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多摩川多摩川の春を体感を体感できる、多摩川多摩川ウォークの季節季節がやってきました。 
多摩川八景多摩川八景のひとつ兵庫島公園兵庫島公園を出発を出発して、多摩川上流多摩川上流へ向かって歩きます。 
今年今年も、参加参加される方の体力体力、目的に合わせて選べる2つのコースをご用意用意しました。 
春の新緑新緑の中、小鳥小鳥のさえずりを聞を聞きながら、ウォーキングでこころと体を 
リフレッシュしませんか。皆さんのご参加参加をお待ちしております。 
■世田谷区■世田谷区スポーツ振興財団　振興財団　13417－2811　63417－28132813
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5月11日（日）   
受付受付 8：15～8：45　 
●スタート  9：00（荒天中止荒天中止）　兵庫島公園兵庫島公園 
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対　象 

参加費 

申込期間 

第9回 多摩川ウォーク　エントリー事務局（スポーツエントリー内） 
 電話　10570－037－846（申込専用）平日10:00～17:30　土曜日12:00～17:00 
インターネット　http：//www.sportsentry.ne.jp 
お問合せ　10120－711－951　10:00～17:30平日のみ　※申込不可 
 ※お申込された方には、5月上旬以降に参加案内通知をお送りします。 

小学生以上（小学生は保護者同伴） 

1，000円（小・中学生300円）　※当日会場にて支払い 
 
3月25日～4月25日（定員に達し次第、締切） 

申 込 先  

定　員 先着800名 

多 摩川は日本を代表する都市型の河川です。かつては水質汚濁がひどく、生き物とは縁遠い川だっ

たのですが、多くの人たちの努力により、環境再生の河

川としてよみがえりました。 

　信じられないかもしれませんが、今では毎年、100

万匹を超えるアユが遡上しているのです。 

　行けば行くほど、知れば知るほど面白くなる

河川・多摩川。 

　なぜそんなに面白いかって？　それは他に

はない「感動の事実」と出会うことができる

空間だからなのです。 

健脚コース（約19ｋｍ）　制限時間6時間　 
 

1
ゴール：多摩市一ノ宮公園（京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩7分） 
 ハーフコース（約9ｋｍ）　制限時間3時間　 
 

2
ゴール：調布市多摩川自由広場（京王相模原線 京王多摩川駅 徒歩5分） 

※制限時間内にゴールされた方には完歩証を進呈。参加者全員に参加賞をプレゼント。 
 

コース カワセミ 

ゴイサギ 

今号は区のおしらせ「せたがや」と別折込になっています。 

カワウ 

なか  も と  け ん  

文化   生活   スポーツ  
世田谷文学館 
世田谷美術館 
音楽事業部 

世田谷パブリックシアター 
（財）世田谷区スポーツ振興財団 

生活工房 
 
 
 
 

P2
P3
P4
P5
P6
P7

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 

■「ファーブル昆虫記の世界」展 
■ さくら祭 
■ 春＆夏　2つのオーケストラコンサート 
■ 芸術監督企画 『能楽現在形　劇場版＠世田谷』 
■ 子ども体力向上プロジェクト始動！ 
■ 「ラップ・ザ・セタガヤ－世田谷の包み紙」展 
 

春のイベント満開！ 



ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」7面を参照ください。 
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世田谷文学館  0157-0062 世田谷区南烏山1-10-10　15374-9111  http://www.setabun.or.jp/ 
[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） 

 

関連イベント 

企 画 展  

人形製作・撮影／石塚公昭 

★開館記念の無料デー★ 3月30日は企画展、常設展観覧料が無料となります。3月25日（火）は展示替えのため、常設展を休室します。 

■主催：財団法人せたがや文化財団　世田谷文学館　■特別協力：ドラグラーヴ出版（パリ）／アヴェイロン県／ファーブル記念館
（サン・レオン）／埼玉大学図書館　■後援：フランス大使館／岩波書店／集英社／新潮社／小学館／日本国際児童図書評議会／
世田谷区／世田谷区教育委員会／（財）世田谷トラストまちづくり　■協力：カトーレック（株）　■企画協力：株式会社イデッフ 

入場料　一般600（480）円／大学・高校生350（280）円 
中学・小学生250（200）円／65歳以上300（240）円 
※（）内は20名以上の団体料金　障害者割引あり＊常設展示室もご覧いただけます。 

 

4月19日（土）―6月8日（日） 
 

���������� 	�
��

アルマスの研究室 

撮影：ポール・アンリ・ファーブル©Philippe Caron / Archives Delagrave, Paris 
 

｢観察装置の前のファーブル｣（部分） 

TOPIC!

※（　）内は20名以上の 
団体料金　障害者割引あり 

～荷風展特別メニュー～ 
 

展覧会期間中、喫茶どんぐりにて特別
メニュー「荷風セット」（ココアとクロワ
ッサン　500円）をご提供しています。 

 
 

永井荷風の 
シングル・シンプル ライフ 

開催中～4月6日（日） 1階展示室 
〈ひとり〉の悦楽、
戦略としてのエ
ロス、老いへの周
到な準備。―荷
風文学には、今を
生きる人々にとっ
ての多くのヒント
がある。ー『ふら
んす物語』『　東
綺譚』や日記『断
腸亭日乗』など
で知られる永井

荷風が現代社会で生きる人々と多くの共
通点を持つ作家であることはご存知ですか。
本展では、多彩な荷風の顔を紹介していま
す。読めば読むほど身近になる荷風のライ
フスタイルと作品を体感してみませんか。 
■映像上映　 
人形作家・石塚公昭が撮る 
「永井荷風、〈永井荷風展〉に来たる！？」 
■￥一般500円（400
円）／大・高生300
円（240円）／中・小
生200円（160円）
／65歳以上250円
（200円）　 
 
 
 

 
 
 

zトーク＆上演会 
「荷風の庭―花々や小鳥、風の音―」 
荷風作品を朗読とトークでお楽しみいただ 
くイベントです。 
3月29g17:00～18:30　1階文学サロン　
■出持田叙子ほか 
x記念対談「なぜ、今荷風が新しいのか」 
3月30日a14:00～15:30　1階文学サロン
■出出口裕弘（作家）、菅野昭正（世田谷文学館館長） 
※各■￥1,000円　 
■申各イベントとも電話で15374-9117へ 
 
 

土曜ジュニア文学館 
■わくわくワークショップ 
「落語に挑戦！」 
座布団の上で、老若男女を演じ分け、情景を
表現する落語。師匠の手ほどきを受けて、
一席語ってみよう！ 
5月10日g14:00～16:00 
2階講義室　■講三遊亭圓橘（落語家） 

■￥無料／抽選30名　■対小・中学生  
■申4月26日（必
着）までに、往
復ハガキ（7
面記入例参照、
学年も明記）
で当館「ジュ
ニア」係へ。 
■〈ジュニア堂書店〉「大人たちにささげ
る、夏休みの課題図書」を大募集！ 
夏休み期間中、小・中・高校生が選んだ本を
世田谷文学館の〈ジュニア堂書店〉で展示・販
売します。この夏、大人に読んでもらいたい！
と思う本、マンガを教えてください。 
販売期間　7月26日g～9月7日a  
■対小学生～高校生　応募要項／ハガキ、フ
ァックス、Ｅメールで7月7日までに1本・マン

ガのタイトル（1冊のみ、わかれば著者名・出
版社名も）2推薦理由やイラスト、3学校名
4学年を書いて当館「ジュニア」係へ。（ＦＡ
Ｘの場合は65374-9120、Ｅメールの場合は 
gakugei@setabun.netへ） 

 
第10回　世田谷文学館友の会総会記念講演 
「大岡昇平の人と作品」 

共催： 

世田谷文学館友の会 
4月12日g14:30～ 
■出澤地久枝（作家） 
■￥無料／抽選50名 
■申 3月29日までに往復
ハガキ（7面記入例参照）
で当館「友の会」係まで。 
 
 

 世田谷文学館  
友 の 会  
 　世田谷文学館友の会は、文学を

中心としたさまざまな芸術文化に
関心を持つ人々の集まりです。約
1000人の会員で構成される友の
会は今年で結成10周年を迎えます。
文学館の催しをサポートし、独自
に魅力あふれる講座や文学散歩
なども開催しています。新しい自
己発見の場として、また仲間作り
のきっかけとしても最適の場です。
ご一緒に楽しく学びませんか？  
 
 

【会員の主な特典】 
●世田谷文学館の展覧会を割引で！ 
　文学館の常設展、企画展を2割引きでご覧いただけます。 
●世田谷文学館の情報をいち早くお届け！ 
　文学館の催し物を紹介するチラシなどをお送りします。 
●友の会の活動情報もお届け！ 
　年3回発行している「会報」と、友の会主催の講座、 
　文学散歩などの情報が満載の「催しのご案内」を 
　お送りします。 
【年  会  費】1,000円 
【入会方法】ハガキに「友の会入会資料希望」とご記
入の上、住所、氏名を明記し、「世田谷文学館友の会」
までお送りください。 

｢ファーブル展｣に関連し、6ミリに縮んでしまった子どもた
ちの冒険を描くファンタジー・アドベンチャーを上映します。
ご家族みなさんでどうぞ。 
英国アカデミー賞特殊視覚効果賞受賞作品（1990年）　
1989年　93分　アメリカ　（ディズニー製作） 
ＳＦ／ファンタジー　監督：ジョー・ジョンストン 
■￥無料／抽選150名　■対未就学児～高校生（付添の大人・
家族可） ■申4月5日（必着）までに、往復ハガキで（7面記入
例参照、学年も明記）「ファーブル」係へ。連名可。 
 

ファーブル昆虫館の奥本館長が、当館ファーブル展（世田
谷空想昆虫館）で、館長さんに！ 昆虫記についてのお話の
あとは、みなさんとの触れ合いタイムを用意しています。 
■講奥本大三郎（仏文学者・埼玉大学教授・日本昆虫協会会長）
■￥■対高校生以上500円／小・中学生無料　■申4月15日（必着）
までに往復ハガキ（7面記載例参照）で当館「ファーブル」
係へ。連名可。 
 

昆虫博士でもある養老先生の昆虫講演会。 
昆虫が大好きな人は、集まれ！ 昆虫採集や標本
づくり、はたまた昆虫図鑑のつくり方まで、虫屋
の醍醐味を語っていただきます。 
■講養老孟司（解剖学者・東京大学名誉教授） 
■￥■対高校生以上500円／小・中学生無料 
■申4月27日（必着）までに往復ハガキ（7面記載
例参照）で当館「ファーブル」係へ。連名可。 
 

土曜ジュニア文学館 
土曜映画劇場「ミクロキッズ」 

4月19日（土）14：00～15：30　1階文学サロン 
 

文学サロン　ファーブル特集 

4月29日（火・祝）14：00～15：30（質疑応答含む） 

関 連 企 画  

1階文学サロン 

ある夜、オオクジャクヤママユの雄の大群が
私の家に襲来したんだ。家にいたオオクジャ
クヤママユの雌が「知らせの発散物」を出し
ていたんだ。 

オオクジャクヤママユ 
 

『昆虫記』の一番はじめに登場します。 
動物のフンをお団子のように丸めて、 
うしろ足でころがしているね。 

スカラベ・サクレと糞球 
 

 ジャン・アンリ・ファーブル（1823-1915）は、南フランスの小さな村に生まれま

した。彼は、教師を勤めながら物理学や化学の本を書いた後、さまざまな昆虫の観

察をし、その生態の研究をまとめて発表しました。それが

あの有名な『昆虫記』（全10巻 1879-1907）です。 

　ファーブルは、ほぼ同時代のダーウィン（1809-1882）

の『種の起源』とは別の立場に立ち、スカラベ、ゾウムシ、ハチ

といった地味ではあるけれど奇妙な習性を持つ昆虫を独自

の方法で観察し、それらの行動の謎を解き明かしました。科学

者であり詩人でもあるファーブルが、その集大成として晩年

の全てを費やした『昆虫記』。この春、ファーブル昆虫記を

とおして、身近な自然を見つめ直してみませんか。 

せっかく作ったフンのお団子を、 
よこどりされてしまったフンコロガシ。 
せっかく作ったフンのお団子を、 
よこどりされてしまったスカラベ。 

動物のフンをかためて 
お団子を作っている。 
動物のフンをかためて 
お団子を作っている。 

z「奥本大三郎講演会 
―世田谷空想昆虫館1日館長さん―」 
 

x「養老孟司講演会」 
 5月11日（日）14：00～15：30

えん きつ 

写真提供／文藝春秋 撮影：井沢昭彦 

中学生・小学生は土、日、休日、夏休み期間中 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 ●向井潤吉アトリエ館   ●清川泰次記念ギャラリー ●宮本三郎記念美術館 
 

区民割引 
引換券 
 

「ファーブル昆虫記の世界」展 この券を受付までお持ちいただく
と、一緒に来館されたご家族全員
が割引料金でご利用になれます。 

一般600円a500円　65歳以上・障害者300円a250円 
大・高生350円a300円　中・小生250円a200円 
 

観覧料 

世田谷文学館　 
4月19日G～6月8日A



 
 

 
 せっかく作ったフンのお団子を、 

よこどりされてしまったフンコロガシ。 

動物のフンをかためて 
お団子を作っている。 



春、
劇場へでかけよう！

＆
 

summer

spring
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 音 楽 事 業 部  0154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー4階　※10：00～18：00　土日祝休　 15432-1535　65432-1536　お知らせ：音楽事業部は4月よりキャロットタワー4階から2階へ移転します。 

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」7面を参照ください。 

 

2つの 
 

「オペラってフシギ…」 

 

オーケストラ 
コンサート 

せたがやふれあいコンサート 
 

近日発売！ 
 

6月20日（金）19：00開演（18：30開場） 
 世田谷区民会館ホール（世田谷区役所第一庁舎隣） 

8月21日（木）世田谷区民会館ホール 
16：00～第1部（ワークショップ参加者による発表会） 
16：45～第2部（せたがやシンフォニエッタによるファミリーコンサート） 
 

4月4日（金） 
12：05～　世田谷区役所第一庁舎1階ロビー 
17：05～　キャロットタワー26階展望ロビー 

構成 

出演 

1

2

この春夏、オーケストラによる2つの大きな演奏会を 
 世田谷区民会館で企画しています。クラシック愛好家 
  の方にも、初めての方にも楽しんで頂けます。 
 

夏休みファミリー 
コンサート 

TOPIC!

区役所では昼休みに、キャロットタワー展望ロビーでは夕焼けの時間帯に、
ダイナミックなサクソフォンと繊細なピアノの調べをお届けします。今回は、
日本を代表するサクソフォニスト・須川展也さんとピアニスト・宮谷理香さん
が登場。スペシャルなロビーコンサートです、お聴き逃しなく！ 

世田谷パブリックシアター チケットセンター　 15432－1515 10:00～18:00 
月曜不定休 

 

チケット申込み 
 

無　料 予約不要
 

●須川展也（サクソフォン・写真左） 
●宮谷理香（ピアノ・写真右） 出 演 

♪「春のせたがやロビーコン
サート」開催♪♪「春のせたがやロビーコン
サート」開催♪

子ども達に生のオーケストラの演奏を楽しんでもらう企画。オーケストラで使っている
楽器のお話や、素晴らしいクラシックの名曲の数々をお贈りします。また、「オーケストラ
楽器体験ワークショップ」（右下コラム参照）に参加してくれたお友達の発表演奏も予定。 
 

第一部 
第二部 

●池辺　晋一郎（おはなし）　●品田　昭子（ソプラノ）　●真野　郁夫（テノール） 
●鈴木　織衛（指揮）　　　　●菅　有実子（アルト）　　●三塚　至（バリトン）　　　 
●せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ） 
 

●4人の声楽ソリストによるアリア特集（曲目未定） 
●「コシ・ファン・トゥッテ」（W.A.モーツァルト）ハイライト上演 
 
 

発売 
予定日 

昨年スタートした「せたがやふれあいコンサート」の第2弾。今年は「オペラ」をテーマに、
池辺晋一郎の楽しくてちょっとタメになるお話と、たくさんの素敵なアリアをお贈りします。 
 

入場料 

 
 全指定席 
 消費税込 

 

曲目 

出演 

子ども達にも耳なじみのあるポピュラーな曲を 
チョイス、親しみやすい演奏内容です。 

発売 
予定日 

とも 
1 2

半年間の半年間の体験練習中体験練習中！ 
 
半年間の体験練習中！ 
 

column

入場料 

 
 全指定席 
 消費税込 

 

■劇場友の会先行予約　3月28日（金） 　　 
■区民先行予約　3月29日（土） 　　 
■一般発売　3月30日（日） 　　 
 

■大　人 4，000円 
   （区民・劇場友の会割引  3，500円） 

■子ども 2，000円（小学生～高校生） 
 

 
 

※各種割引は前売券のみ適用 

■劇場友の会先行予約　5月23日（金） 　　 
■区民先行予約　5月24日（土） 　　 
■一般発売　5月25日（日） 　　 
 

 

■大　人 2，000円（区民・劇場友の会割引  1，800円） 
■子ども 1，000円（小学生～高校生） 
※各種割引は前売券のみ適用 

 
 

池辺　晋一郎 せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ） 
 

子ども達にオーケストラ楽器を体験しても
らうワークショップが2月からスタート。一流の
先生方の指導のもと、楽器（12種）ごとに初心者も経
験者も月２回程度集まって、総勢65名の子ども達が日々懸命
に練習しています。夏休みファミリーコンサートではその成
果をお披露目する予定です。 
 

第1部 

第2部 

●「おもちゃの交響曲」（Ｌ.モーツァルト）ほか 
 ●組曲「動物の謝肉祭」（サン=サーンス） 
●歌劇「カルメン」より“トレアドール”（ビゼー） 
●組曲「道化師」より“道化師のギャロップ” 
　（カバレフスキー） 
●バレエ「コッペリア」より“マズルカ”“ワルツ” 
　（ドリーブ）ほか 
 

●池辺晋一郎（指揮とおはなし） 
●せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ） 
●ワークショップ参加者によるオーケストラ 
 

（15：30開場） 
 

音楽事業部では、演奏してほしい 
曲目やジャンルのリクエストを受け
付けております。ご自由に下記FAX
までお寄せください。 
選曲の参考にさせて 
いただきます。 

リクエスト曲など… 

お待ちしています！ 

宛先FAX番号 
03－5432－1536　 

曲目は予告なく変更する場合があります。 

※チケットセンターは、4/2（水）より 
　キャロットタワー2階から5階へ移転します。 
　4/1（火）は臨時休業とさせていただきます。 



ワークショップ・レクチャー　 　［問］劇場／学芸 

世田谷パブリックシアター 

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。 

253/シアタースケジュール 
3/25～4/30 

シアタートラム 

4月～6月のプログラム 

26 1 2 3 4 5 8 96 7 11 1210 14 15 16 1713 19 20 21 2218 24 25 2623 2827 302927 28 29 30 31 4/

地域の物語発表会 

『狂言劇場 その四』 
 

『獅子虎傳阿吽堂 vol.４』 

5 ★凡例　■料金　■対象　■出演　■講師　■締切　■参加・申し込み方法　■お問い合せ ￥ 出 締 申 問 講 対 

0154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　15432-1526 55432-1559 
PC　http://setagaya-pt.jp　携帯サイト　http://setagaya-pt.jp/m　 

世田谷文化生活 
情報センター 

土曜劇場 
プレイ・パーク 

 

世田谷パブリックシアター 

Live Potsunen 2008「Drop」 

『鶴瓶噺2008』 

嵯峨美子コンサート フリーステージ 
2008

洋楽部門 

洋舞部門 
青山ダンシング・スクエア 

■世田谷区民 400円　一般 500円　 
　子ども 300円／定員各日20名 
■劇場　■劇場チケットセンターにて受付　 

￥ 

申 問 

※動きやすい服装でお越しください。 
未就学児童はご参加いただけません。 
対象など詳細は、劇場ＨＰをご覧ください。 
 

14/2（水）　24/3（木）　34/4（金）　13：00～17：00
■各日500円／定員16名　■中学生・高校生、もしくはそれぐらいの年齢の人 
■郵送、FAX、またはHPから　定員になり次第、受付終了※複数コース参加可 
￥ 対 

申 

 
伊藤キムさんの中学生と高校生の 
ダンス・ワークショップ 
「カラダで遊ぶぞ！」 

世田谷パブリックシアター 

発売中 世田谷区民割引 
一般料金 

公演名・上演期間 その他 お問い合せ 

シアタートラム 

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  

●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15432-1530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。 

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり 

アユリテアトル 
1090－9963－6464

アタリ・パフォーマンス 
15572－7571 
（平日12：00～18：00） 

アユリテアトル 
『藪の中～Distruthted（ゆがみ）～』 4/3（木）～6（日） 

学生割引　2,800円（当日要学生証） ほか 
未就学児童入場不可。 
 

2，900円 

3，000円 ほか 

弾丸MAMＡER事務局 
1080－5377－7789

弾丸MAMＡER 
『吾はイモなりイモなり』 4/10（木）～13（日） 

平日マチネ割引（4/11（金）14時）3,200円 
グループ割引（3名様以上）は劇団のみ取扱。 
未就学児童入場不可。 
 

3，400円 

3，500円 

世田谷パブリックシアター 発売開始 

※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 15432-1515 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 

劇　場 
邦楽コンサート『獅子虎傳阿吽堂 vol.4』 

し　  し   とら でん   あ   うん  どう 

3/27（木） 14：00／19：00

4，800円 

5，000円 
未就学児童入場不可。 

劇　場 
『狂言劇場 その四』 
（Ａプロ）　子盗人／能楽囃子／唐人相撲  
（Ｂプロ）　盆山／能楽囃子／唐人相撲 

3/21（金）～30（日） S 7，200円 

S 7，500円 ほか 

A 4,000円　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。 

前売終了 
ＴＢＳラジオ 

イベントダイヤル 
15570－5151

Kentaro Kobayashi Solo Performance  
Live Potsunen 2008 『Drop』 4/2（水）～13（日） 

『鶴瓶噺 2008』 
4/17（木）～21（月） 

当日券 5,500円　開演の1時間前より販売。  
未就学児童入場不可。 

当日券あり  開演の1時間前よりお一人様2枚まで。 
未就学児童入場不可。 ※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。 

青山ダンシング・ 
スクエア 

13475－8188

青山ダンシング・スクエア公演2008 
『GEAR～at the point of change～』 

4/26（土）・27（日） 

当日券あり   
4歳以上入場可。 

Innocent 
Sphere 

1090－9801－0715

3，600円 

3，800円 ほか 

InnocentSphere『ハリジャン』 
4/19（土）～27（日） 

ペア券　7，000円  
学割は劇団のみwebサイト取扱。 
未就学児童入場不可。 

S 6，900円 

S 7，000円 ほか 

嵯峨美子コンサート2008 
『物語・春』 4/23（水）・24（木） 

A 6,500円 B 5,000円  
未就学児童入場不可。 

リ･ライフ嵯峨美子事務所 
13247－7037

シス・カンパニー公演『瞼の母』 
●世田谷区民先行予約・割引はございません 
●一般　3/29（土）   S 8,500円  A 6,500円 お一人様1通話１公演２枚まで 
発売初日特電　10570－00－0061（初日のみ店頭販売なし） 

※オンライン販売なし。未就学児童入場不可 ■シス･カンパニー  15423－5906問 

上々颱風 シアターLIVE！ 2008
●世田谷区民　3/27（木） 4,300円 　●一般　3/28（金）   4,500円 

※未就学児童入場不可 ■Ｍ＆Ｉカンパニー  15453－8899問 

古謝美佐子『夏待ち唄会』 
●世田谷区民　3/27（木） 5,200円 　●一般　3/28（金）   5,500円 

※未就学児童入場不可 ■Ｍ＆Ｉカンパニー  15453－8899問 

ティーファクトリー 　寺山修司没後25年特別公演 
『毛皮のマリー』 
●世田谷区民　3/28（金） 4,800円 　 
●一般　3/29（土）   5,000円　※学割はティーファクトリーのみ取扱。 

※未就学児童入場不可 ■ティーファクトリー  13344－3005問 

THE SHAMPOO HAT『立川ドライブ』 
●世田谷区民　4/19（土） 3,600円　●一般　4/20（日）   3,800円 

※未就学児童入場不可 ■ＨＯＴ ＬＩＰＳ  15879－8929問 

デフ・パペットシアター・ひとみ 
『はこ／Boxes  じいちゃんのオルゴール♪』 
●世田谷区民　先行予約はございません　2,800円　こども1,900円 　 
●一般　4/20（日）   3,000円　こども　2,000円 
※3歳以下のお子様は、お席が必要な場合は要チケット 

■デフ・パペットシアター・ひとみ  1044－777－2228問 

アトリエ・ダンカンプロデュース 『ウェディング・ママ』 
●世田谷区民　4/25（金） 区民割引はございません 　 
●一般　4/26（土）   S 9,000円  A 7,500円 ※未就学児童入場不可 

■サンライズ･プロモーション東京  10570－00－3337問 

シアタートラム 

 

金夜コース 

休日・モーニング・こどもコース アユリテアトル 弾丸ＭＡＭＡＥＲ 

InnocentSphere

春、
劇場へでかけよう！春、
劇場へでかけよう！

10：00～12：00　  
集合場所：世田谷パブリックシアター 

能は能か、演劇か 

  優れた日本の戯曲にある言葉の豊かさを、九人の若手演出家が探求する 

 『日本語を読む ～リーディング形式による上演～』 

能楽のあらゆる可能性を求めて活動する、野村萬斎（狂言）、
一噌幸弘（笛）、亀井広忠（大鼓）が発足した「能楽現在形」の
劇場版第2弾です。3つの流派から同世代のシテ方を迎え、同
じ作品を日替わりで競演します。それぞれの流派によって引
き出される作品の魅力をお楽しみください。 
 出　演：一噌幸弘　野村萬斎　亀井広忠 
シ　テ：20日〈観世流〉「融」観世喜正 ／「舎利」片山清司　 
　　　　21日〈喜多流〉「融」友枝雄人 ／「舎利」狩野了一　 
　　　　22日〈宝生流〉「融」武田孝史 ／「舎利」金井雄資 
 

チケット発
売開始！ 

チケット発
売開始！ 

世田谷区民　4月5日（土） 1.800円 
一　 般　　4月6日（日）　2,000円 
 

TOPIC!
　能楽現在形 劇場版＠世田谷 舞囃子『融』／能『舎利』 
芸術監督企画 

とおる しゃ　  り 

まぶた 

5/1（木）～4（日・祝） 

5/29（木）～6/8（日） 

6/28（土）・29（日） 

5/10（土）～6/8（日） 

6/14（土）・15（日） 

6/13（金） 

7/25（金）～8/4（月） 

4/5（土）　14：00～17：15
■500円／定員20名　※結果は全員に連絡します。　 
■3/26（水）までに郵送、ＦＡＸ、またはHPから 
￥ 

申 

デイ・イン・ザ・シアター 
～開館11周年記念プログラム～ 

4/5・5/3・6/7 
『騎士道入門』 
 ■光瀬名瑠子（俳優） 
 
 

週目 

 

 第 
1

講 

き　し　どう 

4/12・5/10・6/14 
『すがぽん流　 
  マイムエクササイズ』 
 ■すがぽん 
     （マイムエンターテイナー／水と油） 
 

週目 

 

 第 
2

講 

 ■劇場　詳細はHPをご覧ください。 問 

 ■劇場　詳細はHPをご覧ください。 問 

4/19・5/17・6/21 
『心と身体に優しいインド舞踊』 
 ■丸橋広実 
     （インド舞踊家・モヒニアッタム） 
 

週目 

 

 第 
3

講 

4/26・5/24・6/28 
『自分の“声”で遊んでみよう！』 
 ■ともさと衣（女優） 
 

週目 

 

 第 
4

講 

●A 
●B 
●C 
●D 
●E 
●F 
●G 
●H 
● I 
 

寺山修司 『星の王子さま』 演出：今井朋彦（文学座） 
寺山修司 『白夜』 演出：明神慈（ポかリン記憶舎） 

三好十郎 『彦六大いに笑ふ』　　 演出：桑原裕子（KAKUTA） 

別役　実 『太郎の屋根に雪降りつむ』 演出：夏井孝裕(reset-N） 
別役　実 『不思議の国のアリス』　　 演出:広田淳一（ひょっとこ乱舞） 
清水邦夫 『朝に死す』 演出：扇田拓也（ヒンドゥー五千回） 

安部公房 『棒になった男』　  演出：上村聡史（文学座） 

安部公房 『城塞』　 演出：森新太郎（演劇集団円） 
清水邦夫 『ぼくらが非情の大河をくだる時－新宿薔薇戦争』　演出：桐山知也 
 

3公演セット券　4，500円（異なる3公演同時購入）　 
高校生以下 1，000円（劇場チケットセンター店頭販売か電話予約のみ。要学生証提示）　 
 

世田谷区民　4月19日（土） S 6.700円 
一　 般　　4月20日（日）　S 7,000円  A 5,000円  B 3,000円 
 
 

※各日ポストトークあり。未就学児童入場不可。開演後は、本来のお席 
　にお着きになれない場合がございます。予めご了承ください。 
 

5月 
　 
14:00 
19:00 
 

8 
木 
　 
B*

9 
金 
　 
C*

10 
土 
A 
B

11 
日 
C 
　 

14 
水 
　 
D*

15 
木 
　 
E*

16 
金 
　 
F* 
 

17 
土 
D 
E

18 
日 
F 
　 

21 
水 
　 
G*

22 
木 
　 
H*

23 
金 
　 
I*

24 
土 
H 
G

25 
日 
I 
 

7 
水 
　 
A*

【公演日程】*演出家によるポストトークあり。月・火曜は休演日。 

5月7日（水）～25日（日）　 

シアタートラム 

 

6月20日（金）19：00　21日（土）19：00　22日（日）18：00　 
世田谷パブリックシアター 
 

劇場チケットセンターは、4/2（水）より 
キャロットタワー2階から5階へ移転します。 
※4/1（火）は臨時休業とさせていただきます。 

お 知 ら せ  
 

『能楽現在形』／『日本語を読む』世田谷区民観劇レポーター募集！ 
観劇後（無料）、舞台の模様を広く伝える観劇レポーターを募集します。 
■4月7日（必着）までに往復ハガキ（希望公演名・日時・お名前・住所・年齢）
にて劇場「区民観劇レポーター」係まで　■世田谷区在住・在勤・在学の方
※抽選の上、当選者（若干名）にはハガキにてお知らせいたします。 

一噌幸弘 野村萬斎　 亀井広忠 

みっ　せ    な     る    こ 

申 

対 

前売終了 

前売終了 

♪「春のせたがやロビーコン
サート」開催♪

半年間の体験練習中！ 
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z総合運動場 全18教室（各教室全10回／9,000円※託児は別料金） 13417-4276　　 

0157－0074 世田谷区大蔵4－6－1 区立総合運動場温水プール2Ｆ　 
13417－2811 53417－2813  http://www.se-sports.or.jp/

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の申込可能  
だれでも、ひとりでも参加できる教室 
当日、直接会場へお越しください。 
※運動のできる服装で室内履き持参。 
zバドミントン・卓球教室 
4月2日～平成21年3月18日　毎月第1・3水曜日 
18：00～20：30　総合運動場体育館 
x気功・太極拳教室 
4月17日～平成21年3月26日（7/24～8月中、1/1、3/19を除く）
毎週木曜 19：00～20：30 太子堂中学校格技室 
c社交ダンス教室 
4月19日～7月12日（6/28を除く）　毎週土曜 
19：00～20：30　弦巻中学校体育館  
 
 

 
 

生涯健康づくり体操 
 
 
 
 
 
■対55歳以上　■￥1，500円／各抽選50名　 
■締4月17日（必着）　 
■申ハガキまたはＦＡＸ（7面記入例参照、参加希
望コース、年齢も明記）でスポーツ振興財団へ 
 

 
 

 
障害者ふれあいボウリングスクール 
5月3日、17日、31日　隔週土曜　10:00～12：00 
オークラランド（桜3－24） ■対中学生以上で軽度
の知的障害のある方  ■￥1回1，300円（ゲーム代、
貸靴代、保険料含む）／先着30名　■締4月28日
（必着）　■申ハガキまたはＦＡＸ（7面記入例参照、
参加希望日、年齢も明記）でＮＰＯ法人サーンズ
（〒157－0073 砧7－8－23 163416－5875）へ 
■問北口1090－9010－2275 
 

ハイキング「丸山」 
春の奥武蔵の山を眺望できるコースです。 
4月27日a　9：00　西武秩父線芦ヶ久保駅集合 
コース／芦ヶ久保駅～日向山分岐～丸山～
大野峠～芦ヶ久保駅（歩程約4時間30分） 
※弁当・水筒・雨具持参、軽登山靴着用  
■対18歳以上　■￥500円／抽選50名　 
■締 4月14日（必着）　■申ハガキまたはＦＡＸ（7
面記入例参照、全員の氏名、年齢も明記）で
スポーツ振興財団へ※事前に健康申告書の
提出あり　コースレベル　★★☆（一般向け） 
 

世田谷区・川場村 
交流親善ゲートボール大会 

5月16日f～18日a　群馬県川場村  
16日　8：30 区役所出発　■対18歳以上／抽選
6チーム（1チーム監督含めて7人以内。）　 
■￥一人17，500円 　■締4月21日（必着）  
■申ハガキまたはＦＡＸでスポーツ振興財団へ
（7面記入例参照、チーム名、全員の氏名・年齢・
性別も明記）※事前説明会を5月8日eに開催。
事前に健康申告書の提出があり。 

 
アーチェリー世田谷選手権 春季大会 
4月29日（火・祝）　9：00～ 世田谷公園洋弓場  
種目／ＲＣ・ＣＰ・ＢＢ　 
■対区内在住・在勤・在学者及び区協会登録者 
■￥1，000円　 ■申当日直接会場へ 　 
■問区アーチェリー協会・山崎（13415－1063）へ 

 
区民ボウリング大会 

4月27日a　9：00～ オークラランド（桜3-24）
　種目／個人戦（年齢・性別ハンデあり） 
■締4月17日（必着）　■￥ 2，000円（3ゲーム）
■申往復ハガキで区ボウリング連盟・藤枝（〒157-
0071 千歳台2-22-22 13482―6377）へ 
 
第42回 世田谷区空手道選手権大会 
4月20日a　8：30～　総合運動場体育館 
種目／組手団体戦・組手個人戦・形個人戦  
■￥団体戦／3，000円、個人戦／大人2，000円、
高校生1，500円、小・中学生及び幼児1，000円 
■申4月6日a午前9時～11時に所定の申込書
に参加費を添えて、経堂地区会館別館会議
室へ。同時間に審判講習会もあります。 
■問区空手道連盟・小池（13484－8323）へ 
 
第58回 世田谷区民体育大会 

テニス社会人大会 
6月1日～　総合運動場テニスコート　 
■申4月29日（火・祝）　9：00～13：00　 
所定の申込書に参加費を添えて、総合運動場
会議室兼軽運動室へ。※詳細は4月25日号に掲載 
 

コース 
砧 
（全６回） 
烏山 
（全６回） 

             日  時 
５月8日～６月12日 
毎週木曜  １0：00～12：00 
５月１２日～６月１６日 
毎週月曜  １9：00～21：00

　 会  場 
祖師谷 
地区会館 
烏山中学校 
体育館 
 

総合監修に高野進さん(バルセロナオリンピック陸上競技男子400
ｍ8位入賞)を迎えて、「走る・跳ぶ・投げる」の基礎運動能力の向上
を目指します。■対小学新3～6年生 

総合監修に北澤豪さん（元サッカー日本代表）を迎えてサッカ
ーを通した基礎運動能力の向上を目指します。 
■対幼稚園（3歳～6歳）～小学新1・2年生 
 

サッカーを通した基礎運動クリニックです。 
■講北澤豪（元サッカー日本代表）ほかフットボール・アカデミー講師 
■対A幼稚園(3歳～6歳)　B小学新1、2年生　 
■￥1，000円／抽選各40名　■締4月8日（火）（必着） 
■申ハガキまたはＦＡＸ(7面記入例参照)スポーツ振興財団へ 
 

早く走るためのコツを学ぶクリニックです。 
■講高野進(バルセロナオリンピック陸上競技男子400ｍ8位
入賞)ほかアスレティクス・アカデミー講師　※写真判定装
置を使った50ｍ記録会あり　■対A小学新3年生　B小学新
4年生　C小学新5、6年生　※Ａ、Ｂ、Ｃともに保護者同伴 
■￥1，500円（記録会DVD1，000円）／抽選各50名　 
■締4月15日（火）（必着）　■申ハガキまたはＦＡＸ(7面記入例
参照)スポーツ振興財団へ 

■締z～v4月14日、b4月23日※いずれも必着　 
■申ハガキまたはＦＡＸ（7面記入例参照、参加希望の教室、教室開始時の学年、 
　年齢も明記）でスポーツ振興財団へ※小学生以下は保護者同伴　 
 
 

����
���

 

z 子ども空手道教室（全5回） ※ABとも保護者の参加も可 

A

B

5/7～5/28 
※5/26のみ 
　月曜に実施  
 

5/7～6/4

毎週水曜 

毎週水曜 

115：30～16：00 
216：15～16：45 
317：00～18：00 
118：15～18：45 
218：15～19：45

松沢区民集会所 
体育室 

明正小学校 

x 初・中級者水泳教室（全7回） 

A

B

5/1～6/19※6/5を除く  
5/13～6/24

毎週木曜 
毎週火曜 

19：00～20：30 
18：30～20：00

太子堂中学校温水プール 
玉川中学校温水プール 

c ちびっ子水泳教室（全7回） 

A

B

C

5/8～6/19　 
5/13～6/24　 
5/13～6/24　 

毎週木曜　 
毎週火曜　 
毎週火曜 

16：15～17：45 
16：15～17：45 
18：00～19：30

総合運動場温水プール 
千歳温水プール 
烏山中学校温水プール 

b 初心者・初級者なぎなた教室（全6回） 

5/21～6/25 毎週水曜 19：00～20：30 代田小学校体育館 

v 初心者・初級者ソフトテニス教室（全6回） 

A

B
5/11～6/15　 毎週日曜　 9：30～11：30 総合運動場テニスコート 

期　　間 曜  日 時　間 会　　場 

1，000円 
（大人2,500円） 

4，200円 

 
2，100円 

3，000円 
中学生以下 
1，200円 

3，000円 

1，200円 

料　金 

所定の申込書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。 
 

フィットネス教室　選べるいろいろ！　フィットネス教室・コース型教室参加者募集 

●ピラティス ●太極拳 ●ヨーガ ●フラダンス ●親子教室（フラダンス・エアロ） ●こども教室（空手・ダンス）　 
●産後のママ教室（ピラティス・ヨーガ・エアロ） ★骨盤セルフトリートメント　など 
 
x千歳温水プール 全6教室（各教室全12回／8,000円）13789-3911
●ピラティス　●ヨーガ　●フラダンス　●親子教室（フランダンス） 

各教室の内容・対象・日程等詳細は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。 
 

ＳＥＴＡＧＡＹＡアスレティクス・アカデミー 1 6月4日～平成21年3月25日　毎週水曜日【全40回】　15：30～17：00 

 

ＳＥＴＡＧＡＹＡフットボール・アカデミー 
 2 6月4日～平成21年3月25日　毎週水曜日【全40回】15：15～17：30 高野進　高野進　 

子どもかけかけっこクリニック＆記録会記録会 
高野進　 
子どもかけっこクリニック＆記録会 

5月6日（火・祝）　9：00～12：35 
総合運動場陸上競技場 
 ＳＥＴＡＧＡＹＡフットボール・アカデミー体験会 

3 4月29日（火・祝）雨天中止　総合運動場陸上競技場 
Ａ：10：00～10：50　Ｂ：11：00～12：00 
 

※募集は4月25日号で行います。 

※募集は4月25日号で行います。 

★印は託児あり 

※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 

z～c■￥1回 200円（中学生以下100円） 
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幼児（年少・年中） 
幼児（年長） 
小学生 
幼児（年中・年長） 
小学生 
 

高校生以上 

小学生 
（初心者） 

小学生以上 

一般（１８歳以上） 
ジュニア 
（小学３～６年生） 

対　象 

10名 
15名 
20名 
10名 
20名 

各 
30名 

60名 
50名 
40名 
 

20名 

各 
20名 

定員 
（抽選） 

TOPIC!

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

体
力
向
上
 

 



高野進　 
子どもかけっこクリニック＆記録会 4

7 ★凡例　■料金　■対象　■出演　■講師　■締切　■参加・申し込み方法　■お問い合せ ￥ 出 締 申 問 講 対 

「ラップ・ザ・セタガヤー世田谷の包み紙」展 
 4月10日（木）～4月30日（水）　9：00～20：00　 

3Ｆ生活工房ギャラリー　 後援／（財）世田谷区産業振興公社 

包 み紙は、お店の顔。ときに、大切なひとへの贈り物。そして、暮らしの中で日々出会う、私た

ちに「もっとも身近なデザイン」ともいえます。 

店主こだわりの包み紙や、謎かけのような不思議な

デザインまで。展覧会場中に貼りめぐらされた無数

の包み紙は、それぞれ新鮮なストーリーを語りかけ

てくるようです。 

本展では、お菓子屋さん・お花屋さん・お肉屋さんな

どなど、世田谷中から集めた包み紙を、一同に展示し

ます。あわせて、ブックカ

バー、レターセット、小物

入れなど、「とっておきた

い包み紙の、とっておきの活用法」もご紹介します。 

まるで訪れた人を包むかのように、壁面いっぱいに

埋め尽くされた中から、ぜひ、お気にいりの包み紙を

見つけてください。レコードを“ジャケ買い”するよう

に、「この包み紙がほしいから、商品を買う」なんて

いう“ラップ買い”も、アリではないでしょうか？ 

無料 

wrap the setagaya

●あて先は各記事の申込先へ 
●重複申込不可 
●往復ハガキの場合は 
　返信用にも住所・氏名 

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の 

記入例 

特に条件のある場合は 
明示します 

①行事名（コース）   
②住所   
③氏名（ふりがな）   
④電話番号 

0154－0004 世田谷区太子堂4－1－1キャロットタワー　 
15432－1543 　65432－1559   http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/

世田谷文化生活 
情報センター  生活工房  

企 画 展  

日程（4月） 時　間 一般料金 
（税込み） 
 ★デジタルカメラの撮り方入門（人物を美しく撮ろう）［1回完結］ 

★デジタルカメラの撮り方入門（小さなものを美しく撮ろう）［1回完結］ 
　はじめてのパソコン“ウィンドウズ・ビスタ編”（じっくりコース）［2日間］ 
★メールとインターネット入門“ウィンドウズ・ビスタ編”［2日間］ 
【無料】写真加工入門（フォトショップエレメンツ使用　初級）［1回完結］ 
★写真をもっときれいにしよう（フォトショップエレメンツ使用 中級）［1回完結］ 
★写真の修正をしよう（フォトショップエレメンツ使用 上級）［1回完結］ 
【無料】はじめての一眼レフカメラ［1回完結］ 
★自分の写真で写真集をつくろう［1回完結］ 

16（水） 
16（水） 

17（木）～18（金） 
17（木）～18（金） 
19（土） 
19（土） 
19（土） 
20（日） 
20（日） 
 

14：00－16：00 
17：00－19：00 
10：00－15：00※ 
17：00－19：00 
10：00－11：30 
13：30－15：00 
16：00－18：00 
10：00－11：30 
13：30－16：30 
 

￥2，100 
￥2，100 
￥10，290 
￥6，300 
無料体験講座 
￥3，150 
￥3，150 
無料体験講座 
￥6，300

講　座　名 

★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。 
 

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10570－075－111(一般／携帯電話)　15789－3493（IP電話／PHS） 
10：00～18：00　http://www.sony.co.jp/ITEseminar/

春は習い事を始める季節です。パソコンを初めてみようかな？と思って
いる方にぴったりなWindowsVISTAとメールやインターネットの入門
講座。写真加工の無料講座もご用意しました。 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　 

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 4月のご案内 

2Ｆ／8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00） 
3Ｆ／9：00～20：00 
 

2Fギャラリーカフェ 
くりっく 

3F 生活工房 
ギャラリー 

「ラップ・ザ・セタガヤ―世田谷の包み紙」展 

「写世術 photo projects vol.1　 
  萱原里砂」展 

世田谷和紙造形大学第21期生卒業作品展 
 

ichigo ichie"柚木まり子"ex 
 

4/10（木）～4/30（水） 

開催中～3/31（月） 

開催中～4/12（土） 

4/13（日）～4/26（土） 

生活工房ギャラリー 
 

「僕らのバレエ教室」 

写世術 
／photo projects vol.1 
萱原里砂　Kayahara Risa

男女共同参画センター“らぷらす” 
0155－8666　世田谷区北沢2－8－18北沢タウンホール　 
15478－8021　65478－8026 
［休館日］第3月曜日 

《mirror》2007年 

●場所　生活工房5F　　●定員　各講座とも14名  
※機材はセミナー会場に準備しています。 
 
 
 

入場 
無料 

生涯現役ポイント（社会実験）対象事業 
生涯現役ポイントについてのお問い合わせは 
「世田谷区生涯現役推進課」 15432-2043

 
 
 
 
世田谷に住む若手写真家を世田谷美術館と
共同で紹介する企画。第1回となる今回は、
クールな視線で風景を切り取り、写真の限界
に挑む萱原里砂の新作を展示します。また
同時開催した子ども対象の写真ワークショッ
プ「ぼくの、わたしの写世術～世田谷をキリ
トル」の報告展示もあわせてご覧いただけ
ます。 
開催中～3月31日（月）　9：00～20：00　 
3Ｆ生活工房ギャラリー　■￥無料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

信号／踏切待ち 
アイドリングストップ・キャンペーン in世田谷線 2008・春 

ボランティア募集！ 
三軒茶屋で、素敵なオリジナル・ステッカー
や生分解性ゴムでできた風船の無料配布を
行い、停止中の車のエンジンをこまめに切る
ことの大切さをＰＲ。ガソリンの無駄遣いを
なくし、地球温暖化の抑止を目指します。 

参加者には世田谷区共通商品券（500円相当）
をプレゼント。 
団体・親子での申し込みも大歓迎！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4月29日（火・祝）13:00～16:30　 
集合場所／生活工房4Ｆ　 
募集人数／先着30名　 
■申1お名前　2住所　3電話番号　4ＦＡＸ
番号　5Ｅメールアドレス（団体参加の方は
6団体名　7参加人数）を明記の上、Ｅメー
ル（ecohiroba@b05.itscom.net）かＦＡＸ
（13421－1947）にて「ＮＰＯ法人えこひろば」
まで 
 
 
 
 世田谷アートフリマvol.9 

出展者募集 
世田谷区内を中心に活動しているアーティスト・
クラフト作家の作品が並ぶ、人気の「世田谷
アートフリマ」。5月の出展者を募集します。 
開催日／5月17日g・18日a 
11：00～18：00 
詳細／http://artfleama.jp/  
■問世田谷アートフリーマーケット・プロジェクト 
担当：中根（世田谷233）15430－8539（12：00

～20：00　火曜水曜以外） 
setagaya@artfleama.jp  
共催／世田谷アートフリーマーケット・ 
プロジェクト 
 世田谷和紙造形大学 
第21期生　卒業作品展 

群馬県川場
村の美しい
水で漉いた
和紙による、
色とりどり
の作品をお
楽しみくだ
さい。 

4月13日（日）～26日（土） 
8：00（土・日は11：00）～21：00　 
2Ｆギャラリーカフェくりっく　■￥無料 
 
 
 
  

 
ガーダ　パレスチナの詩 
古居みずえ写真展 

パレスチナの難民キャンプで暮らす、ガーダ
とその家族の素顔を撮影した写真展。 
開催中～3月30日（日）　9：00～22：00　 
らぷらす10Fギャラリー　 
■￥無料 
 

※途中1時間休憩あり 

TOPIC!



（株）文化工房  メールアドレス ad-bun@bun.co.jp  103-5770-7100 広 告 募 集  情報ガイド6月号に掲載する広告を募集しております。 お問合せ先 


