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見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 進める荒井良二のいろいろ展
■ 特別展「平泉～みちのくの浄土～」
■ 世田谷ジュニアアカデミー
■ 棉の庭（wata no niwa）
■ 『春琴』、珍しいキノコ舞踊団×plaplax公演
■ せたがやの演奏家シリーズvol.2 苅田雅治と仲間たち

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！

音楽は、自分が「何かを感じる」ところから始まるのだと思っています。
仲間と力を合わせて何かを成し遂げていくよろこびが素晴らしいものであること
を実感してもらいたい、それがこのワークショップで実現すると思います。一から
始めることは大変な面もたくさんあるけれど、集中して何かを続けるということ
は自分自身への大きな自信へとつながっていくと思います！
皆さんの参加をお待ちしています。                                            池辺晋一郎

あこがれの楽器を
演奏できるのが
とってもうれしい！

ちびっこジュニア＆

無限の可能性を持つ子どもたちへ
ワークショップに参加して、
「音」を使って仲間とコミュニケーションしませんか？

池辺
晋一
郎音
楽監督

発案のワー
クショップ。

音楽
に触
れる
機会を

みつけたいひと、
仲間と一緒に楽器を演奏してみたいひと、

6月
21日

㈰のファミリーコ
ンサートで演奏しよう！

ワー
クシ
ョップ

でオーケ
ストラを体験してみませんか？

まもな
く〆切

3月1日
必着！ オーケストラWSのメンバーを募集しています。

6月21日(日)のファミリーコンサートで演奏しよう！

企画・監修：池辺晋一郎　　実施場所：船橋公文書庫および弦巻中学校
対　象：区内在住・在学の小学１年生から高校２年生で、毎回自主的に通える人。
参加費：10,000円～30,000円（楽器種別、楽器貸代により異なる）
定　員：80名程度　※選考あり
※詳細はホームページの募集要項をご覧ください。

http://www.setagayamusic-pd.com/問合せ：音楽事業部　☎5432-1535　
音楽事業部 検索

ちびっこ
小学校1年生～４年生

３月15日㈰～6月21日㈰の１０回程度

ジュニア
小学校５年生～高校２年生

3月15日㈰～6月21日㈰の２０回程度

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ダブルベース、
オーボエ、フルート、クラリネット、バスーン、
ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ、
ティンパニー、パーカッション（大太鼓・小太鼓ほか）

ヴァイオリン、チェロ、
オーボエ、フルート、
クラリネット、パーカッション

（いずれも2009年３月現在）対　　象
実施期間

募集パート

▶４面に関連記事アリ

池辺晋一郎プロフィール●200８年より(財)せたがや文化財団 音楽事業部音楽監督に就任。　日本を代
表する作曲家で、交響曲や室内楽、合唱曲をはじめ、テレビ「未来少年コナン」や「八代将軍吉宗」、映画
音楽では黒澤明「影武者」や北野武「監督、ばんざい！」など、幅広いジャンルで作曲。毎週日曜にはNHK
教育テレビ「N響アワー」にレギュラー出演し、やさしく、楽しく、独自の話術でクラシック音楽を紹介中。

昨年のワークショップより　写真撮影：青柳 聡

初心者大歓迎！
一緒に

楽しみませんか？

ワーク
ショップ験ワークショップ

ラ
楽器体験
オーケスト

ウェブで
検索してね！

ワークショップ

今月
の

つれ
づれ

トー
ク

池辺晋一郎㈶せたがや文化財団音楽事業部　音楽監督

「ジュニアオーケストラ」という形

学～高校生のころ、私もジュニアオーケストラに参加
していました。初めて出会う、さまざまな年齢の仲間

たちとふれあい、たくさんの刺激がありまし
た。楽しい思い出がたくさんありますが、
「美しき青きドナウ」は印象に残っています。
演奏が難しくて苦労もあったはずなのに、
忘れられません。子どもの頃に聴き、また  

演奏した音楽は永遠の宝物ですね。
オーケストラは1人ではできません。
仲間と一緒に1つの音楽をつくり
上げたことこそが、素敵な思い出
です。そんな体験をぜひ世田谷
区の子どもたちにも感じてもら
いたい、その思いから、ジュニア
オーケストラの未来を大切に
したいと願っています。

中
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割　引
引換券

この券を受付までお持ちいただく
と、一緒に来館された同伴者全員
が割引料金でご利用になれます。

この券を受付までお持ちいただく
と、一緒に来館された同伴者全員
が割引料金でご利用になれます。観覧料

割　引
引換券

特別展「平泉～みちのくの浄土～」
一般1,30０円→1,200円　大・高生・65歳以上900円→800円
中・小生・障害者（一般）500円→450円観覧料

世田谷美術館1・２階展示室
３月14日（土）～４月19日（日）進める荒井良二のいろいろ展

一般600円→500円　大・高生350円→300円
中・小生200円→150円　65歳以上・障害者300円→250円

世田谷文学館1階展示室　
2月14日（土）～3月29日（日）

〠157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415－6011  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（月曜日が休日の場合は翌日）世田谷美術館

企 画 展
トランス／エントランスvol.7
ボヴェ太郎『in statu  nascendi』
当館のエントランス空間を、若手アーティス
トの実験場にする注目のパフォーマンス・シ
リーズ「トランス／エントランス」。今回は、
京都を拠点に活躍中の舞踏家・振付家、ボヴ
ェ太郎が登場します。
3月7日㈯　20：00開演（19：30開場）　
当館エントランス・ホール■出ボヴェ太郎（ダンス）、
原摩利彦（音楽）　■￥前売・当日とも2,000円、中学生以
下無料／100名（全席自由）　[チケット購入]当館ミュー
ジアムショップ[チケット予約]ボヴェ太郎ホームページ   
http://tarobove.com/reservation
（当館にて電話予約も可。☎3415－6011）

プロムナード・コンサート
吉成律子フルート・リサイタル
3月20日（金・祝）14：00開演
■出吉成律子（フルート）、松山玲奈（ピアノ）
［曲］フランク「ソナタ」、ボザ「イマージュ」他
■￥無料／抽選200名
■申 3月8日（消印有効）ま
でに往復ハガキ（欄外記
入例参照）で当館コンサ
ート係へ。ハガキ１枚に
つき１名様のみ。※未就
学児は入場不可。開演後
の途中入場はご遠慮くだ
さい。

《春塘》（埼玉県川越市郊外）
1984（昭和59）年

十二の旅:
感性と経験のイギリス美術

開催中～3月1日㈰　1階展示室
■￥一般1,000（800）円／大・高生・65歳以上
800（640）円／中・小生・障害者（一般）500
（400）円・（　　）内は20名以上の団体料金
■【もうひとつの１２の旅】エッチング講座
参加者による「旅」の版画作品展
開催中～3月1日㈰　当館地下休憩所　■￥無料

■【１００円ワークショップ】
２月２８日㈯　13：00～15：00　当館B1無料休憩
所　隋時受付　■対小学生～一般　■￥1回100円
　

「難波田史男展」
開催中～2月27日㈮　２階展示室
■￥一般200円（160円）大・高生150円
（120円）中･小生、65歳以上、障害者（一般）
100円（80円）※(　)内は20名以上の団体料金

特別展「平泉～みちのくの浄土～」
3月14日㈯―4月19日㈰　1、2階展示室
みちのくの栄華、中尊寺金色堂の名宝など国
宝重文98点を含む200件を紹介。
平泉は11世紀末から12世紀にかけての約100
年間、奥州藤原氏によって仏教理念に基づく
平和・平等思想をかかげて繁栄を極めた「み
ちのくの都」でした。本展は国宝の中尊寺金
色堂西北壇の諸仏
11体が揃って寺外
で初公開されま
す。また中尊寺経
として知られる国
宝「紺紙金銀字一
切経」や、みちの
くを代表する仏像
を加え、平泉の魅
力を余すところな
く紹介します。（展
示替有。）

関連イベント

■￥一般1,300（1,100／1,000）円／大高生・
65歳以上900（700／700）円／中小生500
（400／400）円　※（　）内は前売り／20
名以上の団体割引料金　障害者割引あり
前売り券は当館ミュージアムショップ、主要
プレイガイド、コンビニエンスストアなどで
販売。（会期中は当日券の販売）

関連企画
■記念講演会
３月１４日㈯「平泉文化と浄土思想」　
■講大矢邦宣（盛岡大学教授・平泉郷土館館長）
３月21日㈯「奥州藤原三代と仏教美術」　
■講有賀祥隆（東北大学名誉教授）
いずれも14：00～15：30　当館講堂　
■￥無料／当日先着150名（当日10：00より整
理券を配布　手話通訳付）
■「親子で知る！中尊寺金色堂のうるしの
技」（螺鈿蒔絵のストラップ付※こどものみ）
中尊寺金色堂の修復に携わった講師のお話と展
覧会鑑賞、最後は漆工芸の磨き仕上げを体験。
3月20日（金・祝）13：00～16：00　当館創作
室、展覧会会場■講小栁種口皇氏（日本工芸会
正会員　文化財修理士漆工）
■対小学生4年生～中学生及びその保護者　
■￥無料／抽選30名（保護者は含まず）
※保護者は当日の展覧会チケットが必要です。
■申 3月2日（消印有効）までに往復ハガキ（欄外
記入例参照、参加するお子さんの学年及び保護
者の方が参加する場合は保護者名を明記、兄弟
での申込みは連記可）で当館教育普及担当課へ
■ワークショップ「誰もいない美術館で」
展示品から得たインスピレーションをもと
に、参加者がパフォーマンスをつくり、閉館
後の誰もいない美術館で発表会をします。
4月11日㈯、12日㈰　13：00～18：00
（12日㈰19：00～20：00　ワークショップ発表会）
展示室、創作室■講柏木陽（演劇家）　■対①10代
②20代以上　■￥①無料／１５名②2,000円／5名
■申当館HPにてお申し込みください。（申込先着順）
■１００円ワークショップ「キラキラらで
んアクセサリー」
100円でどなたでも気軽に参加できる簡単
な、らでん風のアクセサリーづくり
展覧会会期中の毎週土曜日13：00～15：00
■￥無料/随時受付

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（月曜日が休日の場合は翌日）
[料金］一般200（160）円／大・高生150（120）円／中・小生、65歳以上、障害者100（80）円※（　）は20人以上の団体料金

世田谷文学館 〠157-0062 世田谷区南烏山1-10-10　☎5374-9111  http://www.setabun.or.jp/
[開館時間]10:00～18:00（ショップは17:00まで。展覧会入場は17:30まで）　[休館日]毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）

進める荒井良二のいろいろ展
開催中～3月29日㈰　1階展示室
国内はもとより、海外でもその活動が高く評
価されている絵本作家・荒井良二の展覧会で
す。本展では代表作の原画をはじめ、活動初
期に雑誌に寄せたイラストやカットの数々、ア
トリエを彩るお気に入りの品々や自作の小品、
新作の絵画や立体作品、屏風なども展示し、
進化を続ける「アライ・ワールド」の今をご紹
介いたします。

■￥一般６００円、大・高生３５０円、中・小生２００円、
６５歳以上・障害者３００円　※団体割引あり

■一日店長のサイン会＆お茶の時間の
ミニトークショー
荒井サンがミュージアムショップで一日店長
をつとめます。当日お店で買い物をしてくだ
さったお客様には、店長がサインをします。ま
た、15時のお茶の時間にはミニトークショー
を行います。（ゲストは当日遊びに来た荒井サ
ンのお友達です）。
3月8日㈰　11時くらい～16時くらい
●ミニトーク
15:00～16:00　1階文学サロン
■￥無料／椅子席100席（当日先着順・立見自
由）
■荒井サンとワークショップ
3月22日㈰14:00～16:00　1階文学サロン
■対小学生　■￥500円／抽選30名　■申 3月8日
（必着）までに、往復ハガキ（欄外記入例参
照、学年も明記）で当館「荒井良二展」係へ。
（2名まで連名可）

文学に描かれた世田谷
１００年の物語

開催中～3月29日㈰　2階展示室
■￥一般2００円、大・高生1５０円、中・小生100
円、６５歳以上・障害者1００円　※団体割引あり

韓国文化週間2009 プレイベント
ファン・ソギョン講演会

韓国の国民的作家、ファン・ソギョン氏。最新作
『パリデギ』（岩波書店）は、韓国で５０万部のベ
ストセラーになるなど、幅広い読者から絶大な
支持を得ている作家です。温厚なお人柄で、小
説のみならず魅力あふれるパ
フォーマンスでも人気のファ
ン・ソギョンさんとの楽しい時
間を、この機会にぜひお過ご
しください。（講演会の通訳は
翻訳家の青柳優子さんです。）
３月６日㈮１８：３０～（１８：００開場・２０：００終了
予定）　１階文学サロン
■￥無料／当日先着１５０名

友の会との共催講座
■松本清張生誕100年記念
企画 「或る『小倉日記』伝」
4月11日㈯13：00～14:15
1階文学サロン
※「生誕100年記念松本清張展」（4月11日～6月
7日）展覧会チケットをご購入いただいたお客様の
み無料でご参加いただけます（招待券は除く）。
■出劇団前進座 柳生啓介・浜名実貴・津田恵一
■申 3月28日（必着）までに、往復ハガキ（欄外
記入例参照）で当館友の会へ。抽選20名。
※17時からの回（申込不要／当日先着150名）
もあります。詳細はお問い合わせください。

関連イベント

『えほんのこども』　制作過程　撮影：佐野篤

3月７日発売！
1,000円（税込）
通信販売もあります。
※詳細はお問い合わせください。

文芸せたがや
２８号

企 画 展 常 設 展

収 蔵 品 展

企 画 展

 　期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

■展示品の搬入および搬出作業があるため、公開は初日の午後から最終日の16:00までとなる場合が多いです。
■区民ギャラリーについては、当館総務担当課までお問い合わせ下さい。世田谷美術館 区民ギャラリー

開催中
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 3/15
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 3/29

●静水会書作展
●沙羅の会陶展　
●Studio401写真ワークショップ第1回展覧会（4日～）
●色鉛筆アートグループ展
●世田谷アトリエ会展  
●工房萌 陶芸展　●第3回押し花展覧会
●ロシア昔話とフィリップ・キィーの挿絵原画　
●長屋祥子上絵付け展SEASON’S PLATE
●世田谷和紙造形展（25日～）

●第27回かしのき会児童美術展
●菊地寛嶢卆寿展　
●中国水墨画松友会五周年記念作品展
●子育てママの展覧会「ママセット」（4日～）
●絵手紙展（11日～）　●峰岸了子とその仲間達展
●野鳥大好き―砧の仲間
●AOYAMA爽展

●美彩の会　●日本刺繍　華の糸　第3回作品展

～

～

～

～ 

～

画家の書棚にみる昭和のブック・デザイン史
宮本三郎文庫より

開催中～3月22日㈰
一万冊にも及ぶ、生前
に宮本三郎が収集した
本―「宮本三郎文庫」
から戦前・戦後の美術
書を選び出し、展示し
ます。それらのデザイ
ンや装丁に注目し、同
時に画家・宮本三郎の
インスピレーションの
源泉としての「本」の
魅力に迫ります。
■３月のギャラリ－ト－ク
3 月14日㈯１４：００～（３０分程度）
「宮本三郎とフランス」　■￥無料／申込不要

展覧会関連企画
■「花と本」
３月10日㈫～15日㈰
「明るい部屋」と「東京ピストル」がコラボ
レーション。宮本三郎が愛した「花」と「本」
を展示・販売します。
企画：東京ピストル（編集・デザイン会社）、
明るい部屋（花屋）
■￥無料
■活版印刷を体験する
手動活版印刷機をその場で体験、宮本三郎
の言葉が載った小さな小さな本を作ります。
3月20日(金・祝）　12:00～17：00
■講オールライト工房
http://allrightkoubo.jugem.jp/
■￥無料／申込不要

「旅とカメラ 
清川泰次が写した昭和日本紀行」

開催中～3月22日㈰
昭和 10 年代に清川泰次
が旅に出て、日常とは
異なる風景との新鮮な
出会いを活写した数々
の写真作品をご紹介い
たします。

向井潤吉　生きている民家
ー描かれた生活の息吹

開催中～3月22日㈰
失われゆく民家の姿を追いつづけた画家・
向井潤吉。彼によって描かれた風景は、そ
れぞれの風土の中で生きる人々が発する、
生活の息づかい
を、その画面に漂
わせています。本
展では、民家の「生
きている」姿に込
めた、向井潤吉の
思いをたどります。

宮本三郎記念美術館
〠158－0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483－3836

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　☎5450-9581

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了
浦野勝雄・野口欽一  陶二人展
 (25日10:00から公開)
代田水墨画研究会　作品展
１６１６会
土遊び (18日10:00から公開)

開催中～

3/ 3～
3/10～
3/17～

3/ 1

3/ 8
3/15
3/22

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー
撮影：清川泰次　年代不詳

Germaine Krull 
100xPARIS 1929年

国宝　中尊寺金色堂西北壇諸仏　
岩手・中尊寺金色院蔵  

中学生・小学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設展  ●世田谷美術館収蔵品展  ●世田谷美術館分館（3館）●あて先は各記事の申込先へ ●重複申込不可●特に条件のある場合は明示します いただいた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

ハガキ・FAX・
Eメール記入方法

①行事名（コース） 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



3 ★凡例　■対象　■料金　■出演　■講師　■締切　■参加・申し込み方法　■お問い合せ対 出 締 申 問講￥

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）
2F ギャラリーカフェくりっく 入場

無料
塚原俊彦ガッシュ展
－金子みす  ゞ宇宙への抱擁－
　3/8（日）～4/4㈯ 雨あがりの虹色 mari’ ex

開催中～3/7㈯

世田谷文化生活
情報センター 生活工房 〠154－0004 世田谷区太子堂4－1－1キャロットタワー　☎5432－1543　　5432－1559   

http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/

会場 定員 共催生活工房5Ｆ 　　　各講座とも14名 　　　ソニーマーケティング株式会社　

時　間 一般料金（税込み）講　座　名 日　程春に向けて、写真やビデオ撮影を学んでみま
せんか？　デジタル一眼レフカメラをステップ
アップしながら学ぶ講座、音楽とPCの無料体
験講座もご用意しました。
※機材はセミナー会場に準備しています。

企 画 展

★デジタルカメラの撮り方入門（人物のいきいきとした表情を撮ろう）
★写真加工入門（PhotoshopElements6使用）
★自分の写真で写真集をつくろう（オリジナル写真集作成）
★パソコンで写真を補正しよう（PhotoshopElements6使用）
【無料】初めての音楽ダウンロード
★はじめてみよう！一眼レフカメラ（デジタル一眼レフカメラの撮り方入門）
★カメラの基本を学ぼう（デジタル一眼レフカメラの撮り方）
はじめてのハイビジョン“ハンディカム”撮り方入門（ビデオカメラの撮り方）
【無料】パソコンをもっと楽しむ・写真・ビデオ・音楽ソフトの体験
（ＶＡＩＯオリジナルソフト体験）

14：30－16：00
10：30－12：00
13：30－16：30
10：30－12：00
13：30－15：30
10：30－12：00
13：30－15：00
10：30-12：30
14：00-15：30

3/18㈬
3/19㈭
3/19㈭
3/20㈮
3/20㈮
3/21㈯
2/21㈯
3/22㈰
3/22㈰

¥2,100
¥3,150
¥6,300
¥3,150
無料体験講座
¥2,100
¥2,100
¥5,250
無料体験講座

内容に関しての問合せ･申込みは
ソニーマーケティング株式会社
☎0570－075－111(一般／携帯電話)　
☎5789－3493（IP電話／PHS）10：00～18：00　
http://www.sony.co.jp/ITEseminar/

★印はお申込時に住所で判断して、世田谷区民の方
    は特別料金（525円割引：税込み）になります。

※電話がつながらない時は時間をおいておかけ直し下さい。

ITエンターテインメントセミナーin世田谷3月のご案内

企業の協力のもと展示で紹介します。
3月8日㈰～22日㈰ 11：00～19：00（最終日
は17：00まで）　生活工房3・4Ｆ　■￥無料

関連イベント
■ワークショップ「糸の森をつくる授業」
棉から自分で糸を紡ぎ、織り紐をつくります。
完成した織り紐は同会場で展示されます。
①3月15日㈰家族(グループで申込)対象
②3月20日（金・祝）一般(高校生以上)対象
各日とも13:00～16:00
生活工房4F　
■講 Sanada Studio　
■￥1名2,100円（材料費
込み）／抽選各20組(名)
■申 3月10日（必着）まで
に、往復ハガキ（2面欄
外記入例参照）で生活
工房へ

市民活動支援コーナーの日々展  
活動の様子を1週間の絵日記風に紹介します。
開催中～3月4日㈬　9：00～20：00　3Ｆ生
活工房ギャラリー　■￥無料
　 世田谷アートフリマvol.11

出展者 大募集！
手作りのクラフトやアート作品等を制作する
個人・グループの応募をお待ちしています。
開催日：4月25日㈯・26日㈰11：00～18：00
［詳細］http://artfleama.jp/
■締3月10日（必着）まで 
■申■問世田谷アートフリマ
プロジェクト　担当：中根
（世田谷233）☎5430－
8539（12：00～20：00
火・水曜以外）　メール：
setagaya@artfleama.jp

　豊かなことばの世界
基礎からより豊かな表現力までを
目指す朗読講座です。ご都合に合
わせて受講日をお選び下さい。
1水曜教室　4月1、8、15、22日　
■講岩井 正（ＮＨＫ日本語センター）朗読作品：
城山三郎著「そうか、君はもういないのか」
2木曜教室　4月2、9、16、23日
■講森川靄子（ＮＨＫ日本語センター）朗読作品：
向田邦子著「三枚肉」
3金曜教室　4月3、10、17、5月1日 
■講松田喜和子（ＮＨＫ日本語センター）朗読作品：
江國香織著「子供たちの晩餐」
各回13:30～15：30　いずれも生活工房5Ｆ■￥20,000
円（４回分）／先着15名　※世田谷区民は18,000円
■問■申（財）ＮＨＫ放送研修センター　
☎3415－7121（受付時間9：00～18：00）
URL／http://www.nhk-cti.jp/

豊かなことばの世界 朗読発表会
朗読講座受講生による発表会を行います。
練習の成果をぜひ聞きにいらしてください。
3月8日㈰ 13：00～16：00　生活工房５Ｆ　
■￥無料／先着50名（当日直接会場へ）
[共催]（財）ＮＨＫ放送研修センター

眞田岳彦セタガヤーンプロジェクト’09  Vol.2
「棉の庭(wata no niwa)」
衣服造形家･眞田岳彦
氏と共に「衣」の原点
を見つめ、「心の豊か
さ」をテーマにしたフ
ィールドプロジェクト
の報告展です。
1糸の森 展　2008-
2009の栽培から
区民の皆さんと一緒に苗木から棉を栽培～
収穫、糸紡ぎまでを体験していただき、仕上
げた棉の糸を作品として会場に展示して糸
の空間をつくりだします。
2NIPPON Cotton Exhibition－日本棉
業博覧会
日本各地の棉文化･棉産業について、地域や

スポーツ・
レクリエーション世田谷区スポーツ振興財団 〠157－0074 世田谷区大蔵4－6－1 区立総合運動場温水プール2Ｆ　

☎3417－2811 　3417－2813  http://www.se-sports.or.jp/

    初心者・初級者アーチェリー教室
用具の安全な取扱いから基本技術まで、わかり
やすく指導します。
4月5日～4月29日　毎週日曜（4月29日のみ水曜祝
日） 9：30～11：30　総合運動場洋弓場　　■対小学5年
生以上の初心者・初級者（小学生は保護者同伴）
■￥大人3，500円　中学生以下2，000円（全5
回）／抽選40名　■締3月13日（必着）■申ハガ
キまたはＦＡＸ（2面欄外記入例参照、事業開
始時の学年も記載）でスポーツ振興財団へ

はじめようスイミング
泳ぐことの楽しさを感じながら健康づくりを目
指しましょう。
1大蔵Ａコース（総合運動場温水プール）
4月16日～6月18日　毎週木曜　12：00～14：00
■￥6，000円（全10回）／抽選60名
2大蔵Bコース（総合運動場温水プール）
4月17日～ 6月19日　毎週金曜 14：00～16：00
■￥6，000円（全10回）／抽選50名
3千歳コース（千歳温水プール）
4月17日～6月19日　毎週金曜　10：00～12：00
■￥6，000円（全10回）／抽選40名

4梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
4月1日～6月3日　毎週水曜　10：00～12：00
■￥4，800円（全8回）／抽選40名
5烏山コース（烏山中学校温水プール）
4月7日～6月9日　毎週火曜　10：00～12：00
■￥5，400円（全9回）／抽選40名
1～5とも■対18歳以上　■締3月12日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面欄外記入例参照、希望
コース、年齢、性別も明記）でスポーツ振興財団へ
　 元気なシルバー

いきいきトレーニング
個々の年齢や体力に合わせた筋力の維持・向
上のためのトレーニングや自宅でできるエク
ササイズを紹介します。
1大蔵コース（総合運動場体育館）
トレーニングマシンを使った筋力トレーニン
グやストレッチを行います。
健康チェック：4月8日㈬　9：30～
トレーニング：4月15日～9月16日
毎週水曜 　9：30～11：30 
■￥20，000円（全20回）／抽選20名
2千歳コース（千歳温水プール）
プールでの有酸素運動と簡単な筋力トレーニ
ングやストレッチを行います。

健康チェック：4月2日㈭　13：00～　
トレーニング：4月9日～7月2日　
毎週木曜　13：00～15：00　
■￥12，000円（全12回）／抽選20名
12とも■対60歳以上の方で医師に運動を止
められていない方 ※健康チェックの結果によ
ってはトレーニングへの参加をお断りする場
合もあります。　■締3月15日（必着）　■申ハガ
キまたはＦＡＸ（2面欄外記入例参照、希望コ
ース、年齢を明記）で、スポーツ振興財団へ

いきいきリズム体操
障害のある方を対象にボールなどを使い、音
楽に合わせた体操などを行います。
４月５日～６月２８日　毎週日曜　１３：３０～
１５：００　千歳温水プール集会室　■対高校生
以上で軽度な知的障害のある方　■￥６，３００円
（全１２回）／抽選１０名　■締３月１９日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（２面欄外記入例参照、障
害の程度も明記）でスポーツ振興財団へ

第11回　
世田谷オープン ティーボール大会
3月15日㈰　 9：30～（受付9：00～）
世田谷公園野球場 ※雨天中止

■対①小学生の部②ふれあい
の部（親子、高齢者、障害者
などさまざまな人の混成可）
※各チーム10名以上15名
以内
■￥1チーム1，000円　
■締3月12日（必着）　■申所定の申込用紙を郵送
またはＦＡＸで日本ティーボール協会世田谷
区連盟事務局（〒157－0068　宇奈根3－14
－28　☎・　3415-8161）へ 　

第46回　
春季区民 ゲートボール大会

4月16日㈭　9:00～　総合運動場
種目／リーグ戦（2部制）1チーム6名以内
■￥1チーム2，000円　■締３月30日（必着）
■申■問区協会登録チームは所定の申込書で、
未登録チームはハガキに連絡先（電話）を記
入し、区ゲートボール協会・村石（〒154－
0017　世田谷1－23－3　☎3439-1108）へ

はホームページからも申込可能

所定の申込用紙はスポーツ振興財団、
総合運動場体育館管理事務所、スポーツ振興
課にあります。（ホームページからもダウン
ロード可）

1・2ともに各教室の内容・日程の詳細は、スポーツ振興財団ホームぺージをご覧
いただくか、各施設へお問い合わせください。■申■問ハガキまたはＦＡＸ（２面欄外記
入例参照、ＦＡＸ番号明記）で各管理事務所へ
★託児サービスあり（有料）※詳細はお問い合わせください。

子供の体力・基礎運動能力向上プロジェクト
世田谷ジュニアアカデミー

今年は種目
が

増えました
！

■申■問〒１５７－００７４　大蔵４－６－１　☎３４１７－４２７６　　３４１７－１７３４
■￥７，２００円（全８回）、９，０００円（全１０回）　■締随時　※各教室　１時間
●親子教室（１～３歳）　　●産後のママ教室（０歳）　　
●子ども教室（空手・ダンス・バレエ）　●成人体操（筋トレ・転倒防止・骨盤）
●成人カルチャー（太極拳・フラダンス・ヨーガ・★ピラティス・ベリーダンス・
タップダンス）

■申■問〒１５６－００５５　船橋７－９－１　☎３７８９－３９１１　　３７８９－３９１２
■￥７，８００円（全１２回）／抽選２５名（親子１５組）　
■締３月１９日（必着）　※各教室　１時間
●親子教室（フラダンス・リズム体操）　●高齢者教室（ハツラツ体操）　
●成人体操（筋トレ・骨盤・メタボリック対策）
●成人カルチャー（太極拳・フラダンス・ヨーガ・★ピラティス）

1総合運動場

ＴＯＰＩＣ

2千歳温水プール

総合運動場・千歳温水プール
コース型教室参加者募集

４月
スタート！

■￥上記参加費のほかに入会金・年会費5,000円がかかります。
■締3月11日（必着） ■申ハガキまたはFAX（2面欄外記入例参照、希望コース、新学年、年齢、生年月日、性別も明
記）でスポーツ振興財団へ　※原則重複申込不可　※募集人数は変更する場合があります。

多様なスポーツ活動を通して子どもの体力・基礎的運動能力の向上に取組むとともに、団体行動の中での規律
性・積極性・協調性といった心（人格）の成長を育み子どもが自らの夢を実現できる人間力の形成を目指します。

世田谷器械運動
アカデミー
総合監修　
西川大輔

4 月 9日～ 2010 年 3月 25日　毎週木曜　総合運動場体育館
対象 時間 募集人数 参加費／月

A 幼児（年長）～小学 3年生
16:15 ～ 17:45

抽選 20名
 8,000 円

B 小学 4～ 6年生 抽選 30名

世田谷
アスレティクス
アカデミー　
総合監修　
高野 進

4 月 9日～ 2010 年 3月 24日　毎週水曜（または木曜）総合運動場陸上競技場・体育館
対象 時間 募集人数 参加費／月

A 小学 3・4年生
16:00 ～ 17:40 抽選各 30名

 8,000 円B 小学 5・6年生
C 中学生以上 17:00 ～ 19:00 抽選 40名

世田谷
フットボールアカデミー　
総合監修　
北澤 豪

火曜コース　4月 7日～ 2010 年 3月 23日　総合運動場陸上競技場・体育館
対象 時間 募集人数 参加費／月

A 幼児 (年少～年長 ) 15:15 ～ 16:05 抽選各 40名  8,500 円
B 小学 1･2 年生 16:15 ～ 17:15  9,500 円
C 小学 3・4年生 17:25 ～ 18:45 抽選 25名 10,500 円
D 中学生 19:00 ～ 20:30 抽選 30名 12,000 円
水曜コース　4月 8日～ 2010 年 3月 24日　総合運動場陸上競技場・体育館
A 幼児 (年少～年長 ) 15:15 ～ 16:05 抽選 20名  8,500 円
B 小学 1･2 年生 16:15 ～ 17:15 抽選 10名  9,500 円



　［問］劇場／学芸

3/3（火）＜ひな祭りスペシャル＞
１９：３０～２１：３０

３/１０㈫１３：００～１７：００

■￥５００円／定員20名　定員になり次第、受付終了。
■申郵送、ＦＡＸ、またはHPから。　結果は全員に連絡します。

3/７(土)、１４(土)、２１(土)、２８(土)
１０：００～１２：００

演劇＆劇場体験ワークショップ「デイ・イン・ザ・シアター」 　［問］劇場　※対象など詳細は、劇場ＨＰをご覧ください。土曜劇場プレイ･パーク

[問]劇場／技術部 ☎５４３２－１５２２

音 楽 事 業 部

4

世田谷文化生活
情報センター 世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアター
2/25～3/31

252/シアタースケジュール

シアタートラム

26 2 3 4 5 6 9 107 8 12 1311 15 16 17 1814 20 21 22 2319 25 27 2924 3127 28 26 28 3013/

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階　※10：00～18：00　月曜定休　
☎5432-1535 　 5432-1536   http://www.setagayamusic-pd.com/

公演詳細情報はホームページをご覧いただくか、劇場までお問い合せください。

世田谷区民割引 一般料金世田谷パブリックシアター 公演名・上演期間
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

その他 お問い合せ発売開始

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定　●子ども料金は特別な記載が無い限り、4歳以上中学生以下　●車
椅子スペースのご案内（定員有・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
望日の前日までに劇場チケットセンターへ　●託児サービス　生後6ヶ月～9歳未満対象料金：2,000円　申込：
ご希望日の3日前の正午までに☎5432-1530へ　●TSSS（TOYOTA Student Support at Setagaya）
はトヨタ自動車株式会社が提供する学生向けサービスです。世田谷パブリックシアター主催公演のチケットが一般
の半額料金でお求めになれます（要事前登録、枚数限定）　※発売中のチケットに関しては、予定枚数を終了して
いる場合がございます。また、開演後は本来のお席にご案内できない公演もございます。予めご了承ください。

ハイウッド
☎３３２０－７２１７A 3，900円 A 4，000円

ほか

劇　　場

劇　　場4，7００円 5，0００円

Ａ ５，０００円　Ｂ ３，０００円
未就学児童入場不可　

B ３，５００円　
学割はハイウッドのみ取扱
未就学児童入場不可　

イープラス
☎０５７０－０６－９９３９

チケットスペース
☎３２３４－９９９９

日韓演劇
交流センター
☎5478－8571

黒色綺譚カナリア派
☎０９０－８４６１－４６９９

S 9，000円
ほか

A ７，５００円　
ギャラリーシート ３，０００円
未就学児童入場不可　

未就学児童入場不可　

未就学児童入場不可　

『春琴 shun-kin』 3/5（木）～16（月）

BATIK
『another BATIK～バビロンの丘にいく～』

3/26（木）～29（日）

『夏木マリ・印象派 NEO』
わたしたちの赤ずきん 4/2（木）～5（日）

『キサラギ』 4/9（木）～19（日）

S 7，200円 S 7，500円
ほか

便利な｢せたがやアーツカード｣
のご案内

世田谷区在住で18歳以上の方は、｢せた
がやアーツカード｣にお申し込みの上、メー
ルアドレスをご登録いただくと、区民割引
チケットがパソコン・携帯電話からご予約・ご
購入いただけます。是非ご利用ください。
■問劇場チケットセンター

前売チケット情報 世田谷パブリックシアター
チケットセンター

チケットの
お 申 込

※世田谷区民割引・先行予約は劇場チケットセンターで前売のみ取扱い☎5432-1515 10：00～18：00・月曜不定休
オンラインチケット http://setagaya-pt.jp http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録） PC 携帯

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　☎5432-1526   　5432-1559
PC　http://setagaya-pt.jp　携帯サイト　http://setagaya-pt.jp/m　

、
区民割引は
ございません

7，800円区民割引は
ございません

■対すべての舞台・劇場スタッフ及びそれらを目指す方 ※一般の方も可。
■￥１，０００円／先着１００名　■申郵送、FAX、またはHPから。詳細はお問い合わせください。

舞台の安全管理と運用を考える劇場等演出空間運用ガイドライン

『春琴 shun-kin』

『ピランデッロのヘンリー四世』 韓国現代戯曲ドラマリーディング Vol.４

３月１日㈰14:00開演　
玉川区民会館

全席
自由

一般（小学生以上）　　 
１,８００円
区民・劇場友の会割引　
１,５００円(前売りのみ)

ブラス！ビバ・ブラス！

ゲスト 本谷美加子(オカリナ）

安島洋一(指揮）、
世田谷区民吹奏楽団

出演

「星条旗よ永遠なれ」
「大脱走のマーチ」「旧友」
「崖の上のポニョ」 他

曲目
入場
無料

舞台技術公開基礎講座（セミナー） コンテンポラリーダンスでカラダワークショップ　[問]劇場／学芸

■￥世田谷区民割引 ４００円　一般 ５００円　子ども ３００円／各日先着20名
■申劇場チケットセンターにて受付中。

振付・構成・演出:伊藤千枝(珍しいキノコ舞踊団)
舞台美術・映像演出・メディア テクノロジー:plaplax

せたがや
Ｍｕｓｉｃコレクション
３月８日㈰15:00開演　北沢タウンホール

全席
自由

未就学児童入場不可

一般（小学生以上）　３,０００円
区民割引　　　　　２,５００円(前売りのみ)
劇場友の会割引　　２,０００円(前売りのみ)

出演 美歌（Vo）、沢木順(ナビゲーター)
サバオ渡辺オールスターズ、
THE ROUX、Ｖ.Ｂ.HOT

曲目「Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ Ｓｅｌｅｎａｄｅ」
「Ｔａｋｅ Five」「Sing Sing Sing」
「ザ・ベンチャーズ メドレー」「なごり雪」 他

出演
東京クラリネットフィルハーモニー
　小林聡、那須ちか、
　南川肇、岡村理恵

苅田雅治と仲間たち
～クヮトロ・ピアチェーリ 演奏会～

３月７日㈯15:30開演  北沢タウンホール

一  般（大学生以上）　    2,000円
区民・劇場友の会割引　   1,800円（前売りのみ）
子ども（小学生～高校生） 1,000円

全席
自由

出演　　　大谷康子・齋藤真知亜（ヴァイオリン）、
　　　百武由紀(ヴィオラ）、苅田雅治（チェロ）
曲目　　　「弦楽四重奏曲第8番ハ短調作品１１０」：D.ショスタコーヴィチ 
　　  「ストラータV～弦楽四重奏のために～」：池辺晋一郎  他

未就学児童入場不可

せたがやの
演奏家シリーズ
Ｖｏｌ.２ 

春のせたがや
ロビーコンサート
「G線上のアリア」「トロイメライ」
などをクラリネット四重奏で
お楽しみください。
4月3日(金)  各回40分　
当日直接会場へ
12:10～ 
世田谷区役所 第１庁舎１階ロビー
17:10～ 
キャロットタワー ２６階 展望ロビー

※未就学児童参加不可。※第３週目は受付終了

『ピランデッロのヘンリー四世』
2/12（木）～3/1（日）

各作品
１，０００円

韓国現代戯曲ドラマリーディング  Vol.4
3/13（金）『凶家』　3/14（土）『こんな歌』
3/15（日）『統一エクスプレス』
　

劇　　場３，８００円 ４，０００円
ほか

小・中・高校生 ２，０００円
※劇場チケットセンターのみ取扱
未就学児童入場不可　

未就学児童入場不可　

3/19（木）～22（日）

4/10（金）～15（水）

珍しいキノコ舞踊団×plaplax 
『The Rainy Table』
黒色綺譚カナリア派
『義弟の井戸』

区民割引は
ございません

３，９００円 ４，０００円

『鶴瓶噺２００９』
●世田谷区民  3/6（金） 区民割引はございません　●一般　3/7（土）  Ｓ ６，０００円　Ａ ５，０００円

■アタリ・パフォーマンス ５５７２－７５７１（平日１２：００～１８：００） 未就学児童入場不可問

4/22（水）～2６（日）

※車椅子でお越しのお客様は、事前にアタリ･パフォーマンスまでお問合せください
※劇場チケットセンターは各発売初日は、お一人様１申込につき1公演2枚まで

『上々颱風 シアターLIVE！２００９』
～土民の歌コンサート～
●世田谷区民  ２/２６（木） ４，３００円   ●一般　２/２７㈮ ４，５００円
■Ｍ＆Ｉカンパニー ５４５３－８８９９問

北九州芸術劇場PRODUCE
『江戸の青空～Keep On Shackin’～』

5/24（日）～6/7（日）

未就学児童入場不可■ジーツープロデュース ５７３８－０６３７問

ASA－CHANG&巡礼
『JUNRAY DANCE CHANG～アオイロ劇場』

5/15（金）～17（日）

５/９（土）・１０（日）

学割はプリコグのみ取扱■プリコグ ３４１０－１８１６問
●世田谷区民  ３/13（金）  A 3,800円   ●一般　３/14㈯　Ａ 4,000円 B 3,500円　

●世田谷区民  ３/14（土）Ｓ 6,300円   ●一般　３/１５㈰  Ｓ ６，５００円  Ａ ５，０００円 

Oi-SCALE＋Hi-SPECS『AtoP』 4/2（木）～5（日）

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

■オイスケール ０８０－３５９２－３３８１問
●世田谷区民  ２／２８（土） ３，４００円   ●一般　３/１㈰ ３，５００円

InnocentSphere『ゲニウスロキ』 4/19（日）～26（日）

■InnocentSphere ０９０－7411－6916　問
●世田谷区民  3/6（金）３，4００円   ●一般　３/7㈯ ３，５００円

シアタートラム

BATIK『another BATIK ～バビロンの丘にいく～』
東宝ミュージカルアカデミー卒業公演

珍しいキノコ舞踊団 × plaplax『The Rainy Table』 地域の物語
ワークショップ発表会

金夜コース

※ご招待者のみの
　ご入場となります

休日・モーニング
こどもコース

演出：サイモン・マクバーニー
出演：深津絵里、チョウソンハ
／本條秀太郎（三味線）ほか

３月５日（木）～１６日（月）
世田谷パブリックシアター

『春琴』
21世紀の谷崎ワールド、待望の再演！

劇場では公演をご覧いただくだけでなく、創作過程を知り内側から作品に迫る上演作品レクチャーや、
舞台裏をぐるりとまわる劇場ツアーなど関連企画を開催しています。３月のおすすめ公演は、演劇賞を
次々と受賞し待望の再演となる『春琴』と、驚きとファンタジーに満ちたダンス公演『The Rainy Table』。
さまざまな角度からお楽しみください！ ■問劇場

３月１９日（木）～２２日（日）　シアタートラム

珍しいキノコ舞踊団×plaplax 
『The Rainy Table』

『3mmくらいズレてる部屋』（06年）  撮影：片岡陽太

※１4日１６時よりシンポジウム
 ５００円（半券提示で無料）

☎5432－1515
10：00～18：00　月

曜不定休　

予約したチケットは
お近くのセブンイレ

ブンでも

受取りが可能です。
※手数料105円／１

枚

チケット
申込

苅田氏と百武氏は、１面のオーケストラ楽器体験ワークショップで昨年に
続き講師を務めていただきます。また苅田氏は、芸術百華バスツアーにて
松本記念音楽迎賓館でコンサートを行い、皆様から好評を博しました。

コンサート当日、音楽事業部主催公演の前売りチケット販売を行っています。
また、ファミリーコンサート(6月21日㈰16時開演:世田谷区民会館※全席指定)の特別先行割引チケットを販売します。

一般(高校生以上)：2,000円→1,800円、子ども(４歳～中学生)：500円　▶一般発売 4月4日

子育ての悩みや疲れをちょっとおいといて、カラダとこころをほぐしませんか
■対子育て中や、子育ての経験のある方　■講山田珠実　■￥1,0００円／先着１５名

３／２３（月）・２４（火）
１０：００～１２：００　

※特別なご用意はありませんが、小さなお子さま連れの方もどうぞ！■申3/16㈪迄に郵送、FAX、またはHPから。※2回連続

発見がいっぱい、劇場へ行こう！！ 
世田谷パブリックシアター＋コンプリシテ共同制作

谷崎潤一郎
「春琴抄」「陰翳礼讃」より

※公演チケット詳細は、「前売チケット情報」をご覧ください。

           ■上演作品レクチャー
３/１０㈫　１９：００～『The Rainy Table』　■講伊藤千枝（振付家）
３/１５㈰　１５：３０～『春琴』　■講千葉俊二（早稲田大学教授） 
世田谷文化生活情報センター5階（キャロットタワー内） 
セミナールーム※各回とも1時間半程度を予定しています。
■￥１回１，５００円／各回約５０名  
■申劇場チケットセンター(電話予約のみ取扱)、またはＨＰから

            ■『春琴』劇場ツアー
3/8㈰　16：00～　世田谷パブリックシアター 
■￥５００円／先着３０名   ■申3/1㈰～劇場チケットセンター
(電話予約のみ取扱)、またはＨＰから

　撮影：久家靖秀

関連企画

観る! 学ぶ! 体験する!

※3/7㈯は英語字幕付上演

学ぶ!

体験する
!

観る! ■問劇場／学芸


