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  ９月２７日㈯
１０月  ９日㈭
１０月１０日㈮
１０月１４日㈫
１０月１５日㈬
１１月  ５日㈬
１１月  ５日㈬
11月15日㈯
11月15日㈯
11月20日㈭

個人美術館への旅①（午後半日コース）　
歴史と音楽に癒される旅（午後半日コース）　
すばらしきコレクションへの旅①（午後半日コース）　
驚きと発見への旅（1日コース）※昼食付
文学にふれる旅①（午後半日コース）　
個人美術館への旅②（午後半日コース）　
建築再発見への旅〈１日コース〉※昼食付
文学にふれる旅②（午後半日コース）
世田谷の御仏に出会う旅（一日コース）※昼食付
すばらしきコレクションへの旅②（午後半日コース）

清川泰次記念ギャラリー⇒佐藤記念館⇒向井潤吉アトリエ館⇒宮本三郎記念美術館
世田谷区立郷土資料館⇒次大夫堀公園民家園⇒松本記念音楽迎賓館（苅田雅治チェロコンサート）
五島美術館⇒静嘉堂文庫美術館⇒世田谷美術館
世田谷パブリックシアター⇒生活工房⇒朝日東京プリンテック世田谷生産技術実験所⇒駒澤大学禅文化歴史博物館（耕雲館）⇒駒沢給水塔
世田谷文学館⇒向井潤吉アトリエ館⇒五島美術館
宮本三郎記念美術館⇒村井正誠記念美術館⇒向井潤吉アトリエ館⇒福沢一郎記念館
世田谷パブリックシアター⇒生活工房⇒駒沢給水塔⇒駒澤大学禅文化歴史博物館（耕雲館）⇒猪股庭園
世田谷文学館⇒静嘉堂文庫美術館⇒長谷川町子美術館
浄眞寺（九品仏）⇒世田谷観音（下馬）⇒豪徳寺（豪徳寺）⇒松陰神社（若林）⇒玉川大師（瀬田）⇒観音寺（宇奈根）⇒宝寿院（喜多見）
五島美術館⇒静嘉堂文庫美術館⇒世田谷美術館

バスツアー「街はミュージアム」
まち

世田谷は国内有数の文化都市。世田谷は昭和初期から住宅地へと発展してきました。そして、長い歴史にいだかれた、さまざまな文化資源が
たくさんあります。世田谷に息づく文化にふれるバスツアーを開催します。世田谷の街はまさにミュージアム！どうぞふるってご参加ください。

各回定員２０名。参加費：4・7・9は２，０００円（昼食費、入館料込）。それ以外は１，５００円（入館料込）  応募方法：①コース番号②〒、住所③氏名④電話番号を記入の上、それぞれ実施の２週間前までに、往復ハガキ、FAX、またはＥメール
でお申込下さい。■申・■問ＮＰＯ法人まちこらぼ「街はミュージアム」係（〒１５４－００２３  世田谷区若林３－１７－１２－１０１）☎５４３１－５８０８  ＦＡＸ５４３１－５８０９  info@machicollabo.net ※応募多数の場合は抽選となります。

文化   生活   スポーツ
世田谷文学館
世田谷美術館

（財）世田谷区スポーツ振興財団
生活工房

世田谷パブリックシアター
音楽事業部
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発行　㈶せたがや文化財団　
　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1
編集　㈶せたがや文化財団　
　　　http://www.setagaya-ac.or.jp/zaidan/　
　　　　生活工房　世田谷パブリックシアター　
　　　　世田谷美術館　世田谷文学館　音楽事業部
　　　㈶世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/

見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 没後５年　宮脇俊三と鉄道紀行展
■ ダニ・カラヴァン展
■ 各種スポーツ教室のお知らせ
■「ただしいいぬ。展」9月11日より開催
■『友達』世田谷区民モニター 募集！
■ 美術と音楽 ～ギリシャからせたがやへ～

世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎０３－５４３２－１５１５（10：00～18：00　月曜不定休）
　

■問劇場　☎０３－５４３２－１５２６　http://setagaya-pt.jp　

世田谷パブリックシアターが誇るレパートリー作品、待望の再演！
演出 白井晃×主演 仲村トオル･田中圭でおくる｢硬質な大人のファンタジー｣

謎めいたストーリーがスリリングに展開する、現代アメリカ文学の旗手ポール･オースターの
小説を舞台化。出演は、2005年初演に続き、TV、映画でおなじみの仲村トオルと、ドラマ
『魔王』(TBS)などで注目度急上昇の田中圭を迎え、新しい『偶然の音楽』をお届けします。

　　　　　　妻に去られた消防士ナッシュに、突然、遺産が転がり込んだ。すべてを捨てて目的の
ない放浪の旅を続ける彼の前に、謎の若者が現れる。“望みのないものにしか興味の持てない”
男ナッシュは、博打の天才ポッツィに出会い、自分の旅を終わらせようとするが･･･。

原作：ポール･オースター　　翻訳：柴田元幸　　構成･台本･演出：白井 晃
出演：仲村トオル　田中 圭　三上市朗　大森博史　小宮孝泰　櫻井章喜
　　　初音映莉子　岡 寛恵
　　　　

2008年9月14日㈰～28日㈰ 世田谷パブリックシアター

今月の

つれづ
れ

トーク
新 たなる挑 戦

然の音楽』で、ナッシュ役を再び演じることに
なりました。再演というのは自分にとって初

めての挑戦で、「3年前のナッシュを超えられるの
か」と不安を感じたこともありましたが、この3年間
の自分の経験も最大限の糧にして、今の自分にしか
出来ないナッシュに取り組んでいます。今回は、旅の途
中で出会う謎の若者ポッツィ役を田中圭くんが演じます。
前回からのメンバーに加え、新しいメンバーと出会うこと
で次々と起こる新鮮な化学反応を稽古場で楽しみ
ながら、観に来てくださる皆さんに、かつてない
すばらしい感動を覚えてもらえるような作品に
したいと思っています。（談）

仲村トオル俳優

世田谷区民　Ａ ６，２００円（前売のみ取扱）
一般　　　　 Ａ ６，５００円　　 Ｂ ５，０００円

世田谷区民のお客様は、割引料金でご覧いただけます。

チケット
好評発売中！

※未就学児童入場不可。開演後は本来のお席にご案
内できない場合がございます。予め、ご了承ください。 
※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、区民割引チケットをパソコン・携帯電話から
ご予約・ご購入いただけます
※前売チケット情報の詳細は、本紙４面・世田谷パブ
リックシアター欄もご参照ください 。

◎終演後ポストトークあり　■視覚障害者のための舞台説明会（要申込・無料）＝視覚に障害のある方を
対象に、舞台装置、衣裳、視覚に頼らなければわかりづらい場面などを開演前に説明します。     

９月
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『偶

撮影：二石友希

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！

関連企画  
なか　むら

休
演

■問劇場／学芸　
詳細はHPをご覧ください。

９月１４日㈰～２０日㈯ ※文学部門は８月３１日㈰まで。詳細は、各部門のホームページまたはお電話でお問合せ下さい。世田谷区芸術アワード”飛翔” 募集開始！

①劇場ツアー　
②上演作品レクチャー
■申①９/１３、②９/２から劇場チケットセンターにて受付　

９/２１（日）１８：３０～　　■￥５００円／定員先着３０名
９/２３（火・祝）１７：００～　■￥１，５００円　■講白井 晃　



2

中学生・小学生は夏休み期間（～8/31）土、日、休日、次の観覧料が無料となります。

割　引
引換券

没後5年　宮脇俊三と鉄道紀行展 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。

一般500円→400円　大・高生300円→250円　
中・小生200円→150円　65歳以上・障害者250円→200円観覧料

世田谷文学館2階展示室
開催中～9月15日（月・祝） 割　引

引換券
「ダニ・カラヴァン」展

一般1,000円→900円　大・高生・65歳以上800円→700円
中・小生・障害者（一般）500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室　
9月2日（火）～１０月２１日（火）

●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）

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

第二期収蔵品展　会期：8月2日㈯～11月30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
ダニ・カラヴァン展

9月2日㈫～10月21日㈫1階企画展示室
■￥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

絵画から空間へ―環境と記憶に捧げられた、
平和へのメッセージ
ダニ・カラヴァン（イスラエル、1930-）は、大
規模な環境彫刻を長年にわたって実現して
きた、稀有な芸術家として世界中にその名を
知られています。国際巡回展である本展で
は、未発表の初期油彩画や挿絵の仕事を初
公開し、レリーフ画などを経て環境彫刻へと
至る彼の全貌を明らかにします。作家本人自
ら展示のデザインも手がけます。

■映画「一粒の砂」上映会
9月6日㈯、15日（月・祝）いずれも14:00～／16:00～
当館講堂　■￥無料／当日先着150名
■講演会
●「ダニ・カラヴァン　時空の軸線」
9月20日㈯
■講水沢勉（神奈川県立近代美術館企画課長）
●「ダニ・カラヴァンと環境、建築」（仮）
9月23日（火・祝） 
■講三宅理一（建築史家、慶應義塾大学教授）
いずれも14:00～　当館講堂　
■￥無料/当日先着150名
■＋1―音楽とともに展覧会を鑑賞する―
ダニ・カラヴァンの環境彫刻に“音”は常に重
要な要素として作用しています。以下のコン
サートは、本展の作品に対する「音」を付加
しようという試みです。
●大友良英 + Jim O’Rourke + 
Sachiko M + ユタカワサキ
9月13日㈯18：30～19：30　1階企画展示室
■￥ 2,000円（観覧料込）当日このイヴェントの
チケットをご購入の方は、当日通常開館中も展
覧会をご覧頂けます。
［チケット販売］当館ミュージアムショップ他
●町田良夫（美術家／音楽家、スティールパン奏者）
9月28日㈰14：00～エントランス/16：00～展示室 

関連企画

■￥無料（16：00～の部のみ展覧会チケットが必要）
●にかスープ＆さやソース
10月4日㈯14：００～展示室／19：00～20:00
（開場18:30）エントランス／先着150名
※夜の部は要予約。
■申9月2日10時よりメールにて受付開始。Eメー
ルにて件名にイベント名を明記の上、info@sa
museum.gr.jp（欄外記入例参照）まで。
■ワークショップ「誰もいない美術館で」 
VOL.20「風景がダンスを…」
「ダニ・カラヴァン」展を舞台に、展示作品か
らヒントをもらってダンスをつくります。
ワークショップ：9月27日㈯・28日㈰
各日13：00～18：00　地下創作室　
ワークショップ発表会：9月28日㈰
19：00～20：00　1階展示室
ナビゲーター／柏木陽（演劇家）　
ゲスト／ボヴェ太郎（ダンサー）　
■￥①10代の方=15名程度／無料
②20代以上の方=5名程度／2,000円 
■申Eメールにて（欄外記入例参照）年齢を明
記の上、件名「誰もいない美術館で」で、info
@samuseum.gr.jpへ（申込先着順）

プロムナード・コンサート
向山美穂 ピアノ・リサイタル

9月21日㈰14：00開演当館講堂　
曲／シューマン「幻想曲ハ長調」、ブラームス
「シューマンの主題による変奏曲」他
■￥無料／抽選200名　■申 9月9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。

＜ネゲヴ記念碑＞　ベエル・シェバ、イスラエル　1963‐68年 ©Dani Karavan

宮本三郎
《家族席》
1934年

関連企画

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）

企 画 展

没後5年  宮脇俊三と鉄道紀行展
開催中～9月15日（月・祝）　2階展示室
鉄道紀行文の第一人者、宮脇俊三の初回顧展！
■￥一般500（400）円／
大・高生300（240）円
／中・小生200（160）
円／65歳以上・障害者
250（200）円

　 鉄道模型運転会
「玉電、世田谷文学館を走る！」

「玉電」のありし日の姿を再現
した鉄道模型を、当時の記録写
真・映像とともに展示します。
8月30日㈯11:00～17:00、

31日㈰11:00～16:00　2階講義室　■￥無料
■講演会「宮脇さんとの鉄道の旅について」
鉄道写真の第一人者で、宮脇俊三の取材に
も度々同行した、真島満秀さんによる自作写
真上映を交えた講演会です。
9月13日㈯14:00～15:30　1階文学サロン
■￥1,000円（展覧会観覧料込）／抽選150名
■申8月30日（必着）までに、往復ハガキ（欄外記
入例参照）で当館「宮脇俊三展」係へ。連名可。

第10回世田谷フィルムフェスティバル
特集「市川崑の世界」

9月20日㈯～12月7日㈰
大胆な実験精神と斬新な映像感覚で日本映画界を
リードした、市川監督の
業績を特集展示と上映
会＆トークショーでご紹
介します。
■映画資料展
「市川崑の世界」
1階展示室（小特集
「漱石と映画」含む）
■￥一般200円ほか

■上映会　1階文学サロン　■￥500円／当
日先着150名（3・4及び5・6は入替制）
1「こころ」(1955年、122分) 9月20日㈯13：00～
2「おとうと」（1960年、98分）
9月23日（火・祝）13：00～
3「股旅」（1973年、96分）9月27日㈯13：00～
4「細雪」（1983年、140分）9月27日㈯15：00～
5「ビルマの竪琴」（1985年、１33分）
10月5日㈰13：00～
6「犬神家の一族」（2006年、134分）
10月5日㈰15：30～

■上映会＆トークショー　1階文学サロン
■￥1,000円／抽選150名　■申各締切日まで
に往復ハガキ(欄外記入例参照)で当館「フィ
ルフェス」係へ。2名まで連名可。
1「炎上」（1958年、99分） 9月28日㈰
トーク13:00～／上映14:00～ 
■出藤井浩明、森遊机　締9月14日(必着)
2「東京オリンピック」（1965年、170分） 
10月4日㈯トーク13:00～／上映14:00～
■出白坂依志夫、黒沢久子、長津晴子　
■締9月20日（必着）
3「黒い十人の女」（1961年、103分）
10月13日（月・祝）トーク13：00～／上映14：00～
■出石坂浩二、小西康陽　■締9月29日（必着）
■映画講座（全4回）　
「戦後日本映画の中の市川崑」
9月26日㈮、10月10日㈮、17日㈮、31日㈮
13:30～16:00　2階講義室　
■講田中眞澄（映画史研究者）　■￥4,000円／
抽選40名　■申9月12日までに往復ハガキ（欄外記
入例参照）で当館「フィルフェス」係へ。連名可。

      土曜ジュニア文学館
■文学館たんけん隊
「せんす（扇子）、なんセンス！」
収蔵庫や展示室
を探検し、扇子や
巻子、折本や軸
装などの美術品
を鑑賞します。そ
の後は自分だけ
のオリジナル扇子をつくります。カッコいい
センスのせんすができるかな？
10月11日㈯10:30～15:30 
■講当館学芸員ほか　■対小学生　
■￥無料／抽選20名（参加者は昼食持参）
■申9月27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「ジュニア」
係へ。連名可。

友の会との共催講座
■紫の色濃き時－「源氏物語」千年祭のために
10月1日㈬14：00～　1階文学サロン
■講丸谷才一（小説家・文芸評論家）
■￥300円（友の会会員は無料） 
■申9月17日（必着）までに
往復ハガキ（欄外記入例参照）
で当館「友の会」係へ。連名可。

　（協力：T-Trak Network）

関連イベント

関連イベント

●募集締切＝8月31日（必着）
●募集部門＝詩、短歌、俳句、川柳、
　随筆、童話、小説、シナリオ

世田谷文学賞作品募集　締切迫る！
詳細は電話で
お問い合わせ
ください。

●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

■￥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
中小生は土・日・休日・夏休み期間中は無料

チルドレンズ・ミュージアム　
物語が聞こえる

ーぼくたちのお気に入り
開催中～9月7日㈰　2階収蔵品展示室
夏休み！鑑賞リーダーと一緒に遊んじゃおう！！
ギャラリーガイド（8月中随時）

「アウトサイダー・アートの作家たち」
［特別同時展示］－大地の歌を描く人々
～ベルギー・クレアムの画家たち－

9月19日㈮～11月30日㈰2階収蔵品展示室
世田谷美術館の障害をもった国外作家のコ
レクションと、ベルギーで長年の間、障害を
もつアーティストの活動支援を行っている
「クレアム」の作品を併せて紹介します。

■100円ワークショップ
8月29日㈮、30日㈯14:00～16:00
／9月毎土曜日13:00～15:00　無料休憩所
■￥1回100円　■対どなたでも　■申随時受け付け

収 蔵 品 展

遊びと学びの子ども
プロジェクト事業

全国子ども
文化・芸術サミット事業

 　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

8/26

9/ 2
9/ 9
9/15
9/23

8/31

9/ 7
9/14
9/21
9/28

●アートの会　第3回作品展
●「絵の寺子屋」教室展２００８
●漁港　●白世会絵画展
●第45回　世田谷アトリエ会展
●第14回「青人会」絵画展
●山内紀子展　●和紙造形十八期

●アートスペース・オー　第14回クロッキーの会作品展

●アーチスト２３　２００８　●第3回グリーンアカデミー２６期作品展
●ＩＦＡＡ　幻想の芸術展　●「ペン・水彩」スケッチ展
●紫陽花の会　第10回作品展　●Anniversary40
●WASHI　ART　2008

～

～
～
～
～

宮本三郎の日常風景  暮らしを描く 
開催中～11月30日㈰
家族、生活というテーマから、画家が暮らし
た場所や時間へのまなざしを紹介。

■9月のギャラリートーク
テーマ「芸術家と家族」9月13日㈯
14：00～（30分程度）事前申込不要
■音と映像で楽しむクラシック講座vol.Ⅸ
CD、DVDで名演の数々を解説付きでご紹
介する、楽しい講座です。
9月13日㈯14：00～18：00（13：30開場）
プログラム／ウェーバー作曲「魔弾の射手」
■￥500円／申込先着50名
■申往復ハガキまたはEメールで、宮本三郎記念
美術館「ワークショップ」係へ（欄外記入例参照）※連記不可
miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

WORDS OF A PAINTER
清川泰次　その思索と絵画

開催中～11月30日㈰
画家の感性や内に秘め
た思索の源泉を端的に
感じさせる画家の言葉
を作品とともにご紹介。

書籍の仕事　向井潤吉の場合
開催中～11月30日㈰
向井潤吉が戦前・戦後に挿絵を
描いた絵本や雑誌・小説などの
書籍を、従来の油彩画などと共
に展示します。

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

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

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

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了
香華の会
手彫りガラス作品展（3日10:00から公開）
ヒトとイヌとの共生アート展（10日10:00から公開）
代田水墨画研究会作品展
souffle session vol.2

8/26～
9/  2～
9/  9～
9/15～
9/23～

8/31
9/  7
9/14
9/21
9/28

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

世田谷区民写真展作品募集
第18回

《海の見える街》1956年

『週刊朝日』　1957年2月17日号

※詳細は美術館、各写真店、区役所、支所、出張
所、図書館、区民センターなどで配布の申込書
をご覧下さい。（9月初旬より配布予定）

[作品受付]指定の各写真店10月1日㈬～19日㈰
世田谷美術館10月18日㈯・19日㈰10：00～16：00
[審査員]秋山亮二（写真家）、
加藤春生（東京工芸大学名誉教授）
[主催]㈶せたがや文化財団 　[後援]世田谷区
[協賛]東京写真材料商業協同組合世田谷地区
[展覧会]平成21年1月4日㈰～11日㈰　
最終日に表彰式あり
■問世田谷美術館　☎3415－6359 

9月14日㈰～19日㈮は展示替えのため常設展示室を休室させていただきます。なお、9月16日㈫は休館日です。



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￥

世田谷文化生活
情報センター 生活工房

こどものあそびの絵本展
「だるまさんがころんだっ！」
松田けんじ絵本原画より

凧あげ、お手玉、独
楽など昔ながらのあ
そびを描いた絵本の
原画を、日・英・中・西
の4カ国語で紹介。
昔の玩具で遊べるコ
ーナーもあります。
開催中～9月7日㈰
9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー　■￥無料　
協力／㈱イデア・インスティテュート

ただのいぬ。プロジェクトvol.5
「ただしいいぬ。」展

―犬鑑札のこと、暮らし方のことー
世界的な工業デザイナー・深澤直人氏による世田
谷区の新しい犬鑑札を展示するとともに、「犬と
暮らす」にあたって大切なことを、さまざまなアー
ティストの作品などを通してご紹介します。
9月11日㈭～9月24日㈬ 9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー
■￥無料 共催／世田谷
保健所生活保健課

■セミナー「ただしい
犬との暮らし方」
第1部：
■出服部貴康（写真家）、
東京都動物愛護相談
センター職員、世田谷
保健所職員　　

第2部：■出渡辺眞子（作家）、愛犬家ゲスト
9月23日（火・祝）14：00～16：00　生活工房5Ｆ
■￥無料／当日先着100名（申込不要、直接会場へ）

ＪＡＰＯＮＤＥＲ5
―留学生による研究発表―

世田谷に暮らす留学生たちは、日本で何を学ん
でいるのでしょうか。幅広い分野にわたる研究
成果をお披露目します。
9月27日㈯～10月3日㈮
9：00～20：00　
3Ｆ生活工房ギャラリー
■￥無料 共催／ＳＵＮＵＳ
■研究発表と交流会　9月27日㈯、28日㈰
13：00～16：00　■￥無料　申込不要
■中国家庭料理と飾り切り体験 
10月1日㈬11：00～14：00
■￥1,000円／抽選20名　
■申9月16日（必着）までに往復ハガキ（2面記
入例参照）で生活工房「JAPONDER」係へ

〠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9月は新セミナーが登場！デジタル一眼レフ
カメラの無料レッスンやプロカメラマンか
ら直接指導を受けられる講座もあります。
※機材はセミナー会場に準備しています。

関連イベント

世田谷アートフリマvol.10     
たくさんの手づくりアートが集まる
世田谷アートフリマ。ものづくり体験
ワークショップも開催します。お気に
入りを見つけに遊びにいこう！
9月20日㈯・21日㈰11：00～18：00
生活工房3～5Ｆ 
■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）
Ｅ-mail：setagaya@artfleama.jp 
［詳細］http://artfleama.jp/

平成２０年度国際社会に学ぶ海外訪問研修
カンボジア・タイ ツアー

参加者募集
世界遺産であるアンコール遺跡群、タイのチ
ャオプラヤー川クルーズなど現地の文化と
生活を見学します。また視察研修を行い、訪
問国の人々との交流を図ります。
日程／２１年１月２２日㈭～１月２９日㈭
■￥２３万円程度
（別途燃油代、空港税等がかかります）　
定員／２０名　■対２０歳以上の世田谷区民　
共催／世田谷海外研修者の会　
■申募集案内を送ります。希望の方は９月２０日
までに、高橋（☎■FAX３７０２－７０５５）まで

企 画 展

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）

「満ちる汐」藤野真由子　切り絵展

9/14㈰～10/11㈯ September 25 Art Studio　
プロ講師 19人展

2F ギャラリーカフェくりっく 入場
無料

開催中～9/13㈯

★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）[1回完結]
★デジタルカメラの撮り方入門（キレイな小物を撮ろう）[1回完結]
【無料】写真加工入門（写真加工 入門編①）[1回完結]
★写真をもっとキレイにしよう（写真加工 入門編②）[1回完結]
★メールとインターネット”Windows Visita編”[1回完結]（途中１時間休憩含む）
【無料】今日からはじめるデジタル一眼レフカメラ（デジタル一眼レフカメラの撮り方入門編①）[1回完結]
★プロカメラマンが教える！デジタル一眼基礎テクニック（デジタル一眼レフカメラの撮り方入門編②[1回完結]
★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】VAIOでかんたんビデオ編集体験セミナー（パソコンでビデオ編集にチャレンジ！）[1回完結]

14：00－16：00
17：00－19：00
10：00－11：30
14：00－15：30
10：00－15：00
10：00－11：30
13：30－17：00
10：00－12：00
14：00－15：00

9/24㈬
9/24㈬
9/25㈭
9/25㈭
9/26㈮
9/27㈯
9/27㈯
9/28㈰
9/28㈰

¥2,100
¥2,100
無料講座
¥3,150
¥6,300
無料講座
¥7,350
¥5,250
無料講座

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。

©marini＊monteany

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 9月のご案内

スポーツ・
レクリエーション世田谷区スポーツ振興財団

はホームページからも申込可能

〒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/

 
第44回区民スポーツまつり  
10月19日㈰　区民スポーツまつりを開催します。

■硬式テニスのつどい

総合運動場テニスコート　■締9月12日（必着）
■申往復ハガキ（2面記入例参照、年齢、性別、経
験年数も明記）で区テニス協会（〒156-0054
桜丘1－17－18）へ ※テニスシューズ要着用。
■　　フリーマーケット出店者募集
［出店料］1，000円／抽選40店舗　■締 9月25日
（必着）■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参
照、主な出店物も明記）でスポーツ振興財団へ

だれでも、ひとりでも参加できる教室
■長期社交ダンス　9月6日～11月29日（10
月25日を除く）毎週土曜 19：00～20：30（全12回）
駒留中学校格技室 ■￥ 200円　■申当日直接会場へ

       トレッキング「日光」   
10月26日㈰～27日㈪ ［コース］26日7：00区役所出
発→中禅寺湖畔～戦場ヶ原展望台～小田代ガ原展
望台→宿（歩程約4時間）27日宿→つつじヶ丘～玉
簾の滝～霧降の滝→区役所（歩程約4時間） ■対18
歳以上 ■￥ 19，000円／抽選40名 ■締9月19日（必
着） ■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参照、全員
の年齢、性別も明記）でスポーツ振興財団へ
　
第40回 世田谷区陸上競技選手権大会
10月12日㈰ 9：00～　総合運動場　■￥ 700円／種
目（リレーは1チーム1，200円）　■申所定の申込書
に参加費を添えて、9月26日㈮16：30～17：00に東
京農大一高（生徒食堂）※郵送の場合は9月22日
（必着）までに申込書を現金書留で東京農大一高・
上野正行（〒156－0053　桜3－33－1　東京農大
一高校内　☎3425－4481　問合せ時間は15：40
～16：10）へ

第111回 卓球団体戦クラブ女子の部
10月13日（月・祝）  9：00～総合運動場  ■￥6，000円
■申 9月26日までに、所定の申込書で区卓球連盟・小池
（〒158－0082　等々力8－26－25　☎3701－7684）へ

        種               目   
子ども空手道　A
子ども空手道　B
子ども空手道　C
初心者・初級者ゴルフ　Ａ
初心者・初級者ゴルフ　Ｂ
ジュニアゴルフ
初心者・初級者釣り
初級者・中級者水泳
はじめようスイミング　烏山
はじめようスイミング　梅丘
生涯健康づくり体操　世田谷地域
生涯健康づくり体操　砧地域
初心者・初級者アーチェリー
ジュニア水泳

                            日               時
9/16㈫、19㈮、３０㈫（全3回）
9/18,10/2・16    隔週木曜（全3回）  ①16：15～16：45②17：00～18：00
10/9～11/6
9/24～11/26
9/27～11/15
9/27～11/15
9/27（土）7：00～15：30（予定）
9/30～11/11
9/30～12/16
10/1～12/17
10/1～11/5
10/2～11/13
10/5～11/2
10/14～12/2

毎週木曜（全4回）
毎週水曜（全8回）
毎週土曜（全8回）
毎週土曜（全8回）

毎週火曜（全7回）
毎週火曜（全12回）
毎週水曜（全12回）
毎週水曜（全6回）
毎週木曜（全6回）
毎週日曜（全5回）
毎週火曜（全7回）

18：30～20：00

18：30～20：00
12：15～13：45
18：00～19：30
13：00～14：30

18：15～19：45
10：00～12：00
10：00～12：00
19：00～21：00
13：00～15：00
12：30～14：30
16：15～17：45

        会         場
九品仏小学校体育館
山野小学校多目的教室
弦巻中学校格技室
千歳ゴルフセンター
ニュー成城ゴルフセンター
成城ゴルフクラブ
鮫洲駅周辺集合※品川沖（釣舟）

総合運動場温水プール
烏山中学校温水プール
梅丘中学校温水プール
桜丘中学校体育館
砧南中学校格技室
総合運動場洋弓場
千歳温水プール

料　　金　  
600円
600円
800円

17,000円
17,000円
9,000円
7,500円
4,200円
7,200円
7,200円
1,500円
1,500円

2,100円

定員
20
①10②20

20
10
10
14
20
50
40
40
50
50
40
40

   対     象
小学生

小学生
１8歳以上
１8歳以上
小学３年～中学生
１8歳以上
高校生以上
18歳以上
18歳以上
55歳以上
55歳以上
小学5年以上

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

※10/15、
11/19を除く

※10/23を除く

※10/1９を除く　
※10/13は開催

※10/30を除く　

※11月4日を除く

第５８回   世田谷区民体育大会

アーチェリー　９月７日㈰　９：００～　

ソフトテニス　１０月５日㈰　９：００～　

バレーボール　１０月5日㈰　9：0０～

なぎなた　１０月１２日㈰　８：３０～

ラグビー  １０月１２日㈰～３月１５日㈰  １２：３０～　

空手道　９月２１日㈰　９：００～

アクアスロン　９月２３日（火・祝）　８：００～

クレー射撃　９月１５日(月・祝)　９：００～

ボウリング　９月１４日㈰　９：００～

小学生の水泳初心
者、初級者

大人2,500円
中学生以下1,000円

①夫婦大会
②経験者講習会

10:00～14:00
14:00～15:30

抽選３２組
抽選３０名

■締129月5日、4～109月11日、311～149月19日  ※すべて必着　■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参照、年齢、学年、7は貸し竿（無料）
の希望の有無、891014は性別、泳力も明記）でスポーツ振興財団へ  ※小学生は保護者同伴  ※7は主にハゼ・キス釣り  ※定員はすべて抽選

  各種
スポーツ教室

1総合運動場 〒157-0074　大蔵4-6-1　☎3417-4276　FAX 3417-1734　　　
■￥９，０００円(全１０回／教室)、７，２００円(全８回／教室)、託児料金（1歳９，０００円、２～３歳６，０００円） ■締随時  
●脱メタボ（かんたん筋トレ、ヨーガ）　●キッズ・バレエ　●Go Goチアキッズ　●ピラティス　
●フラダンス　●親子でエアロ　●子ども空手道　★ピラティス＋デトックス　★ピラティスビギナー  ほか  
2千歳温水プール 〒156-0055　船橋7-9-1　☎3789-3911　FAX 3789-3912　
■￥８，０００円(全１２回)、託児料金（１歳９，６００円、２～３歳７，２００円）　■締９月１４日（必着）    
●フラダンス（親子あり）　●健康体操　●ヨーガ　●コンディショニング　★やさしいピラティス ほか 

 

いろいろ選べる！
コース型教室
参加者募集

※所定の申込書は、スポーツ振興財団、スポーツ振興課、
各申込先にあります。（ホームページからのダウンロード可）

①幼児（年長）②小学生

総合運動場 ［種目］RC・CP・BB　一般・高校・中学・小学・初
心者各男女１８ｍＷ ■￥２００円（中学生以下は１００円） ■申当
日会場 ■問区アーチェリー協会・山﨑（☎３４１５－１０６３）へ

オークラランド　［種目］一般男女、シニア男女、ジュニア
男女　 ■￥２００円(中学生以下１００円)　■締9月４日(必着)
■申往復ハガキで区ボウリング連盟・藤枝(〒１５７－００
７１　千歳台２－２２－２２　☎３４８２－６３７７）へ

栃木県古峰ヶ原射撃場 ［種目］スキートＡ・Ｂ、トラップＡ・Ｂ
（各クラス別）　■対銃砲所持許可証及び火薬譲受許可証
を持参の方　※区内在勤者は要勤務先証明　■￥無料（入
場料・射場整備費等は各自負担）　■申当日、会場にて
１２：００まで受付 ■問区クレー射撃連盟・河村（☎３４１０
－９０１２）へ※当日朝、三軒茶屋より大型バスの送迎予定。

総合運動場 ■￥１種目２００円（中学生以下１００円）、団体
戦／３００円　■申９月７日㈰１０：００～１１：００に、所定の申込
書と現金を経堂地区会館別館に持参※郵送不可 同日9:00
～審判講習会を開催 ■問区空手道連盟・小池（☎３４８４－
８３２３）※種目は大会要項、スポーツ振興財団ホームページ参照

総合運動場　［種目］①一般②中学生③小学４～６年④小

学４～６年親子ペア⑤小学１～３年⑥小学１～３年親子ペア
■￥２００円（中学生以下１００円）※傷害保険料別■締９月8
日（必着）　■申ハガキ、ＦＡＸまたはＥ－ｍａｉｌ（種目も明
記）で区トライアスロン連合・荒井（〒２１３－００３３ 川崎市
高津区下作延１５３６－１０ー７０１　☎・■FAX０４４－８４４－５０５７
Ｅ－ｍａｉｌ：setagaya_toraren@infoseek.jp）へ

総合運動場　［種目］小学男女　団体戦　
■￥１チーム６００円　■締９月１９日（必着）　
■申所定の申込書で区ソフトテニス連盟・沼尻（〒１５６
－００５１　宮坂１－７－２　☎３４２９－１５８9）へ

総合運動場　［種目］6人制 ■対区連盟登録チーム
（学連登録者不可） ■￥１チーム2,000円（小・中学生
は1,000円）　■締9月12日（必着） ■申申込書に記入
して現金書留で、駒沢大学高校・戸田（〒158-0098上
用賀1－17－12　☎3700－6131）へ ※種目9人制（レ
ディース）については、スポーツ振興財団ホームページ参照

代田小学校　［種目］①団体試合　②演技競技　③基
本の部 ■￥１００円　■締９月２０日(必着)　■申参加費を
添えて、区なぎなた連盟・武田(〒１５７－００７１　千歳
台２－２０－１４　☎５４９０－０６４６）へ　

二子玉川緑地運動場　［種目］一般クラブ対抗戦
■対区内に拠点があるチーム　■￥１チーム５,０００円
■締９月１0日　■申区ラグビーフットボール協会・熊谷
（☎３４８４－１４４２）へ

◆募集内容／①正規職員　
②契約職員（1年間）　③非常勤職員（1年間）
◆勤務内容／①一般事務　
②一般事務若しくは施設管理　③施設管理
◆応募資格／①昭和49年４月２日から昭和62年４
月１日までに生まれた方　②③は年齢不問
◆採用予定日／平成21年４月１日（予定）
■申所定の申込書でスポーツ振興財団へ　郵送＝
９月２日（消印有効）　持参＝９月３日～５日　
※申込書は、区立温水プールで配布中。詳しくは、募集
要領、スポーツ振興財団ホームページ参照。
    ■問スポーツ振興財団採用担当

㈶世田谷区スポーツ振興財団職員募集
（正規・契約・非常勤職員）

高野進 ランニングクリニック
9/21（日）10:00～12:30
【実技】ランニング技術習得　ランニングトレーニング
9/27(土）10:00～12:30
【実技】ランニング技術習得 ランニングトレーニングペース走
10/4(土）10:00～12:30
【講義】エネルギー代謝と栄養 【実技】ランニングトレーニング

10/18（土）10:00～12:30
【講習】「走」運動理論 【実技】ランニングトレーニング

10/11（土）10:00～12:30
【実技】ランニング技術習得 ５・１０ｋｍタイムトライアル

～世田谷２４６ハーフマラソン公式サポートイベント～

 
◆男女各２名をハーフマラソン無料招待　
◆基準タイムを超えた方の中から、４０名にハーフ
マラソン優先出場権を進呈　◆その他の方にも
ご希望により健康マラソン出場権を進呈　◆10ｋ
ｍの自己申告タイムによりクラス分けをしてトレー
ニングを行います。クラス：Ａ(３０分～４０分台)、Ｂ(５０
分台)、Ｃ(６０分台)、Ｄ(７０分台)、Ｅ(８０分台～)
[総合監修]高野進（東海大学陸上競技部コーチ・
バルセロナ五輪代表） ■対区内在住、在勤、在学の
健康な中学生以上の方　■￥８，０００円/抽選１５０名
■締９月７日（必着） ■申ハガキまたはFAX（2面記入例参
照、学年、性別、１０ｋｍ走のタイム、希望クラスを明記）
でスポーツ振興財団へ

会場：総合運動場陸上競技場、体育館

※会場及び内容は変更になる場合が
　ございます。予めご了承ください。  

※下記のイベントは事前申込が必要です。 詳しくは本紙9月25日号
をご覧ください。

ご参加
ください 

※運動のできる服装で室内履き（革靴など底の硬い靴は不可。
ダンスシューズは必ずヒールカバーを着用）を持参。

コースレベル★★☆
（一般向き）

※1人2種目まで（リレーは除く）※種目は大会
要項、スポーツ振興財団ホームページ参照

※手持ち出店。車での場内への入場および駐車場の確保はできません。

12ともに、各教室の内容・対象・日程等の詳細は、スポーツ振興財団ホーム
ページをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。★は託児
サービスあり。（各抽選定員７名、託児料別）　■申■問ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参照、
ＦＡＸ番号明記）で、各管理事務所へ※託児付教室はお子様の年齢も明記。９月10日（必着）  

※先着順



ワークショップ 　［問］劇場／学芸 　［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

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

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　

世田谷パブリックシアター

258/シアタースケジュール
8/25～9/30

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 26 2724 2928 3027 28 29 30 31 19/

ファビアン・プリオヴィユ
＆バレエノア

ドラマティック・カンパニー 夏の親子劇場
『チリンのすず』『かきの木マン10』☎３４１０－９３１８

清野晴美フラメンコ教室発表会
☎090－4429－3933

『一噌幸弘・しらせコンサート』 『偶然の音楽』

〠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/

世田谷区民割引 一般料金世田谷パブリックシアター

シアタートラム

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

劇　　場

劇　　場

S 4，300円 S 4，500円
ほか

Ａ ３，５００円（３階）
開演後は、指定席解除あり。
未就学児童入場不可

山海塾
☎３４９８－９６２２

山海塾
『降りくるもののなかで － とばり』
『時のなかの時 － とき』

10/1（水）～5（日）
10/10（金）～13（月・祝）

A 6，200円
A 6，500円
B 5，000円

開演後は本来のお席にご案内できない場合が
ございます。予めご了承ください。
未就学児童入場不可

開演後は本来のお席にご案内できない場合が
ございます。予めご了承ください。
未就学児童入場不可

『偶然の音楽』 9/14（日）～28（日）

3，400円 3，500円
ほか

全席自由　　学生 ２，５００円（３階）
未就学児童入場不可

ＮＰＯ法人バレエノア
☎０２７－３２１－５２２１

ファビアン・プリオヴィユ＆バレエノア
『EDDIE（エディ）』
『LES AVIONS DE PAPIER（紙ひこうき）』

8/29（金）
18：30開演

S 6，100円 S 6，500円
ほか

Ａ 5，５００円  B 4，５００円
未就学児童入場不可

林泉  
☎０４２－３７４－９２００『一噌幸弘・しらせ  コンサート』8/30（土）18：30開演

前売は予定枚数終了

6，200円 6，500円

当日券はお問い合せください。
未就学児童入場不可

梅田芸術劇場
☎０６－６３７７－３８８８『悪夢のエレベーター』 9/12（金）～21（日）

3，400円 3，500円
学割は、TAICHI-KIKAKUのみ取扱。
未就学児童入場不可

TAICHI-KIKAKU
☎５３８５－９１３７

TAICHI-KIKAKU身体詩舞台作品　
『光る旅～PILGRIM 2008』　 9/4（木）～7（日）

現代能楽集Ⅳ　
『The Diver (ザ・ダイバー）』英語上演・日本語字幕付

9/26（金）～10/13（月・祝）

発売開始

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。●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。ご了承ください。

仲井戸麗市 （朗読・演奏・歌）『観る・聴く・読む』
●世田谷区民　8/31（日） 6,200円 　
●一般　9/14（日）   6,500円

未就学児童入場不可■ディスクガレージ  ☎5436－9600問

１０/１６（木）18：45開演

the company
『１９４５』
●世田谷区民　8/31（日）のみ  S 6,800円 　
●一般　9/6（土）   S 7,000円  A 6,000円  B 5,000円 

未就学児童入場不可■ゴーチ･ブラザーズ  ☎５４６５－１６５６ 問

１０/25（土）～１1/3（月・祝）

ハンバートハンバート公演
●世田谷区民　9/5（金）  4,300円 　
●一般　9/6（土）   4,500円

●世田谷区民　８/３０（土）　６，２００円
●一般　　　　８/３１（日）　６，５００円

未就学児童入場不可■プランクトン  ☎3498－2881問

■劇場問

１2/6（土）・７（日）

９/２８(日)･１０/５(日）･１２(日)
各日１９：００開演

■￥５００円／定員抽選20名
■申①９/１５（月・祝）②９/１8（木）③９/１9（金）までに郵送、
FAX、またはHPから　※結果は全員に連絡します。

美術と音楽 
～ギリシャからせたがやへ～
昨年のローマ編に続き、楽しいトークと美しい
映像と共に素敵な音楽をお届けします。
11月21日㈮ 19：00開演　玉川区民会館

せたがや童謡コンサート　

☎5432－1515
10：00～18：00　月曜不定休　

●世田谷区民　9/6（土） 2,800円 　
●一般　9/7（日）   3,000円

未就学児童入場不可
ユース（25歳以下と学生対象）は、BABY-Qのみ取扱。

■BABY-Q　☎０８０－３４９５－１４６９問

１０/23（木）～26（日）SePT独舞vol.19　
東野祥子『Vacuum Zone』

9月2日
チケット発売

TAICHI-KIKAKU
現代能楽集Ⅳ『The Diver(ザ・ダイバー)』10/13まで『悪夢のエレベーター』

募集中！　
詳しくはHPを
ご覧下さい。

未就学児童入場不可　

11月9日㈰ 14：00開演　烏山区民会館
金川明裕（指揮）、沢崎恵美（ソプラノ）　
北澤幸（メゾソプラノ）、田中梢（ピアノ）
公募による子どもの合唱団

一般　（高校生以上）　2,000円
区民・劇場友の会割引　1,800円（前売販売のみ）
子ども（4才～中学生）　 500円

出演

四季の歌メドレー、『夏の思い出』江間章子（作詞）
『風の子守唄』池辺晋一郎（作曲）　ほか

曲目
青柳正規（国立西洋美術館館長）
池辺晋一郎（音楽事業部音楽監督）
塩田美奈子（ソプラノ）、宮谷理香（ピアノ）
世田谷シンフォニエッタ弦楽四重奏

出演

デルフォイの舞姫（ドビュッシー）
サッフォー頌歌（ブラームス）　ほか

曲目

一般（大学生以上）     　3,500円
区民・劇場友の会割引  　3,000円
（前売販売のみ）
子ども（小学生～高校生）1,500円

チケット
申込

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。

■対区内在学・在住の小学4年生～高校生　■￥参加料無料　
■申９月６日までに所定の応募用紙に写真添付の上、音楽事業部へ。
※募集要綱・応募用紙はＨＰを参照。詳しくはお問合せ下さい。

全席
自由

全席
自由

チケット
販売中

せたがやの演奏家シリーズｖol.1　
三浦章広と仲間たち　
9月28日㈰ 16：00開演　玉川区民会館

■出ブライト・アンサンブル（金管五重奏）
■￥無料（申込不要）

初秋のせたがやまちかどコンサート
9月23日（火･祝） 11:00～、14:00～、16:00～　成城コルティ 

チケット
発売開始！ ヴェルディレクイエム 11月2日㈰ 14：00開演

昭和女子大学人見記念講堂

世田谷フィルハーモニー管弦楽団＆世田谷区民合唱団　創立20周年記念コンサート　

一般（小学生以上）　2,500円（7日より発売）
区民割引　2,300円（6日より発売：前売りのみ）
劇場友の会割引　2,000円（5日より発売：前売りのみ）

全席
自由

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

未就学児童入場不可　

　　　田中良和（指揮）、野田ヒロ子（ソプラノ）、
相田麻純（メゾソプラノ）、児玉和弘（テノール）、
折江忠道（バス）、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、
世田谷区民合唱団

●せたがや･アマチュアスペシャルライブ出演者　日頃の練習の成果を発表してみよう！　　
　10月25日㈯　13:00～16:00（予定）  世田谷区民会館　■￥無料
●リクエスト曲　選曲の参考にします。
　室内楽演奏会で聴きたい曲とその思い出を、上記ＦＡＸへ♪

未就学児童入場不可　

出演
なつかしい曲・世田谷ゆかりの曲を、オペラ歌手と
公募による子どもたちの合唱でお楽しみ下さい。

出演者募集中　オペラ歌手と一緒に歌おう！9月より月2回
程度、日曜の午前中に練習を行います。

『友達』 11月11日（火）～24日（月・祝）シアタートラム

『砂の女』『壁』など独自の作風で知られる安部公房。『友達』で
は、突然、“男”の部屋に侵入してきた不可思議な9人家族が、あ
りふれた日常を平然と切り刻み、恐怖の結末へと追い込んでい
きます。予想外のパニックに“理解不能”“思考停止”。出演は元
ベジャール･バレエ団のプリンシパル小林十市をはじめ、多ジャ
ンルで異彩を放つ実力派・個性派アーティストが一堂に会しま
す。この家族、次はあなたの部屋をノックする!?

チケット発売
開始！ ●世田谷区民　9/6（土） 4,700円

●一　　　般　9/14（日） 5,000円

全国子ども文化・芸術サミット 開催！全国子ども文化・芸術サミット 開催！大江健三郎賞受賞の若手演出家が挑む

作：安部公房　演出：岡田利規
出演：小林十市  麿赤兒  若松武史  木野花  今井朋彦　ほか

岡田利規 小林十市 麿赤兒

若松武史 木野花 今井朋彦

※変更になりました

デイ･イン･ザ･シアター＜SePT in Sept.＞
①９/２５㈭14：００～　②９/２８㈰10：31～　
③９/３０㈫19：3０～

追加公演情報もご覧ください。

現代能楽集Ⅳ
『The Diver（ザ・ダイバー）』

追加公演決定！！

開演後は本来のお席にご案内できない場合がございます。予めご了承ください。
未就学児童入場不可

英語上演・日本語字幕付

●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

■対世田谷区在住、在勤、在学の方　■申８/３１（必着）までに、往復ハガキの往信に①希望日時②名前(かな)③住
所（在勤・在学の方はその名称も）④年齢⑤世田谷パブリックシアターへのご来場の有無（回数も）、返信にお名
前・住所をご記入の上、それぞれ、劇場｢友達　区民モニター」係／「友達　区民観劇レポーター」係へ 
※抽選の結果はハガキにてお知らせいたします。お申し込みは、お一人様一通のみです。

世田谷区民観劇レポーター 募集！
『友達』を無料で観劇いただいた後、舞台の模様を
広く伝えていただく、区民観劇レポーターを募集し
ます。（６００字程度のレポート提出あり。若干名)あ
なたの言葉で、劇場を、作品を紹介してください！

対象日：１１/１３㈭１４時

９月６日㈯・７日㈰　北沢タウンホール他　
■兵庫県立ピッコロ劇団ワークショップ
９/７㈰13：00～14：30　北沢タウンホール

■シンポジウム　～アートは子どもの創造性を育むのか～
９/６㈯13：30～　開会時に”Dream Jazz Band”の演奏があります。（要申込）
■問劇場／学芸　※詳細はHPか電話でお問い合わせください。

■対小学生　■￥500円／定員先着25名
■申郵送またはFAXで ①名前(かな)②住所
③電話番号④性別⑤生年月日を明記の上、
劇場「ピッコロ劇団ワークショップ」担当
へ。HPからも可。

■￥世田谷区民割引 400円　一般 500円　子ども 300円／各日15名
■申劇場チケットセンター、またはＨＰから　
未就学児童参加不可。会場はお申し込み時にお知らせします。

9／6㈯、13㈯、20㈯、27㈯
第2週目は受付終了

１０：００～１２：００

ボランティア
スタッフ募集!10月18日㈯・19日㈰開催

世田谷アートタウン2008

街中がラビリンスになる「三茶de大道芸」。一緒に、
フェスティバルを盛り上げるボランティアスタッフを募集しています。　
《活動内容》商店街の装飾やパフォーマーの付き人など、
　　　　　自分の得意分野を活かした活動　
《活動時期》現在活動中～開催日当日（当日のみの参加も大歓迎）　
《説明会》9/6㈯14時～16時　三軒茶屋キャロットタワー5FセミナールームＡ　
■問劇場／アートタウン担当　※詳細はHPか電話でお問い合わせください。
http://setagaya-ac.or.jp/arttown/

『友達』を無料で観劇いただいた後、劇場に対する考え
をお伺いする区民モニターを募集します。（内容：観劇当
日15分程度のアンケート回答、後日グループインタビュ
ー参加。）ぜひ、この機会に、ご意見をお聞かせください！

対象日：１１/１３㈭１４時、１６㈰１４時

世田谷区民モニター 募集！

※未就学児童入場不可。また、開演後は本来のお席にご案内できない
場合がございます。予めご了承ください。詳細はHPをご覧ください。

■問劇場


