
6月23日　〜7月1日日土

古典芸能という枠にとどまらない「“舞台芸術＝パフォーミングアーツ”
としての能・狂言」をコンセプトに、劇場内に特設能舞台を設置して上
演を行う「狂言劇場」が、このたび能作品を交え特別版として4年ぶり
に登場します！古典と現代の様式を織り交ぜながら、能狂言の多角的な
魅力を提示する『狂言劇場 特別版』。
一体どんな趣向が凝らされるのか、楽しみにお待ちください。

― 狂言劇場 特別版 ―

能鷹姫
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アイルランド出身・イギリスを拠点に活躍する
劇作家・脚本家エンダ・ウォルシュによる戯曲を、

白井晃演出により日本初演

バリーターク

5月12日　〜6月3日日土

KAAT神奈川芸術劇場×世田谷パブリックシアター

野村万作　野村萬斎／大槻文蔵　片山九郎右衛門／
　観世喜正　大槻裕一／万作の会 他　

作エンダ・ウォルシュ　翻訳小宮山智津子　演出白井晃
草彅剛　松尾諭　小林勝也

4月14日　〜5月6日日土
KAAT神奈川芸術劇場

http://www.kaat.jp/詳細

詳細は
3面をご覧ください

詳細は
3面をご覧ください

狂
言楢 節山 考 『鷹姫』

「狂言劇場 その七」

『奈須与市語』撮影：政川慎治

『楢山節考』撮影：政川慎治
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次回（4月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
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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

◆100円ワークショップ
    「おフランス・フレグランス」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随
時受付）　創作室
魅惑的なレースやリボンに好みの香りをあ
わせてサシェ（匂い袋）を作ります。

どなたでも　 1回100円

自然と人間の深い
つながりや、生命の
神秘をテーマに描
き続けた日本画家・
髙 山 辰 雄（1912-
2007）の70余年の
画業を、過去最大規
模の本画約120点
に素描を加えて回
顧します。

会期中、展示替えを行います
前期：4月14日（土）‐5月13日（日）
後期：5月15日（火）‐6月17日（日）
※一部の作品は上記以外に展示替えを行います 
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

1講演会「髙山辰雄先生のこと」
4月28日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　

草薙奈津子（美術評論家、平塚市美術館館
長）　 先着140名　 無料
※手話通訳付　※12:00からエントランス・ホール
にて整理券を配布します

一般800（640）円／65歳以上、高校・大
学生600（480）円／小・中学生300円
※（　）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり
幼少期の行商生活を経て、職を転々としな
がらも詩や童話を書き続けた林芙美子は、
自らの貧困生活へ立ち向かうように、生き
る 苦 し み を 吐 露
し、血みどろの人
生を奔放な文体で
表現しました。そ
の作品は作者自身
の前向きな人生観
に裏打ちされてお
り、労苦の多かっ
た人生経験がその
奥行を形作ってい
ます。本展では宿

一般800（640）円／65歳以上、高校・大
学生600（480）円／中学生以下無料
※（　）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり
絵本作家ミロコマチコのダイナミックで、ラ
イブ感あふれる展示をお楽しみください。
会期終了間近です！お見逃しなく！

［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

命的放浪の作家・林芙美子のことばを、現
代の私たちへのメッセージ《幸福に生きるた
めの処方箋》と捉え、原稿・書簡・絵画など
約250点の資料でご紹介します。

■朗読会　林芙美子作品を読む
4月28日（土） 14:00～15:00  １階文学サロン
展覧会オープニングイベントとして朗読会
を行います。
音で聞く「芙美子のことば」をお楽しみくだ
さい。

ふみのしおり（新宿歴史博物館ボランティ
ア朗読の会）　 先着150名　 無料

当日受付（13時30分開場）

次回、平成30年度前期は
「新収蔵・北杜夫コレクションを中心に」
4月28日（土）～9月17日（月・祝）

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
4/3～8 乙女たちの好奇心

4/10～15 香華の会

4/17～22 水彩画サークル「月の会」20周年記念展
※ 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）

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

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/

2東儀秀樹トーク＆ミニ・コンサート
「聖家族」
5月27日（日） 14:00～15:00（開場13:30）　

東儀秀樹（雅楽師）　 申込先着140名
無料　 当館HPの申込フォームより　

※受付開始4月27日（金）10:00より
1・2いずれも講堂
◆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

20世紀の同時期にパリに留学し、一方は具
象、一方は抽象と、異なる表現でそれぞれの
画家人生を歩んだ2人の作家をとりあげま
す。　　　　　　　 追悼――舟越直木

山下裕賀（メゾ・ソプラノ） 他　
［曲目］G.ビゼー／オペラ《カルメン》よりジプ
シーの歌 他　 抽選140名　 無料　 往
復ハガキ（欄外記入方法参照、2名まで連名
可）で当館へ　 5月１日（消印有効）
※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

くつろいだ雰囲気
のなかに人物を配
した室内画など、
どことなく画家の
私的な領域に踏み
込むような親密な
空気の漂う作品を
ご紹介します。
■ギャラリートーク
4月14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

5月12日（土） 13:30～17:00（開場13:00）
ジョルダーノ作曲のオペラ「アンドレア・
シェニエ」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（欄外記入方法参照）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

［受付日］平成30年4月7日（土）、8日（日） 10:00～16:00
［受付場所］世田谷美術館地下１階創作室、清川泰次記念ギャラリー
［抽選会］平成30年4月22日（日）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30年10月～平成31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）

料金改定の
お知らせ

世田谷区の区民利用施設使用料の見直しにより、平成30年10月ご利用分からの料金が改
定されます。詳細は、世田谷美術館ホームページの新着情報をご覧ください。

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）

春の訪れを感じる絵本の読み聞かせと、動
物のシルエットや半透明の色紙を使った「光
のモビール」作りをします。
※いずれかのみの参加も可　
※工作は材料が無くなり次第終了

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

関 連 企 画

関 連 企 画

関 連 企 画

さ く ら 祭
世田谷美術館

4月14日（土）・15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

世 田 谷  美  術  館  分  館

●世田谷文学館コレクション展　●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　●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。

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

ＳＦ・再始動

開催中～4月8日（日）　1階展示室

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

ミロコマチコ
いきものたちの音がきこえる

開催中～4月8日（日）　２階展示室

ボストン美術館
パリジェンヌ展  時代を映す女性たち

開催中～4月1日（日）　１・２階展示室

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

人間・髙山辰雄展
――森羅万象への道

4月14日（土）～6月17日（日）　１階展示室

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

林芙美子　貧乏コンチクショウ

4月28日（土）～7月1日（日）　２階展示室

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

向井潤吉の絵画における
民家と人々の暮らしをつ
なぐ街道に着目し、旅情
に溢れた作品の数々をご
紹介します。

線と色面による作品を
描き続けた清川泰次の
絵画における「色」に注
目し、作品を年代順に
ご紹介します。

宮本三郎 親密な空間
4月3日（火）～8月26日（日）

向井潤吉　民家と街道
4月3日（火）～8月26日（日）

清川泰次　色と色のハーモニー
4月3日（火）～8月26日（日）

展覧会

http://paris2017-18.jp/
展覧会公式ホームページ

世田谷美術館 区民ギャラリー
期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

3/27～4/1
アートクラブ11作品展 玉川フォトフレンズ写真展
第3回蒼美展 雅水会作品展　第14回

4/3～8
第11回風景スケッチ日曜会水彩画展

第二回写友至誠会展
Fre・Art展

4/10～15 第30回記念　彩アート展
第21回木版画展・井上勝江木版画会
内藤貴之個展

4/17～22
絵っ！こうなる展 野鳥大好き砧の仲間写真展
第21回みどり会美術作品発表会 雅燦会作品展

4/24～29 中国水墨画第6回明水会作品展
かみやふさはるアフターリタイア作品展（Ⅱ）
TEA Com.アートを楽しむ会展　※25日～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）。お問合せは当館総務課まで

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.37

《微雨》
［長野県木曾郡南木曾町妻籠］

1974年

《コーラルレッドの四角作品-62》1962年

《（ピアノ）》1945～48年頃

『放浪記』改造社 1930年《グランドガゼルもまってる》2010年

《少女》1979年 個人蔵

世田谷美術館
美術大学

30期生 募集
講義と実技と鑑賞で、総合的にアート
を学びます。
日程：5月から12月の原則、火・木曜
日（45日間）　 18歳以上の世田谷区
在住、在勤、在学者または当館友の会会
員　 抽選60名　受講料70,000円（教
材費含む）　※詳細はHP参照

［募集期間］3月1日（木）～31日（土）

■ ■ ■ ■  ライブラリー〈 ほ ん と わ〉 ■ ■ ■ ■

pipioといっしょに
おはなしとあそびのじかん
春がきたよ でておいで！

3月31日（土）
おはなし 11:00～、14:00～　（約30分）
　工作　 11:30～、14:30～　（約40分）

1階ライブラリー〈ほんとわ〉

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■

それぞれのふたり
小堀四郎と村井正誠

4月14日（土）～7月8日（日）　2階展示室

小コーナー展示

プロムナード・コンサート
山下裕

ひ ろ  か  

賀
メゾ・ソプラノ・リサイタル

5月26日（土） 14:00～（開場13:30）　講堂

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1・2階展示室　開催中～4月1日（日）
　　　　  「ボストン美術館　パリジェンヌ展 時代を映す女性たち」
一般1,500→1,400円　65歳以上1,200→1,100円　高校・大学生900→800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

観覧料割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～4月8日（日）
　　　　  「ミロコマチコ　いきものたちの音がきこえる」
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

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル☎5777-8600　 https://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）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

▲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）
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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

Theatre世田谷パブリックシアター
〒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/

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/

世田谷パブリックシアター

演出・振付・デザイン 天児牛大　 竹内晶　市原昭仁　
長谷川一郎（『金柑少年』のみ）　松岡大　石井則仁　百木俊介　岩本大紀（『卵熱』のみ）

 S席（1・２階） 4,300円　一般 S席 4,500円　A席（3階） 3,000円　U24 2,500円
高校生以下 2,500円（前売のみ、当日要証明書提示）　 山海塾　☎3498-9622

シーマス・スキャンロン　翻訳 浦辺千鶴　
演出 小川絵梨子　 松坂桃李　浜中文一　趣里　小柳心
谷田歩　高橋惠子　 一般 S席（1・2階） 8,800円　
A席（3階） 7,800円　 チケットスペース　☎3234-9999 
※1申込みにつき1公演4枚まで　※各発売初日は窓口販売なし

演 劇

演 劇

Ⓐ『卵を立てることから―卵
う

熱
ねつ

（リ・クリエーション）』
Ⓑ『金柑少年（リ・クリエーション）』

『マクガワン・トリロジー』

Ⓐ6/1（金）〜3（日）
Ⓑ6/5（火）〜6（水）

7/13（金）〜29（日）

3/30（金）
一般  3/31（土）

発売
開始

4/14（土）
一般  4/15（日）

発売
開始

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。

シアタートラム

北村想　演出 寺十吾　 小泉今日子　高橋克実　堤真一　
S席 8,000円　トラムシート 4,000円（一般発売日より取扱い）　 シス・カンパニー　

☎5423-5906（ 平日11:00～19:00）　※1申込みにつき1公演2枚まで　※各発売初日は窓口販売なし

振付 演出 横山彰乃　 asamicro　北川結（モモンガ・コンプレックス）　
後藤ゆう　菅彩夏　菅原理子　仁科幸　 全席自由整理番号付　  3,100円　
一般 3,300円　学生 2,500円（当日要証明書提示）　 山麓　☎090-2626-6954

（平日 10:00～17:00）

演 劇 日本文学シアターVol.5【江戸川乱歩】『お蘭、登場』6/16（土）〜 
7/16（月・祝）

5/11（金）
一般  5/12（土）

発売
開始

演 劇 lal banshees 『ムーンライトプール』6/8（金）〜10（日） 4/26（木）
一般  4/27（金）

発売
開始

シリーズ 和
わ

・華
はな

・調
しらべ

第1回「雅楽」
6月30日（土） 15:00　成城ホール

日本の伝統音楽をご紹介するシリーズ第
1回は雅楽。宮中の儀式の中で伝統が継が
れてきた雅

みやび

な音楽の独特な音色と、不思議
な浮遊感のある調べの神髄は何か、その魅
力に迫る！

伶楽舎　 平調音取 ― 越天楽残楽三返（管弦）　蘭陵王（舞楽） 他
 3,000円　一般 3,500円　 　※未就学児入場不可

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

山海塾
未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可
14:30
18:30

6/16 7/117 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 101112131415162 3 4 5 6 7 98

10

19:30
15:00

6/8 9
3 4 5 6

19:00
15:00 休

演

6/1 2

A
AA

B B

『デイ・イン・ザ・シアター 
～21回目の劇場の

お誕生日編～』
1日限りの「演劇＆劇場」
体験ワークショップ

14:00
:00

17:30

13

18:30

7/13 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1415

国境を越えて歌い継がれている美空ひばり。ブラジルで生まれ、日本で歌手デ
ビューをしたマルシア。
マルシアが美空ひばりを歌い、美空ひばりとブラジルのつながりを音楽とトー
クで紐解きます。
佐藤剛が語り、マルシアの歌とともにお届けするコンサートです。

マルシア　佐藤剛　 ふりむけばヨコハマ　待ちわびて哀愁　陽だまり 他
 1,800円　一般 2,000円　 　※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）

美空ひばりとブラジル 〜国境を越えた日本の歌〜

マルシア

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515　　　　　　　　　

●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

せたがや音楽プロジェクト 音楽は自由をめざすvol.4       4 /3（火）発売
開始

     3/26（月）発売
開始

  4/29（日・祝）
一般  4/30（月・休）

発売
開始

KAAT神奈川芸術劇場×世田谷パブリックシアター ―狂言劇場　特別版― 

バリーターク
能『鷹姫』・狂言『楢山節考』

作 エンダ・ウォルシュ　
翻訳 小宮山智津子　演出 白井晃

草彅剛　松尾諭　小林勝也
 6,800円　一般 7,000円　

高校生以下、U24 一般料金の半額　
トラムシート 6,500円　※トラムシートは
座席ではなく、客席最後部の壁に備えつけられ
たバーに寄り掛かれる半お立見のスペースで
す。通常の座席とは異なります
※当日券については決定次
第HPにてお知らせします
※未就学児入場不可

野村万作　野村萬斎／大槻文蔵　片山九郎右衛門／
観世喜正　大槻裕一／万作の会 他

 S席（1階席・2階席） 7,800円　一般 S席 8,000円　
A席（3階席） 5,500円　高校生以下 ・U24 各一般料金の半額
セット券（AプログラムとBプログラムを１公演ずつ選択、世田谷パ
ブリックシアターチケットセンターとオンラインチケットのみ取扱）
セット券　一般 S席 15,000円　
セット券　高校生以下 S席  7,000円　
※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで　
※各発売初日は窓口販売なし、先着順　※未就学児入場不可

KAAT神奈川芸術劇場と世田谷パブ
リックシアターの初の共同制作作品とし
て『バリーターク』を、演出・白井晃×
草彅剛×松尾諭×小林勝也という驚き
の顔合わせで上演いたします。

古典芸能に出自を持ちながら現代舞台芸術創作にも成
果を残してきた野村萬斎芸術監督により、古典芸能の技
法や発想を、現代的な演出技術と融合させながら、新た
な舞台芸術表現として狂言の新演出版を創作します。

プログラム＝狂言「呼
よび

声
ごえ

」　狂言「楢
なら

山
やま

節
ぶし

考
こう

」
プログラム＝舞囃子「三

さん

番
ば

叟
そう

」　舞囃子「山
やまんば

姥」　能「鷹
たか

姫
ひめ

」
（6/23、7/1 ＝「三番叟」「鷹姫」、6/30 ＝「山姥」「鷹姫」）

 5月12日（土）～6月3日（日）
シアタートラム

14:00
:00

18:00

13

19:00
＝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）　 

5/12 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311314 6/1 2 3

“舞台芸術＝パフォーミング・アーツ”としての能・狂言を、特設能舞台で！
6月23日（土）～7月1日（日） 　世田谷パブリックシアター

『フリーステージ2018』
世田谷クラシックバレエ連盟（4月29日 （日・祝））
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

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（木）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12日（木）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（月・休））および、ダンス部門（5月4日（金・祝）、6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

日時 4月29日（日・祝） 16:00開演　会場 世田谷パブリックシアター

『フリーステージ2018』世田谷クラシックバレエ連盟公演
①舞台照明入門講座   5月10日（木）13:00～18:00
②舞台音響入門講座   5月11日（金）13:00～18:00
③舞台技術安全講座   5月12日（土）13:00～17:00
※両日参加できる方　     5月13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。

4月26日（木）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。

Technical Theatre  　　   
Training Program 

舞台技術講座38th
世田谷パブリックシアターは開館
21周年を迎える記念日の4/5に、
どなたでもご参加いただける演劇
ワークショップ『デイ・イン・ザ・
シアター』を実施します。
演劇にちょっと触れてみたい！とい
う方、稽古場に入ってみたい！とい
う方、そして仕事帰りになんか面白
いことないかなあ？という方、もう
すぐ新学期が始まるぞ！という方、
どんな方でも大歓迎です。
4月5日（木）　
対象 どなたでも　
定 20名　
参加費 500円　
※詳細はHPをご覧くだ
さい

30  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　＝ポストトーク（出演：野村萬斎）
　＝視覚障害者のための音声ガイド貸出あり　
      ※詳細は追ってHPにてお知らせします
※聞こえにくい方のための音声サポートあり
（各回15台限定）

18:00
:0014

3024 7/16/23

 2018 

illust：Masahiro  Yamanaka

・ 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。

 は先着順　
電話・オンラインにて受付　

神奈川公演あり
詳細は http://www.
kaat.jp/

6月2日（土） 15:00　北沢タウンホール

世田谷パブリック
シアター 学芸　☎5432-1526

『楢山節考』　撮影:政川慎治



　 　

小学1年生以上　※小学生は保護者同伴　 先着900名程度　 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/walk2018/　●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、5月1日
頃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19回 多摩川ウォーク 参加者募集中
4月13日締切（先着順）　※荒天中止　5月13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⇒多摩川サイクリングロード⇒調布市多摩川児童公園自由広場（東京都
調布市多摩川3-75）　※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19ｋｍ）　※制限時間6時間（9:00〜15:00） ※昨年とゴール会場が異なります
世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒調布市多摩川児童公園自由広場⇒多摩市
一ノ宮公園（東京都多摩市一ノ宮1049）　※最寄り駅／京王線聖蹟桜ヶ丘駅　徒歩７分

2018年3月25日4

キャロットタワー
の 3・4・5 F 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。3F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・5F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　 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・水曜以外）　
［詳細］ http://artfleama.net/

1シルクスクリーンで
　招き猫トートバッグを刷ろう
両日とも 11:00〜17:00（途中休憩あり）
シルクスクリーンでトートバッグに招き猫
キャラクターをプリントします。

arte-te（アルテ・テ）　 小学生以上　
各日20名程度　 500円　

2新聞紙で鯉のぼりを作ろう
両日とも 11:00〜17:00（途中休憩あり）
のりで固めた新聞紙に
目玉とウロコを貼って
鯉のぼりを作ります。

小沢栄一　
小学生以上　
各日20名程度　
200円　

3樹脂粘土で招き猫ストラップを作ろう
21日（土）のみ 13:00〜14:00 15:00〜16:00
樹脂粘土を使って、招
き猫のストラップを作
ります。2種類から選
べます。

コヤナギアイコ　
小学生以上　
各回5名程度　
500円

鈴木まもるさんは、代表作『ピン・ポン・バス』
『がんばれ！ パトカー』（偕成社）などで知られ
る絵本作家であり、鳥の巣の収集と研究を重
ねる鳥の巣研究家でもあります。本講演会で
は、鈴木さんが作家を志
したきっかけや鳥の巣と
の出会いについて、お話
しいただきます。

鈴木まもる（絵本作家・
鳥の巣研究家）　

抽選20名　 100円　
往復ハガキ（P2記入方

法参照）で生活工房へ　
5月19日（必着）

「市 民 活 動 支 援 コ ー
ナー」登録団体の活動
をパネルや制作した作
品などで紹介する展覧
会です。団体それぞれ
の個性豊かな発表をお
楽しみください。

無料　［主催］市民活動支援コーナー 

昨 年 の 夏 休 み
に開催した14
歳 女 子 限 定の
ワ ー ク シ ョッ
プ の 報 告 展 で
す。オリジナル
テキスタイルを
デザインした3
日間のワークショップと、完成したワンピー
スを身にまとって行った撮影会の様子を、写
真とともに紹介します。「私を表現すること」

「デザインすること」にじっくり向き合った
14歳たちの夏の記録をご覧ください。

無料　
【協力】spoken words project、ゆかい

■アクアフィットネス　5月10日〜31日
毎週木曜 10:00〜12:00（全4回）　太子堂中
学校温水プール　 18歳以上　 先着30名　

4,800円　 太子堂中学校温水プール開
放事務室（〒154-0004 太子堂3-27-17 ☎

3413-9311）

① 第1期バスケットボール教室
4月17日〜6月26日（6月5日を除く）
毎 週 火 曜（全10回）　 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　
②Aゴルフ教室・B個人レッスン
4人のプロからきめ細やかなワンポイント、
テクニックなどを学ぶことができます。　

A12,000円～B20分2,000円～
①②

小学生以上（小学４年生以下は保護者の同
伴が必要）　 先着50名　 無料　

区ローラースポーツ連盟（ info@seta 
gaya.trsf.jp　☎050-5583-6217）　
※詳細はHP（http://setagaya.trsf.jp/）をご
覧ください

［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）　 4月20日（必着）

■テニス社会人大会　4月29日（日･祝）〜
9月15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（日･
祝）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
1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）

30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～中学生　

先着10名　 12,000円　

■社交ダンス教室　5月12日〜6月16日　
毎週土曜　※除外日あり　19:00〜20:30

（全5回）　弦巻中学校体育館　 18歳以上の
初心者・初級者　 先着30名　 3,000円
■なぎなた教室　5月16日〜6月13日　毎
週水曜 19:00〜20:30（全5回）　代田小学校
体育館　 小学生以上　 先着20名　

3,000円（中学生以下2,000円）
■親子体操教室　5月9日〜7月4日　隔週
水曜 15:45〜17:15（全5回）　深沢区民セン
ターホール　 1歳半～4歳の子どもとその
保護者　 先着20組　 3,000円　
■生涯健康づくり体操　5月7日〜7月
30日　毎週月曜　※除外日あり　19:00〜
20:30（全12回）　明正小学校体育館　

55歳以上　 先着50名　 3,000円　

■ジュニア水泳教室　①梅丘コース　5
月7日〜6月25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8日〜6月26日   毎週火曜 18:00 
〜19:30（全8回）　烏山中学校温水プール　
③玉川コース　5月8日〜6月26日　毎週火
曜 18:30〜20:00（全8回）　玉川中学校温水
プール　 小学生の初心者・初級者　 先着
各50名　 5,600円　 ① ② ③玉

※詳細はホームページをご覧ください
①総合運動場フィットネス　4月1日〜
2019年3月31日（休館日を除く）　 高校生
相当以上　 400・500円 300円（別
途施設利用料金）　
②千歳温水プールフィットネス　4月1
日〜2019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 二フィットネ ス　4月1日〜
2019年3月31日（休館日、年始を除く）　

高校生相当以上　 600円　

宮地一道（元プロテニス選手） 他　 18歳
以上の女性　 先着20名　 20,000円　

■初心者・初級者ゴルフ教室　①成城の
部　5月19日〜7月7日　毎週土曜 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11日〜6月29日　毎週金曜 
15:00〜16:30（全8回）　千歳ゴルフセンター　

18歳以上　 先着各10名　 20,000円
■ジュニアゴルフ教室　5月12日〜6月

▶問合せ先　 総合運動場 ☎3417-4276 3417-1734　総プ 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　玉 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

【3F】当日参加型ワークショップ
いずれも不要、直接会場へ

勤務内容
受付・貸館（接客）補助業務、事務補助　
募集人数
若干名　
契約期間
平成30年5月1日～平成31年3月31日

（翌年度更新の場合あり）
勤務条件
ローテーション制で月10～15日（土日祝
日の勤務有）、勤務時間18:30～22:15、
時給1,020円（片道2km以上の場合、日
額1,000円を上限に交通費別途支給）　
応募・選考方法
4月9日（必着）までに履歴書（市販の履歴
書に写真貼付）を生活工房へ郵送または
持参 ➡ 書類選考 ➡ 面接（4月中旬） ➡ 
内定

生活工房では、地域の文化活動の拠点と
して利用いただける施設の貸出を行って
います。　※詳細HP参照

生活工房
アルバイト募集

 髙野進 子どもかけっこクリニック＆記録会　
5月5日（土・祝） 9:00〜12:00　総合運動場陸上競技場　※荒天時5月6日（日）実施　※写真判定装置
を使った50m記録会あり　 髙野進（陸上競技 男子400ｍ 日本記録保持者）　 小学生A1･2年生
B3･4年生C5･6年生　 先着各60名（全体で180名程度）　 2,000円　

撮影：ゆかい

スポーツ教室·イベント 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

三者共催 区民ボウリング大会
4月30日（月・休） 9:00〜　オークラランド

鳥の巣：キムネコウヨウジャク

第42回世田谷おはなしネットワーク
講演会

絵本と鳥の巣の不思議
6月21日（木） 13:00〜15:30　生活工房5F

キャロットタワーで遊ぶ2日間
世田谷アートフリマ vol.29

４月21日（土）〜22日（日） 11:00〜17:00
生活工房3F〜5Ｆ

インラインスケート教室
4月7日〜2019年3月30日

毎週土曜 9:00〜12:00
大蔵運動公園ローラースケート場

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

市民活動支援コーナーの日々展
2018

開催中〜4月15日（日） 9:00〜20:00
3F生活工房ギャラリー 会期中無休

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

子どもワークショップ2017報告展
14歳のワンピース 展

4月19日（木）〜5月13日（日）
9:00〜20:00　3F生活工房ギャラリー

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

第68回世田谷区民体育大会

種目（すべて先着順） 定員（単） 定員（複）
一般男子　A日程 108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） 104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） 88名 104組
一般女子（B日程） 64名 64組

 「レディーススポーツ」テニス
5月8日〜6月26日　毎週火曜 

9:30〜10:50（全8回）　
総合運動場テニスコート

 ゴルフ教室

 各種スポーツ教室

 各種水泳教室

事前申込が不要な教室

 ちとふなフォトウォーク
5月20日（日） 9:00〜12:00

再生紙を使用しています

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/

〒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/

申込方法
　　

はホームページで
3月25日 9:00から申込み開始（一部除く）。

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

※教室等申込システムへの登録が必要となります　
※ 先着順の教室・イベントについては、定員に達し

次第締め切りとなります
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