。彼の将来を案じる母オーセにマルシア、ペールの
無垢な魂に惹かれる恋人ソールヴェイに趣里、韓国からはユン ダギョン
をはじめとする俳優たちが参加します。世界中を遍歴し、何度も財産を
築き、また一文無しになる波乱万丈の冒険の果てに、やっと故郷を目指
すペールを待っていたのは――。150年経った今も古びることのない、
本当の幸せ、真の自分を追い求める「自分探し」の物語です。

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

14:00
18:30
19:00

13:00

＝プレビュー公演  

休
演

休
演

休
演

9 10 1112 13 1415 16 171819 202122232412/6 7 8

12月6日（水）～24日（日）　世田谷パブリックシアター

『炎 アンサンディ』を含む“約束の血4部作”は
ここから始まった――

〒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　　　　　　　　　



　　　　　  ライブハウス演奏
★10/28（土）　
　GRAPEFRUIT MOON（太子堂2-8-12）
★10/29（日）　
　music bar rpm（北沢2-7-5）
★11/3（金・祝）　
　CLUB251（代沢5-29-15）
★11/4（土）　
　下北沢近松（北沢2-14-1）
★11/5（日）　
　下北沢ろくでもない夜（北沢2-6-5）
※詳細はせたおんHPをご覧ください

ライブハウス演奏
★12/9（土）　
　CLUB251

第二次予選

音源審査をくぐり抜けたバンドが、ライブハウスで直接対決！ 第50回を記念して、世田谷フィル創設の提唱者、芥川也寸志 
の代表作に加え、チャイコフスキーのピアノ協奏曲、壮大な

「ローマの松」そのほか
をお聴きいただきます。

第6回せたがやバンドバトル
ライブハウス予選 開催！！

世田谷フィル  第50回記念 定期演奏会
10月1日（日） 14:00　昭和女子大学人見記念講堂

新通英洋（指揮）　
高橋多佳子（ピアノ）

コープランド：市民の
ためのファンファーレ　
チャイコフスキー：
ピアノ協奏曲第1番　
芥川也寸志：交響管弦楽のための音楽　
レスピーギ：交響詩「ローマの松」

全席自由 1,500円　※車椅子スペースあり

11月26日（日） 13:30（受付13:00～）
松本記念音楽迎賓館

第1部 体験、第2部 ワークショップ、第3部 演奏会
池辺晋一郎：たどるかたち 他　（予定）　 小学校4年生～6年生

募集人数 先着30人（同伴の保護者1名見学可）　参加費 1,000円
申 所定の申込書でFAXまたは郵送（詳細はせたおんHPをご覧ください）　
※未就学児入場不可

茶の湯と邦楽を体験しながら、和の文化をたのしもう！

入場無料、ドリンク代別途

最終
予選

申込
受付中

茶の湯と音楽1　こどものための茶の湯と邦楽のワークショップ

撮影：伊藤英司

茶道家＝吉野亜湖　邦楽演奏家＝日原暢子（箏）
渡部祐子（三味線、箏）　川村葵山（尺八）

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

出 阿部未来（指揮）　宴堂裕子（司会）　せたがやジュニアオーケストラ
曲 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　
J.バーンズ：アルヴァマー序曲（管打楽器編成）　※順不同

500円　    ※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）

世田谷区に在住または在学の高校3年生（平成30年4月現在）以下であること。
ただし、ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ファゴットについては19歳以下であ
ること。　※音楽大学在学者は不可

・きちんとあいさつと返事ができること。
・オーケストラの活動に自主的に取り組み、仲間とともに努力できること。 他
11月上旬予定　※詳しくはホームページ掲載の募集要項をご覧ください

書類審査、実技
申込書に必要事項を明記し、写真添付の上、郵送またはFAX、Eメールにて音楽事業
部ジュニアオーケストラ担当まで。　※詳しくはホームページ掲載の募集案内をご覧ください

全パート　※いずれも若干名

せたがやジュニアオーケストラ
オータムコンサート

応募資格

応募要件

選考方法
募集開始

申込方法

募集楽器

みんな必ず成長できる場所です！
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室内楽シリーズ　山崎伸子 チェロ・リサイタル

かわさきジャズ2017 連携プログラム
せたがやジャズクラブ

午後の音楽会　塩田美奈子のおはなしオペラ『蝶々夫人』

今、充実の時を迎えている日本が誇るチェ
リスト、山崎伸子。2007年から10年にわ
たるチェロ・ソナタ・シリーズを開催した
彼女が、今一番弾きたい作品として選び抜
いた、とっておきの曲を揃えてリサイタル
に臨みます。

「世田谷に縁のある音楽家たちの手で、音楽文化を世界
へ発信」をテーマに発足した「せたがや音楽プロジェク
ト」。今回は川崎市のジャズウィークに合わせ、世田谷
在住のミュージシャンを中心に、気軽な雰囲気で楽しむ
ジャズをお届けします。

スペイン音楽のスペシャリストでもあるソプラノ塩田美奈子が、公演の前半は生
誕150年を迎えるスペインの作曲家グラナドスの歌曲を披露。そして後半は、抜
群の歌唱力と豊かな表現力で《オペラ女優》とも評される彼女ならではの演目、お
はなし（語り）とオペラ・アリアでつづる「おはなしオペラ」を。
贅沢な午後のひとときをお過ごしください。

平日の午後のひととき、おはなしでつづるオペラ・アリアを

山崎伸子（チェロ）　加藤洋之（ピアノ）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第2番ニ短調 BWV1008

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

ピアノトリオ（Pf.石井彰、B.金澤英明、Dr.田中徳崇）、
湯川れい子、G.萩谷清、CI.& Sax.鈴木直樹、Vo.美歌、
Pf.堺敦生、川崎ゲストバンド・DT Jazz Unit

（Sax.立野修史、B.松木誠、Dr.藤井知義、Pf.和田忠也）
1,000円　 　※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）

塩田美奈子（ソプラノ）　伊藤美佐（ピアノ）
G.プッチーニ：オペラ『蝶々夫人』より（台本 村田さち子／

企画・構成 塩田美奈子）　E.グラナドス：『恋愛歌曲集』全7曲
 2,800円　一般 3,000円　    

※未就学児入場不可（託児あり。要事前予約：マザーズ　☎0120-788-222）

10月9日（月・祝） 15:00　成城ホール

11月19日（日） 14:00　成城ホール

11月8日（水） 14:00　成城ホール

山崎伸子　©武藤章

加藤洋之 塩田美奈子
伊藤美佐

―世田谷のミュージシャンたち―

世田谷芸術百華2017対象事業

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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

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

10月1日（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。ステージをフル活用して、様々な楽器が音楽を
彩ります。楽器体験などの楽しいイベントもご用意して、お待ち
しています！

小学生から高校生まで約70名の個性豊かなメンバーが
仲間とともに練習に励み、みんなで音楽を創り上げる楽しさを感じています。
さぁ、君もSJOの仲間になって、音楽の楽しさをもっと感じてみよう！

SJOは全員とても仲良しです。年齢層が幅広く、様々な学校の子どもたちが集まる
ため、外部との交流ができます。部活のように堅くもありません。また、初心者が多
いため、楽器未経験者も劣等感を感じることがありません。
先生方もとても優しく、団員それぞれのレベルに合わせてご指導してくださいます。
入団を迷っているみなさん。SJOで待っています！

 世田谷区制85周年記念事業

芸術の秋！ 
　ジュニアオケの秋！ 

メンバー
 募 集！

林優希さん
（高校3年生）



世田谷の
8ミリフィルムにさぐる

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

昭和30～50年代にかけて家庭に普及し、世田谷をはじめ市井の人々の暮らしを
記録した8ミリフィルム。穴アーカイブは、そんな映像メディアに着目して、2015
年から8ミリフィルムのアーカイブに取り組んでいます。本展では、これまでにデ
ジタル化した約80点の映像をすべてご紹介するとともに、「記録を残すこと／残せ
ないこと」を通して、私たちの暮らしとアーカイブについて考えます。

［企画制作］remo［NPO法人 記録と表現とメディアのための組織］　 無料

「昭和 44 年頃の東急玉川線（玉電）」

昭和10年代の鉄橋工事、昭和
35年の臨海学校や東京見物の
様子など、本年度に収集・デジ
タル化した8ミリフィルムを初め
てスクリーンでご覧にいれます。
また鑑賞会終了後も、会場内の
モニターブースにて過去にデジ
タル化した映像、例えば1964年
の東京オリンピックや昭和初期
の様子などを自由にご覧いただ
けます。

無料　 不要、直接会場へ

11月3日（金・祝） 14:00〜15:30　生活工房4F
 8ミリフィルム鑑賞会 vol.3

3F 生活工房ギャラリー
9:00-20:00

11:00-19:00

暮らしのデザインミュージアム 2017

生活工房３〜４F

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

日開催中 − 10.15

生活工房20周年記念 展 覧 会

平日月曜休み

−１０月21日 土 11月5日 日

関 連 企 画

私たちにとって今やあたりまえの「家電のある生活」――。さかのぼること60余
年、冷蔵庫・洗濯機など白物家電、次いでテレビ・オーディオなど黒物家電が誕
生して以降、私たちの家事や娯楽のスタイルは、その進化とともに大きく変化を
遂げてきました。
本展では家電を軸に私たちの暮らしを振り返りながら、「三種の神器」と呼ばれた
各時代の製品約20点を、当時の生活シーンとともに展示するほか、子どもたちが
描く“こんな暮らしがあったらいいな！”の作品も展示します。
古きを懐かしみ、新たな発想やテクノロジーに驚きながら、「あなたの未来の、家
電のある生活」を考えてみませんか？　 無料

50年ぶりに改訂された絵本『せいめいのれ
きし』を監修された真鍋 真さんをお招きし、
恐竜の絵本を中心に、図鑑・伝記・物語な
ど様々な角度から、その魅力について語っ
ていただきます。　 真鍋 真（国立科学博
物館 標本資料センター長）　 小学生以上

（小学生は保護者同伴）　

20世紀の映像百科事典「エンサイクロペ
ディア・シネマトグラフィカ」の映像群に、
生命の根源的な営みを学ぶワークショップ
シリーズの第2弾。食材を収穫し、すって、
ねって、食べる世界各地の映像を観たあと
は、その料理を実際に作って食べてみましょ
う！　＊上映会だけのご参加も歓迎です。

［企画進行］下中菜穂（造形作家・もんきり研
究家）、丹羽朋子（文化人類学者）

［協力］（公財）下中記念財団
★ワークショップの参加要領

小学生以上で2日とも参加可能な方　
抽選20名　 2,500円（2日分）　 往復

ハガキかメール（欄外記入方法参照、年齢も
明記）で生活工房へ　 11月3日（必着）
★上映会のみの参加要領
各日それぞれ　 当日先着50名　 500円

不要、当日直接会場へ
■上映作品

【11月18日（土）】上映時間10:00～11:00
「手廻し臼での穀粒挽き」（北アフリカ アトラ
ス高地／アイト・ハディドゥ族／1970年）、

「ヴァデアのトウモロコシ粥料理“ママリガ”」
（ルーマニア／1969年）ほか計7本程度
【11月25日（土）】上映時間10:00～11:00
「マニオクの収穫と晒

さら
し、平パン焼き」（ベ

ネズエラ／マキリタレ族／1969年）、「ケー
キづくり（サゴヤシ、ココナツとバナナ）」

（ニューギニア／アイボム族／1966年）ほか
計6本程度

11月18日（土）・25日（土） 各日10:00～16:30
生活工房4F

vol.2「こな、ねる、たべる」
映像のフィールドワーク・ラボ

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

平日水曜日 各日14:00～15:30　2Ｆ八角堂

「レリーフジオラマ」上映会
森・里・海の連環による豊かな海づくり

1水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉
11月1、8、29日、12月6日
作品：亀井勝一郎著『大和古寺風物誌』 

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〉
11月2、9、30日、12月7日　
作品：平岩弓枝著『花影の花―大石内蔵助の
妻』　 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〉
11月10、17日、12月1、8日
作品：乃南アサ著『青年のお礼』　

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。

大道芸（P7）開催両日、市民活動支援コー
ナー登録団体の活動を、各団体が企画した
体験コーナーやパネル展示等を通じて紹介
する喫茶スペースを設けます。　 入場無料

10月21日（土）・22日（日） 11:00～18:00
3F市民活動支援コーナー

市民活動体験喫茶パオ
パオフェスタ2017

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/

抽選40名　 100円　 往復ハガキ（欄
外記入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ

10月28日（必着）

11月19日（日） 10:00～12:00　生活工房5F

「真鍋 真さんと
絵本で学ぶ最新恐竜学」

世田谷おはなしネットワーク講演会

朗読講座　豊かなことばの世界
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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）



三軒茶屋駅周辺、キャロットタワー、近隣商店街など

10月21日（土）・22日（日）
世田谷アートタウン2017

毎年恒例の大道芸フェスティバルが今年も開幕します！街中で国内外の一流パ
フォーマーたちが、パントマイムやジャグリング、アクロバットなど華麗な技を繰
り広げます。その他、商店街自慢の「屋台」や手作りアート小物が並ぶ「アート楽市」
など三軒茶屋に現れる2日間のお祭りをお楽しみください。

バリアフリーエンタテインメントワークショップ
「踊る！ロックホラーミュージカル！！」

①ワークショップA 10月8日（日） 13:00～16:00（12:30受付開始）
②ワークショップB 10月29日（日） 12:30～13:30（12:00受付開始）
③公演 10月29日（日）　昼の部 14:00～15:30（13:40開場）、夜の
部 17:00～18:30（16:30開場）
①スタジオルゥ（北沢1-39-7-2F）、
②③せたがや がやがや館　多目的室（池尻2-3-11）
振付家の香瑠鼓や障害のある人たちと、自由でのびやかな世界を体験
しましょう！

①2,600円、②1,500円、③2,000円（高校生以下と障害のある人
および①②参加者は1,500円）　

あぴラッキー（オフィスルゥ内）　☎3413-4139　
apicupia@gmail.com
http://apilucky.jimdo.com

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

0歳からの音楽会＠烏山ななつのこ 「ピーターと狼」 
～木管アンサンブルによる音楽と朗読、イラストとともに～
10月15日（日） 11:00～12：00（受付10:30～）
コミュニティカフェななつのこ（南烏山6-12-12）
地域のスペースで気軽に楽しむ音楽会。5つの管楽器が登場します。
要事前申込み。

親子ペア2,500円 追加の大人1,500円 追加の子ども500円 0～2
歳 無料　全席自由　

0歳からの音楽会実行委員会（担当：壺井）　☎6751-0235
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スフィンクスの絵本 ～ダンス×インスタレーション～
①パフォーマンス　10月20日（金） 19：30／21日（土）・22日（日） 

14：30、18：00／24日（火） 14：30、19：30　
※22日（日）18：00の回終了後に「対話による鑑賞会」有り
②エキジビションデイ（展示のみ）　10月23日（月） 12：00～19：00
StudioGOO（粕谷4-7-19）
不思議空間で間近におこるダンスを五感で体験してください。小さ
なお子さんもOKです。

①前売一般2,300円、小中学生1,000円、未就学児無料／当日一般
2,800円、小中学生1,000円、未就学児無料　※「対話による鑑賞会」
無料（要予約）②無料　

StudioGOO（担当：長谷川）　☎ 3326-4945　
fukugoo@yahoo.co.jp　 http://www.studiogoo.net

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カタック！カタック！カタック！　インド舞踊を楽しもう
「कथक！Kathak！カタック！」

～北インドの古典舞踊、カタックダンスでリフレッシュ～
11月3日（金・祝） 14:00開演（13:30開場）予定
せたがや　がやがや館　交流室（池尻2-3-11）
インド舞踊の世界を見たり踊ったり楽しむ体験ワークショップ！

一般2,000円　中学生以下無料　
カダムジャパン　☎080-1330-5859　
kathak@atsukathak.com　
atsukathak.com

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「かやぶきコンサートPlus+」　vol.3
MIAコンサート、HITOMI（フルート）、TOKO

（ヴァイオリン）、MARIKO（ピアノ）
11月12日（日） 13:30開演／15:00終演
都立蘆花恒春園、「徳富蘆花、梅花書屋」前広場（粕谷1-20-1）

都立蘆花恒春園の徳富蘆花旧宅（かやぶき屋根）の「梅花書屋」でコ
ンサートを開催します。

無料　 芦花公園しあわせの野音の会（担当：竹本、留守電対
応）　☎050-3695-9160　

park-live@jcom.home.ne.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「オペラと京劇」 ～西洋オペラと中国オペラ～
11月26日（日） 18:30開場／19:00開演／20:30閉会予定
梅丘パークホール（松原6-4-1）

「オペラ」と「京劇」。東西伝統歌劇の比較ワークショップを開催。
一般1,800円／学生500円／未就学児無料（要予約）　
一般財団法人　日本京劇振興協会　

☎080-4478-7009（衛藤）
6411-4168　 ticket@shincyo.com　
http://www.shincyo.com/

区民団体によるイベント 世田谷区では、文化・芸術の振興を目的としてお寄せいただいた寄附金の一部を「地域文化芸術振興事業補助金」に活用し、区内各地で行われる
文化・芸術活動の支援を行っています。今年度、世田谷芸術百華に参加の区民団体主催のイベントです。申込みやお問合せ等詳細は各連絡先まで。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）世田谷芸術百華2017対象事業 世田谷区制85周年記念事業

［活動内容］ ①パフォーマーの付き人・通訳②フェイスペイント③会場（本部、パフォー
マンス会場、リサイクルグッズ販売など）のお手伝い④写真・映像撮影

［活動日時］10月21日（土）・22日（日） 終日　［対象年齢］18歳以上
［参加条件］当日スタッフ説明会（どちらか1日）に必ずご出席ください。
［説明会日時］10月1日（日）14:00～16:00・8日（日）14:00～16:00
［説明会場所］三軒茶屋キャロットタワー内

フェスティバル
当日を支える
ボランティア

スタッフ募集中！

世田谷アートタウン事務局　☎5432-1547

©SHELLEY

世田谷アートタウン2017 関連企画

海外からの
スペシャルゲスト!

商店街に音楽アーティストを派遣し、商店街のイベントをさらに盛り上げます！！
無料／事前予約不要　 音楽事業部　☎5432-1535　※出演時間は変更される場合があります商店街アートプロジェクト

秋のすずらん祭
ラテン・フェスティバル
〜まちかどコンサート〜
10月29日（日） 13:00～、15:00～出演

（小雨決行）　小田急線経堂駅北口広場
今年も多彩なゲス
トを迎えて、すず
らん祭を盛り上げ
ます！

桑江知子、
シキーニョ

（ブラジル音楽）、
志賀昭裕＆坂本鈴

（アルパデュオ）

桑江知子

志賀昭裕 坂本鈴

シキーニョ

三茶クリスマスナイト
12月17日（日） 出演時間未定（小雨決行）
三軒茶屋ふれあい広場
世田谷発のゴスペルの歌声を聴き
に足をお運びください。

Let’s Sing ゴスペル！ワーク
ショップクワイア 他

イルミネーション点灯イベント
11月19日（日） 
16:00～出演（小雨決行）
烏山区民センター前広場
金管五重奏の音色
がイルミネーション
とともに千歳烏山の
街にきらめきます！
クリスマスソングを
始め、バラエティ豊
かな演奏をどうぞお
楽しみに！

BRASS NEX

アートに関する交流会2017
これまでの10年、これからの10年

2221

19:30
15:00

10/20

撮影：Christophe Raynaud de Lage

10月20日（金）～22日（日）　世田谷パブリックシアター

カンパニーXY『夜はこれから』

総勢22名の身体がおりなす、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ヨーロッパ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。

人間の限界を軽やかに飛び越える、フランス発の現代サーカス

演出・振付・出演  カンパニーXY　
 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　
※当日要年齢確認、3歳以下のお子様は保護者のひざ上のみ無料

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

烏山駅前通り
商店街

第19回喜多見商店街感謝祭
イルミネーション点灯式
11月19日（日） 16:45～出演

（雨天中止）
小田急線喜多見駅南口駅前広場
サックスの繊細な表現と力強いサ
ウンドが点灯式を彩ります。

Lumie Saxophone Quartet

三軒茶屋
銀座商店街

経堂
商店街

喜多見
商店街

12月3日（日） 14:00～17:00（受付13:30～）　
文化生活情報センター （三軒茶屋キャロットタワー5階）
セミナールームAB
前半は、これまで交流会で事例発表された文化芸術団体による
トークを予定。後半は、参加された皆様の交流会を実施します。

入場無料（事前申込み不要）　
世田谷区役所 文化・芸術振興課　☎5432-2124

The Wabi sabi boys（ザ・ワビサビボーイズ）

MC Fois （エムシー フォア）
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※プログラムは変更となる場合があります　※できるだけ公共の交通機関でお越しください 
※運動ができる服装・靴でお越しください（体育館は室内履きが必要）
※ 種目によっては時間や参加人数に制限があります。詳細はスポーツ振興財団へお問合せください

小さなお子さまからご年配の方まで、また障害のある方も参加できる楽しいアトラクションやスポーツ体験コーナー
など、イベントが盛りだくさんです。ご家族・お友達をたくさん誘って『区民スポーツまつり』に遊びにきてください！

1は当財団HPまたはハガキかFAXでスポーツ振興財団へ

事前申込が必要なイベント

★各種スポーツ・レクリエーション
　体験コーナー　
★スポーツチャレンジコーナー
★ふわふわトランポリン　
★ジャンボスライダー
★FC東京サッカークリニック　
★車いすテニスデモンストレー 
   ション＆ふれあいテニス
★昔の遊びコーナー
★大道芸　★模擬店　
★健康コーナー　★縁日　
★フリーマーケット
★ウルトラマンオーブショー・握手会
　①12:15～、②14:15～（握手会は①のみ）
　※雨天時は12:30～の1回のみ（握手会なし）
★avex Dance Showcase
★アイディ体操

主なイベント

1 チアリーディング&Hip Hop ダンス教室
13:00～14:30  大蔵第二運動場テニスコート
※15:15～15:30　フィナーレステージ出演

小学1年～中学3年　 先着30名　 10月6日（必着）
2初心者のための弓道
10:30～13:30　総合運動場弓道場
初心者を対象とした個人戦と風船・板割りなどの余興。

中学生以上の初心者　 区弓道連盟HPから申込書をダ
ウンロードし、FAXかメールで区弓道連盟・藤田（ 3705-
5275 kyudo.4160@gmail.com）へ　 10月6日（必着）
※13:30～未経験者向け体験教室あり（申込み不要）
3空手体験コーナー
14:00～15:30　総合運動場体育館 第1武道場（畳）

小学生以上　 先着30名　 FAXかメールで①氏名②年
齢③電話番号を明記し、区空手道連盟へ

（ 6325-5244 tao_of_peace_wado@yahoo.co.jp）　
10月10日（必着）

10月15日（日）10:30～15:30　開会式9:45～　総合運動場、大蔵第二運動場

第53回 民区 スポーツまつり～いい日、いい汗、いい仲間～

9月25日より
財団主催事業の申込方法が変わります！！

9月25日より財団主催の教室・イベントの申込みはシステム登録をしていただく必要があります。
財団HPまたは各施設設置の端末よりご登録のうえ、お申込みください。詳細はHPをご覧ください。

マークがあるものはHPより申込み マークがないものはそれぞれ記載のとおりの申込みとなります。
※ マークがあるものは全てアイディクラブ協賛会員対象事業です。

©円谷プロ
©ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京

温水プール無料開放 9:00～21:00

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
太子堂中学校温水プール   ☎ 3413-9311
玉川中学校温水プール　   ☎ 3701-5667
烏山中学校温水プール      ☎ 3300-6703
梅丘中学校温水プール      ☎ 3322-6617

下記プールを無料開放します。

総合運動場
フィットネス教室
参加費無料！！

※詳細は各施設へお問合せください

9:30～10:30　 グループファイト
10:45～11:45　ピラティス

各教室開始15分前より受付開始  先着25名！
※グループファイトは室内履き必要

視覚障害への理解、介助方法や伴走の基本技
術習得とランニング講習を実施

①視覚障害のある方（ランニングを含め、
これから運動を始めたい方）②伴走未経験者
または伴走技術を向上させたい方　 ①②と
もに抽選各25名　 無料　 対象者の番号
も明記し、スポーツ振興財団へ　 10月27日

（必着）

■音楽知育プログラム bambeat !
①9:30～10:15②10:30～11:15
子どもの｢こころ｣｢からだ｣｢あたま｣の発達を
サポートする音楽知育プログラム　 ①親子

（0歳～2歳児）②親子（2歳～4歳児）　
各15組（先着順）

■美骨盤メソッド cotsumic
11:30～12:30
産後の体型が気になるママに向けた骨盤ケア

イベント プログラム　 親子（3ヶ月～1歳児）
12組（先着順）

■DANCE BOX
①13:30～14:30②14:45～15:45
avexの楽曲を使ったダンスプログラム　

①5・6歳児②小学生　 各20名（先着順）
■TRF EZ DO DANCERCIZE
16:00～17:00
TRFの楽曲でみんなが盛り上がるダンスプ
ログラム　 成人　 30名（先着順）
いずれも　 無料　 10月18日（必着）

軽度の知的障害のある中学生以上の方とそ
のご家族（関係者）　 先着30名　 1,000円

（別途、貸自転車代など実費負担あり）　
ハガキかFAX（欄外記入方法参照、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　 10月12日（必着）

①第4期デイタイムテニススクール
A 月曜コース 11月13日～12月18日

B 金曜コース 11月17日～12月22日
※初心者から上級者のクラス分けあり（時間・
クラスなどはお問合せください）

18歳以上　 抽選各8～16名　
7,500円、11,000円（クラスにより異なり

ます）　 10月6日（必着）
②ゴルフスクール新規参加者募集中
①～②いずれも　

大蔵第二運動場管理事務所（〒157-0074 
大蔵4-7-1 ☎3416-1212 3416-1777）へ　

高校生相当以上　 抽選30名　
3,000円　 10月10日（必着）

■ダンススポーツ競技
11月5日（日） 12:00～　成城ホール

500円　 ハガキで区ダンススポーツ連
盟・亀甲（〒157-0062 南烏山1-10-1-201 
☎3290-2378）

http://www.jdsf.or.jp/setagaya-dsf/
10月20日（必着）

■第129回世田谷区卓球団体戦（①男子
②女子③中高の部）
①10月29日（日）②11月26日（日）③12月3日

（日） 9:00～　総合運動場体育館
①②6,000円／チーム③中学3,000円／

チーム、高校4,000円／チーム　 所定の
申込書で区卓球連盟・斉藤（〒158-0095 瀬
田2-18-8） ☎090-5213-8914（事務局）　

①10月6日②11月2日③11月10日（必着）
■ソフトテニス世田谷選手権大会
①11月1日（水）②11月5日（日）③11月12日

（日）④11月26日（日）⑤12月17日（日）
⑥12月27日（水）
総合運動場テニスコート

［種目］①シニアⅡ部②一般男子・成年女子・
壮年男子③一般女子・成年男子・壮年女子
④中学生⑤小学生・高校生⑥高校生選抜　

シニア500円／人、一般1,500円／人、高
校生900円／人、中学生600円／人、小学生
700円／人　

所定の申込書で区ソフトテニス連盟・
山根（〒154-0004 太子堂5-17-15 ☎3410-
7886）　

①②③10月6日④10月27日⑤⑥11月17日
（必着）

ふれあいサイクリング＆ウォーキング
10月22日（日） 9:00～15:00（予定）

国営昭和記念公園 ［集合]新宿駅西口交番前

バドミントン教室
10月28日～11月25日　毎週土曜　

19:00～20:30（全5回）　瀬田中学校体育館

大  会

第67回区民体育大会

※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ご確認ください

共催大会

スポーツ教室
大蔵第二運動場で行う

スポーツ教室

エイベックス　ダンスプログラム
 11月3日（金・祝）　

千歳温水プール体育室

世田谷246ハーフマラソンイベント
「視覚障害者と伴走者の

ランニング教室」
11月12日（日） 10:30～12:30

駒沢オリンピック公園　第二球技場

▲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
●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

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

 世田谷区制85周年記念事業
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