
次回（12月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
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＝ポストトークあり　出演・野村萬斎 他
※開催回のチケットをお持ちの方がご参加いただけます
＝視覚障害者のための舞台説明会あり（無料・要予約　お申込みは
　世田谷パブリックシアター　☎5432-1526へ）　 
＝収録のため客席にカメラが入ります。　　＝学生団体観劇あり
＝貸切
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世田谷パブリックシアター

作 井上ひさし　演出 栗山民也　
野村萬斎　広末涼子　鷲尾真知子　土屋佑壱　山崎一　辻萬長　

 S席（1・2階） 8,400円　一般 S席 8,600円　
A席（3階） 6,500円　高校生以下・U24：S席 4,300円 　A席 3,250円
※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで
※未就学児入場不可　
問 こまつ座　☎︎3862-5941　 http://www.komatsuza.co.jp/

2018年2月18日　 〜3月11日　日 日

 12月9日（土） 10:00発売 （先着順、電話・オンラインにて受付）

一般 12月10日（日）発売

井上ひさし渾身のせりふ劇に野村萬斎、広末涼子ら、６人の俳優が挑む

シャンハイ
ムーン ※各発売初日は窓口販売なし

青年ウィルフリードはある夜、ずっと疎遠だった父イスマイルの死を
突然知らされる電話をとった。
彼は遺体安置所で変わり果てた姿の父親と対面し、自分を生んです
ぐにこの世を去った母ジャンヌの墓に、父の遺体を一緒に埋葬しよう
と決意するのだが、母の親族たちから猛反対される。どうやら、彼の
知らない父と母の関係があるようだ。その語られなかった封印された
父母の過去とは何なのか？　
突如起き上がった父の死体とともに、内戦の傷跡がいまだ残る祖国
へ向けて、奇妙な父子の旅がはじまる……。

2018年2月20日　 〜3月11日　火 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　
出 岡本健一　亀田佳明　栗田桃子　小柳友　鈴木勝大　佐川和正　
　大谷亮介　中嶋朋子　

 6,600円　一般 6,800円　高校生以下・U24 ：3,400円
※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで
※未就学児入場不可　　

14:00

18:30

13:00
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日『管理人』 上演！11月26日　   〜 『ペール・ギュント』 上演！水12月6日　  〜／間もなく開幕！
※詳細はP3をご覧ください

数多くの演劇賞に輝いた『炎 アンサンディ』に続く、作 W.ムワワド×演出 上村聡史の次回作！！

一般 12月17日（日）発売
 12月16日（土） 10:00発売 （先着順、電話・オンラインにて受付）

※各発売初日は窓口販売なし

舞台は1934年8月から9月にかけての
上海。「阿Ｑ正伝」「狂人日記」などで知
られる中国の偉大な文学者･魯迅と、
彼を敬いかくまった日本人たちのある
1ヶ月を描きます。国を憂い、家族を思
い、文学に対する情熱を燃やし続けた
魯迅が苦しみの中から見つけ出すもの
とは。
日本という国を心底憎みながら日本人
を心から愛した魯迅。これはこの魯迅
とその妻と彼の最期に立ち会った四人
の日本人が激動の中国を舞台に繰り広
げるおかしくも哀しい物語です。

こまつ座 & 世田谷パブリックシアター 

開場20周年のラ
ストを飾る二作品

世田谷パブリックシアターチケットセンター   ☎5432-1515 　　

※ 
 割引サービス・観劇サポートについてはP3をご覧ください

ピンク色のアーツカードの有効期限は2017年12月31日です。現会員の皆さまに、12月中旬頃から新しいカードをご登録住所へお送りします。
12月末までに届かない場合は、せたがやアーツカード事務局（☎︎5432-1548）へお問合せください。 ▶詳しくは せたがやアーツナビ 検索

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 P3世田谷パブリックシアター
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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。終了間近。お見逃しなく！

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

■澁澤龍彥セレクト書店
12月9日（土）・10日（日） 
11:00～17:00（予定）　1階ロビー
世田谷・松陰神社にあるセレクトブック
ショップのノストスブックスが、文学、エッ
セイ、博物誌など澁澤の著作または関連作
家の著作、絶版書を集めて特別出店します。

入場無料　
事前申込み不要

海野十三の直筆資料、特撮映画のゴジラシ
リーズの台本、SF作家・豊田有恒氏旧蔵の
日本SF黎明期を担った仲間たちの書籍、子
どもたちに夢を与えた懐かしいジュブナイ
ルSFなど、魅力あふれる世田谷文学館収蔵
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）

［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

世田谷区内在住の、現代書壇で活躍する書家
が、会派を超えて「世田谷ゆかりの作家たち」
をテーマにした新作を一堂に披露します。

無料

■鑑賞講座
「書」の豊かな楽しみ方を探してみませんか。
出品書家と鑑賞しながら、見どころや作品
をわかりやすく解説します。書をこれから始
めてみたいという初心者の方もどうぞご参
加ください。（各日とも14:00～15:00）
①2018年1月10日（水）

稲村龍谷（日展会友）
②2018年1月12日（金）

田中栄子（読売書法会理事）

関 連 企 画

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
11/28～12/3 スケッチ画と絵手紙の夫婦展　

12/19～24 色彩豊かな民族衣装“古代マヤの織
り”　※12月20日（水）より公開

※ 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）

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/
展覧会

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/
展覧会

《遅れる春の丘より》
［長野県北安曇郡白馬村北城］1986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/

展覧会
芸員）　 無料（観覧料別途）　 事前申込
み不要

2018年1月27日（土） 19:30～21:00（開場
19:00）
新春の美術館で、作品とともに弦楽四重奏
の調べをお楽しみください。

アコルディ弦楽四重奏団　 申込先着50
名　 1,500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

《Painting No.2993》
1993年

③2018年1月13日（土）
荒谷大丘（毎日書道展審査会員）
無料　 不要。開始時刻に直接会場へ

ニューヨークで活躍するピアニストによる、
赤ちゃんから大人まで楽しめる本格ジャズ
コンサートです。大人だけでのご来場も大
歓迎です。

クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、
則武諒（ドラムス）

大人（中学生以上）1,700円　
こども（０才～小学生）300円

【チケット取扱い】販売中
チケットぴあ 
☎0570-02-9999《Pコード 346582》

パリジェンヌをキーワードに、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、ボストン美術館の多彩な
所蔵品約120点をお楽しみいただけます。

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1月12日（金）まで。下記の前売
情報をご参照ください　※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
●前売券発売中！さらに通常前売券よりもお
得な下記のチケットも発売中！

〈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　2,000枚限定
※売切れ次第終了　
※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。ノートは会期中500円（税込）で販売予定です

取
り
扱
い

展覧会公式ホームページ、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 他

世田谷美術館は、改修工事のため来年1月12日（金）まで休館中です。※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

1レクチャー「画家として、女として、
パリジェンヌとして－ベル・エポック
の女性群像」
1月14日（日） 14:00～15:30（開場13:30）　

千足伸行（広島県立美術館 館長）
2レクチャー「アートとオートクチュー
ルの緊密な関係－アメリカ女性とパリ
ジェンヌ」
1月27日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　

深井晃子（京都服飾文化研究財団理事、名
誉キュレーター）
3ミニレクチャー「30分でよくわかる！ 
パリジェンヌ展のポイント」
1月26日（金）、2月23日（金）、3月30日（金） 
各日とも 15:30～16:00（開場15:15）　

塚田美紀（本展担当学芸員）

1･2･3いずれも   講堂   140名   無料
※手話通訳付　※1･2は当日13:00から、3は当
日15:00から、エントランス・ホールにて整理券を
配布します　

川場村らしい風景を「美術」という視点で堪能
しながらスケッチをする美術館発着のツアー
です。今回のテーマは「冬山」。冬の美しさ、春
を待つ緑たちの命を感じつつ、スケッチ、そ
して童心に返って雪の彫刻を作ります。

三宅一樹（彫刻家・世田谷美術館美術大学
講師）　 18歳以上の世田谷区在住・在勤・
在学者、または川場村在住者　 先着20名
※最少催行人数15名　 23,000円（往復バス
代・宿泊・食事（朝1、夕1）・保険代を含む）　

受付開始11月25日。世田谷美術館ＨＰ、
プログラム＆イベントの申込フォームよりお
申込みください。　※詳細はHP参照
実施：世田谷区・世田谷美術館・（株）世田谷川場
ふるさと公社

2018年1月13日（土）～21日（日） 10:00～18:00
※15日（月）は休館、21日（日）は16:00まで　
世田谷美術館　区民ギャラリー　 無料

第24回 
世田谷区民写真展

向井潤吉1970’s-1980’s　民家集大成
12月16日（土）～2018年3月18日（日）

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

審査員による写真教室（入賞作品講評）
1月21日（日） 13:30～15:30（13:15開場）　講堂　 当日先着140名　 無料

世 田 谷  美  術  館  分  館

展示風景

●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。

世田谷美術館×世田谷区民健康村
「美術館から出かけるスケッチの旅3

～雪山賛歌・雪の彫刻を作ろう」
2018年1月27日（土）、28日（日）1泊2日

群馬県川場村世田谷区民健康村
（集合は世田谷美術館）

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

ＳＦ・再始動

開催中～2018年4月8日（日）予定　1階展示室

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

澁澤龍彥
ドラコニアの地平

開催中～12月17日（日）　2階展示室

第36回　世田谷の書展

2018年1月4日（木）～14日（日）　１階文学サロン

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

０才からのジャズコンサート

12月1日（金）　１階文学サロン
第１回　11:00（開場10:40、終演11:45）
第２回　13:30（開場13:10、終演14:15）
第３回　15:30（開場15:10、終演16:15）

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～12月17日（日） 
　　　　  澁澤龍彥　ドラコニアの地平」展
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
 

キ
リ
ト
リ

ボストン美術館
パリジェンヌ展  時代を映す女性たち

2018年1月13日（土）～4月1日（日）

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

予  告

■ギャラリートーク
12月23日（土・祝） 11:00～（20分程度）
担当学芸員による作品解説。

無料（観覧料別途）　 事前申込み不要

■ギャラリートーク
12月16日（土） 11:00～（20分程度）
担当学芸員による作品解説。

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

宮本三郎の顔・貌 FACES 
in Saburo Miyamoto’s Art
開催中～12月3日（日）

第4回 宮本三郎記念デッサン大賞展
「明日の表現を拓く」
12月16日（土）～2018年3月18日（日）

向井潤吉1960’s　民家遍歴
開催中～12月3日（日）

清川泰次　季節の情景
開催中～12月3日（日）

清川泰次　平面と立体
12月16日（土）～2018年3月18日（日）

宮本三郎の郷里・石川県小松市で創設され
た、デッサンを対象としたコンクールの東
京巡回展。入賞、入選作品あわせて約50点
を展示します。宮本三郎の作品は小コーナー
での展示となります。
■ギャラリートーク
12月17日（日） 13:30～14:00　

大橋由美子（小松市立宮本三郎美術館学

展覧会

展覧会

http://paris2017-18.jp/展覧会公式ホームページ

ピエール= オーギュスト・ルノワール
《アルジェリアの娘》1881年

　Juliana Cheney Edwards Collection 39.677
Photograph©Museum of Fine Arts, Boston

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
音広場「ニューイヤーコンサート」

関 連 企 画

関 連 企 画

〒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）

▲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）

 世田谷区制85周年記念事業

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/

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

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。

音 楽 『大方斐紗子　エディット・ピアフに捧ぐ』2018年  
2/11（日・祝）

大方斐紗子（歌）　森丘ヒロキ（ピアノ）　佐藤芳明（アコーディオン）　西嶋徹（ベース）
 S席（1・2階席） 5,700円　一般 S席 6,000円／当日 6,500円　

A席（3階席） 5,500円／当日 6,000円　U24 3,000円　
ムジカキアラ　☎6431-8186　平日10:00～18:00

世田谷パブリックシアター 舞 踊 another BATIK　
①「子どもたちの歌う声がきこえる」　②「波と暮らして」

2018年  
2/2 （金）～4（日）

① 振付 佐多達枝　台本 河内連太　振付助手 斎藤隆子　 黒田育世　伊佐千明　
　大江麻美子　大熊聡美　熊谷理沙　田中すみれ　政岡由衣子（以上BATIK）　
　小出顕太郎（岩田バレエ団）　中弥智博（東京シティバレエ団）　牧村直紀（谷桃子バレエ団）
② 演出 黒田育世　 振付・出演 柳本雅寛　黒田育世　美術 松本じろ

 11/26（日）
一般 11/27（月）

発売
開始

●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

未就学児
入場不可

14:00

2/11

2/2

19:00
15:00

3 4

〒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

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

柳家権太楼 他　席亭・プロデュース  花井伸夫　  3,300円
一般 3,500円　高校生以下・U24 1,700円　※未就学児入場不可　

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

『管理人』

爆笑寄席●てやん亭　新春！柳家権太楼一門会

『ペール・ギュント』

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

舞台は大量のガラクタであふれかえったいわゆるゴミ屋敷。
その管理人を巡って、溝端淳平、忍成修吾、温水洋一の3
人が噛み合わない会話を繰り広げるうちに、日常に潜む
狂気や危機、滑稽さが浮
き彫りになっていきま
す。演出は今最も勢いに
乗る実力派、森新太郎。
ハロルド・ピンターが描
くユーモアと臨場感に満
ちた不条理の世界を劇場
でご覧ください。

演芸評論家の花井伸夫が席亭を務め、世田谷パブリックシアターに“寄席のに
ぎわい”をお届けする“てやん亭”。1997年の劇場開館と同時にスタートし、
以来、公演ごとにテーマを設け、趣向を凝らした多彩な高座をお届けしてきま
した。今回は、「柳家権太楼一門会」。2年ぶりの登場となる柳家権太楼のほか、
柳家甚語楼をはじめとした一門の出演でお届けします。

初笑いは世田谷パブリックシアターのてやん亭で！

1876年の初演以来、世界各国で上演されているイプセンの『ペール・
ギュント』。本当の自分を追い求め、世界を旅す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。演出
は、来年の平昌冬季オリ
ンピックの開会式、閉会
式の総合演出を担当し、
韓国演劇界をリードする
ヤン ジョンウン。ぜひ、
お見逃しなく！

ガラクタを拾い集める男と、ガラクタを処分したい男
と、ガラクタ同様に拾われてきた男による狂気とユー
モアの“ピンター・ワールド”、ここに開幕！

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
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＝ポストトークあり　出演・森新太郎／溝端淳平 忍成修吾 温水洋一
　※開催回のチケットをお持ちの方がご参加いただけます
＝視覚障害者のための舞台説明会あり（無料・要予約　お申込みは
　世田谷パブリックシアター　☎5432-1526へ）

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  ＝収録のため客席にカメラが入ります

休
演

休
演

休
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＝ポストトークあり　
　出演予定・浦井健治 趣里 ユン ダギョン マルシア 
　※開催回のチケットをお持ちの方がご参加いただけます

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと、劇場が一緒になって夢のステージを
つくりだす『フリーステージ』。〈音楽〉〈ダンス〉の2部門にわかれて、多くの
団体が活動成果を発表します。皆さまからのご応募をお待ちしています。
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます
※初参加の団体は、必ず事前説明会にご出席ください

〈 音 楽 部 門 〉 2018年4月30日（月・祝）　会場：シアタートラム
〈ダンス部門〉 2018年5月4日（金・祝）、6日（日）　会場：世田谷パブリックシアター

申込締切 12月1日（金）必着　
※応募方法など詳細は、劇場HPまたは劇場「フリーステージ」担当　☎5432-1526へ

11月26日（日）～12月17日（日）
シアタートラム

2018年1月13日（土）～15日（月）　
シアタートラム

撮影：久家靖秀撮影：細野晋司

フリーステージ 参加団体募集

illust :  Masahiro 
Yamanaka

2 0 1 8

12月6日（水）～24日（日）
世田谷パブリックシアター

2018年1月20日（土）　世田谷パブリックシアター

第5回世田谷区芸術アワード“飛翔”
舞台芸術部門受賞記念公演
シアタートラム 
ネクスト・ジェネレーション vol .10

『The Wonderful Parade』

世界14カ国から招聘され、演劇祭や学校文化
鑑賞会など、ジャンルを超えた独創的なアイデ
アあふれる身体表現で、誰もが楽しめる作品を
創 造し上 演を 続ける to R mansion。『The 
Wonderful Parade』は子どもから大人まで誰
もが楽しめる公演です。ご期待ください。

14:30
11:30

15:30
19:30

1/131415

＝プレビュー
   公演
＝アフター
　イベント
　あり

to R mansion　
 3,300円　一般 3,500円　プレビュー公

演　一般 3,000円（会員割引なし）　高校生以下 
1,000円　親子ペア 4,000円（一般1枚＋高校生
以下1枚）　U24 1,700円　
※年齢制限の詳細はお問合せください

14:00

1/20

世田谷芸術百華2017対象事業

未就学児入場不可

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。

「宮川彬良のせたがや音楽研究所 
#9」のフィナーレ出演を目的とした
ワークショップを開催いたします。
せたがや音楽研究所・合唱団の一
員としてステー
ジを一緒に盛り
上げてみません
か？

故芥川也寸志氏の呼びかけで始まった、2
つの区民団体による演奏会です。今回は、
若手演出家とソリストで彩る「青春オペラ」
を、セミ・ステージ形式で上演します。

【募集期間】
12月15日（金）～2018年1月15日（月）必着

【ワークショップ】①3月9日（金）、②3月15日（木）
19:00～20:40　三茶しゃれなあどホール
③3月20日（火）18:30～20:00頃　烏山区民会館
※時間変更の場合あり

【本番】2018年3月21日（水・祝）　烏山区民会館
【参加費】6,000円　【対象】中学生以上
※募集詳細は出演者募集チラシまたはHPをご覧ください

演出 青木真緒　 新通英洋（指揮）　
ソリスト：高橋絵理　村上公太 他
世田谷フィルハーモニー管弦楽団　
世田谷区民合唱団　えびな少年少女合唱団 他

プッチーニ：ラ・ボエーム
 S席 3,500円　一般 S席 4,500円

A席 2,000円　 　※未就学児入場不可

監修 亀渕友香　 のはらヒロコ
岩崎ひろき　中山栄嗣　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

Oh Happy Day　きずな 他
2,000円　 　※未就学児入場不可

Let’s Sing ゴスペル！
2017コンサート
with ワークショップクワイア
12月16日（土） 15:00　世田谷区民会館

2018年2月4日（日） 14:00
昭和女子大学人見記念講堂

せたがや名曲コンサート
「ラ・ボエーム」 11/27（月）発売

開始

「宮川彬良のせたがや音楽研究所 #9
ステージでうたおう！
 出演者募集

©Mikako Ishiguro
第6回を迎え、一段とパワーアップした
せたがやバンドバトル。音源審査や2
度の予選を経て決定する選りすぐりの
バンドが、今年も世田谷で熱いバトル
を繰り広げます。

予選通過の10
団体（予定）　
審査員 湯川れい子

（音楽評論家・作
詞家）　鳴瀬喜博

（カシオペア3rd） 他　ゲスト 鈴木聖美
全席自由　前売 800円　当日 1,000円
　※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）  

2018年2月18日（日） 15:00
世田谷区民会館

1/9（火）発売
開始決勝大会

第6回 せたがや
バンドバトル

 4,700円　一般 A席（1・2階席） 5,000円／当日 5,500円　B席（3階席） 4,000円／当日 4,500円　
学生（当日要証明書提示）・U24 3,000円／当日 3,500円　 瀧本麻璃英　☎090-2626-6954   

 12/1（金）
一般 12/2（土）

発売
開始
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人材育成・活動資金の視点から、運営上の
課題解決方法を学び、団体活動におけるコ
ミュニティづくりの大切さについて考えま
す。
【第1回】呉 哲 煥（NPO法 人CRフ ァ ク ト

リー）、【第２回】堤大介（株式会社PubliCo）　
NPOのスタッフ・役員（中堅者向け）　
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、団体名も

明記）で生活工房へ　

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（入退場自由）。　

無料　 不要、直接会場へ

■出張ツアーカウンター開設！「みんな
で作る貴州ツアー」
12月2日（土） 11:00～16:00　生活工房4Ｆ
貴州省を旅したデザイナーたちによる映像
を交えた報告会のあと、会場の皆さんととも
に楽しい貴州ツアーを考えます。そのほか、
ミャオ族の技術を使ったピカピカ布ミニワー
クショップや、貴州料理の屋台も登場予定。
＊詳細HP参照

［トーク］新居幸治（Eatable of Many Orders）、
安藤僚子（デザインムジカ）、
金森香（ドリフターズインターナショナル）　

［ツアー相談］貴州省日本観光センター
［協力］アジア太平洋観光社

入場無料（ミニワークショップと貴州料理
は有料）　 不要、直接会場へ

水引は主に冠婚葬祭の場で使用されていま
すが、祝いの品に特別な結び方を施すこと
で、祝いの心をあらわしてきたのが、赤い水
引です。時を経て、より豪華な装飾が求めら
れるようになり、赤い水引は金糸銀糸の水引
へと展開してゆきました。
「赤をめぐる旅」vol.2では、日本に受け継
がれる「水引」の伝統に目を向けながら、東
京（日本橋）、長野（飯田市）、石川（金沢市）、
福井（越前市）、京都（下京区）の取材を通じ
て、地域の風土や自然に育まれた、日本の衣
服／繊維文化における「赤と祝い」の物語を
探っていきます。
会場では、取材者であり本展を監修する衣
服造形家・眞田岳彦氏が、赤い水引にかか

わる土地をめぐった様子とともに、日本人の
「祝う心」や「願い」について、各地域の特徴
的な水引の品や、氏が新たに制作した作品
を通して紹介します。年末年始の祝事にあわ
せ、日本人の生活文化としての「祝う心」を見
つめ直しませんか？

無料　【企画制作】SANADA Studio inc.

1祝いのお正月飾りづくり
ワークショップ
12月28日（木） ①10:30～12:30 ②15:00～
17:00　生活工房4Ｆ
新しい年に願いを込めて、水引を飾る注

し め

連縄
なわ

づくりをします。
［進行］SANADA Studio inc.　

高校生以上　 各回申込先着20名　
各回2,000円　 下記参照

2トークイベント「日本人と祝い」
2018年1月21日（日） 14:00～16:00　生活
工房5Ｆ
日本人が「祝いの文化」に込めた技と美意識に
ついて、ゲストを迎えてお話しいただきます。

［登壇者］赤坂憲雄（民俗学者）、眞田岳彦（衣
服造形家）　

申込先着40名　 500円　 下記参照

中国・貴州省の山岳地帯に多く暮らすミャ
オ族（苗族）は、美しく多彩な民族衣装で知ら
れる人々です。「布目から魔が入る」という
言い伝えがあり、子どものために使う背負い
帯には、特に精密な刺繍が施されています。
本展では、愛知県常滑市にある苗族刺繍博
物館より、民族衣装や背負い帯など約60点
をお借りして展示し、ミャオ族の一年の暮ら
しについても紹介します。

無料

18歳以上　 先着25名　※定員に達し次
第締め切ります　 8,100円　 　

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　 12月22日（必着）

新年の幕開け！みんなで区内7箇所から総合
運動場まで歩き、新年を祝いましょう！
※詳細は、本紙12月25日号に掲載します

■スキー競技　
2018年1月28日（日） 8:30～　長野県菅平高
原パインビークスキー場

［種目］回転　 2,000円（高校生以下1,000円）　

所定の申込書で区スキー協会・辻（〒144-
0055 大田区仲六郷1-6-9-225）　 区スキー
協会・土谷（☎090-5776-4301）　 2018年1
月8日（必着）

■第42回世田谷区スキー選手権大会
2018年1月27日（土） 8:30～　長野県菅平高
原パインビークスキー場

［種目］①大回転（年齢別）②距離（リレー）③距離
個人　 ①3,000円（高校生以下1,500円）、②
3,000円（1チーム3人）、③1,000円　 所定の
申込書で区スキー協会・辻（〒144-0055 大田
区仲六郷1-6-9-225）   区スキー協会・土谷（☎
090-5776-4301）   2018年1月8日（必着）

2018年2月20日現在原則満20歳以上の方　
先 着100名　 35,000円（学 生25,000

円・体育施設協会会員30,000円）　※合格
後、別途認定料・登録料20,000円　 当財
団HPより　 2018年1月10日（必着）

す。詳細はHPをご覧ください

成城の部　2018年1月20日～3月10日　
毎週土曜 18:00～19:30（全8回）　
ニュー成城ゴルフセンター
千歳の部　2018年1月10日～3月7日（1月
24日を除く）　毎週水曜 14:00～15:30

（全8回）　千歳ゴルフセンター
いずれも　 18歳以上　 抽選10名　

20,000円　 12月27日（必着）

第4期バスケットボール教室
2018年1月9日～3月20日
毎週火曜（全10回）　※除外日あり

A小学生17:00～19:00B中学生・高校生
相当19:00～21:00   先着順A45名B35名

各8,000円　 12月10日（必着）　

軽度の知的障害のある中学生以上　 先着
36名　 1,300円／回（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）へ　 12
月27日（必着）

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　

12月5日（必着）

バドミントンクリニック　2018年1月13日
（土） 16:00～18:00　大蔵第二運動場体育
館　 町田文彦氏（元日本代表）　 小・中学
生　 抽選30名　 1,000円　 12月20日

（必着）

①烏山コース（烏山中学校温水プール）　
2018年1月9日～3月13日　毎週火曜 10:00
～12:00　全8回　※除外日あり
②梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
2018年1月10日～3月14日
毎週水曜 10:00～12:00　全10回

①②18歳以上　 ①②先着50名　※定
員に達し次第締め切ります　 ①7,200円②
9,000円　 ① ② 　※大蔵A・Bコース
は上記コース型フィットネス教室に含まれま

祭りのシーンが刺繍で描かれた背負い帯
写真：西岡潔（『ミャオ族の刺繍とデザイン』／大福書林より）

ピラティス、体幹トレーニング、太極拳、
ジュニアバレーなど　

8,100円～　

はじめようスイミング、スイムレッスン、
メンズスイミング、レベルアップスイミング

5,400円～　

キッズ、親子教室、ヨガ、ダンス、スイミング教室など　
4,000円～　  　※更衣室工事のため、スイミ

ング教室は２月中旬から開始します

ゴルファー'sトレーニング、ヨガ、
婦人体操など

8,400円～　

※定員はプログラムにより異なります。定員に達し次第締め切ります　※一部託児サービスがあります

世田谷芸術百華2017対象事業

12ともに11月25日10時以降、電話か
メール（P3記入方法参照、年齢も明記）で生
活工房へ

いずれも
先 着

2018年1月～3月

▶問合せ先　 総合運動場 ☎3417-4276 3417-1734　 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　 大蔵第二運動場 ☎3416-1212 3416-1777　 烏山中学校温水プール ☎ 3300-6703　 梅丘中学校温水プール ☎ 3322-6617

システム登録のうえHPよりお申込みください。
※インターネットのできる環境のない方はご相談ください

コース型フィットネス教室
 総合運動場体育館  総合運動場温水プール  千歳温水プール  大蔵第二運動場

再生紙を使用しています

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

眞田岳彦ディレクション／
衣服・祝いのカタチvol.2

赤をめぐる旅 展
祝いの水引結び

12月20日（水）～2018年2月4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

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

開催中～12月10日（日） 11:00～19:00　
生活工房3～4F　月曜休み

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

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！!
【第1回】組織づくりに必要なこと　

12月2日（土） 14:00～17:00
【第2回】活動資金を集めるには　

12月19日（火） 19:00～21:30
いずれも生活工房5F

祭りの準備。母親に銀飾りをつけてもらう少女　
写真：佐藤雅彦

 成人女性スポーツ推進事業
「レディーススポーツ（テニス）」

12月19日～2018年2月27日 毎週火曜
9:30～10:50（全8回）　※除外日あり

総合運動場テニスコート

スポーツ教室·イベント

 はじめようスイミング

 レベルアップスイミング
2018年1月11日～3月15日　毎週木曜　
10:00～12:00（全9回）　※除外日あり

烏山中学校温水プール

 いきいきリズム体操
2018年1月28日～3月25日　隔週日曜

13:30～15:00（全5回）　千歳温水プール集会室

 初心者・初級者ゴルフ教室

 トップアスリートに学ぼう！

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

第67回区民体育大会

共催大会

【第2回】堤大介
（株式会社PubliCo）　

【第1回】呉哲煥
（NPO法人CRファクトリー）

～スポーツ施設で活用できる資格講座～
（公財）日本体育施設協会認定

体育施設運営士養成講習会・
資格認定試験

2018年2月20日（火）～22日（木） 9:00～17:00
日本大学三軒茶屋キャンパス

第43回　区民元旦あるこう会
2018年1月1日（月・祝）

ふれあいボウリングスクール
2018年1月6日～2月3日　隔週土曜　

10:00～11:30（全3回）　オークラランド

 大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

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　各日 14:00～15:30　2F八角堂

講習会

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

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/

申込方法
　　 はホームページで11月25日9:00から申込開始
※教室等申込システムへの登録が必要となります

その他は必要事項（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）を明記し、各申込先へ　※個人情報は目的以外に使用することはありません

〒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/
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