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オルセー美術館　学芸部長  フィリップ・ティエボー

パリで花開いたアール・ヌーヴォー

Bureau書斎～主人のプライベートな空間～

今

１９世紀美術の殿堂として知られるパリ・オルセー美術館。本展では、オルセ
ー美術館の誇るアール・ヌーヴォー・コレクションから代表的な名品を選りす
ぐり、約150点を展示します。マジョレル、ラリック、ガレらによる家具、工芸品、
装飾品を、サロン、ダイニング・ルーム、書斎など当時の邸宅空間を再現する
ような構成によって紹介します。世紀末パリに花開いた豪華なライフスタイル
と工芸技術の精華をご堪能ください。

回の展覧会では、アール・ヌーヴォーの首都としてのパリをご
紹介したいと思います。アール・ヌーヴォーは、近代化が進ん

だ時代の都市の芸術であり、パリの職人たちの高い技術によって
支えられました。オルセー美術館の装飾芸術部門のコレクションは
2500点に上り、その半分以上、1500点がアール・ヌーヴォーの作品
です。今回の展覧会には、一般には知られていないけれど、アール・
ヌーヴォー期に非常に注目されていた作家の作品も紹介しま
す。ガレやギマールといった有名作家にとどまらず、彼らの
重要性を見つけてほしいと思います。（談）

写真提供：読売新聞社

Salon サロン
～お客様をお迎えする場所～

Salle à mangerダイニング・ルーム～華やかな社交の場～

Univers f éminin貴婦人の部屋～女性のための優美で親密な空間～
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●観覧料 一般：1,300（1,100/1,000）円 
　　　　 大・高生、65歳以上：1,100（900/800）円
　　　　 中・小生600（500/400）円　

展覧会のご案内 ０３－５７７７－８６００（ハローダイヤル）   展覧会公式ＨＰ http://www.orsay2009-10.jp

※（　）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9/11まで販売中（会期中は当日料金での販売となります）。

関連企画は3面をご参照ください。　また、割引引換券を掲載しております。

ペロル兄弟
《ダイニング・ルーム用家具：食器台》1900年

ポール・フォロ、クリストフル社
《ティー・セット》
1903年頃のモデル

ジョルジュ・レイ（推定）《肘掛け椅子“昼と夜”》
1900－1906年頃

ジョルジュ・バスタール
《扇子“孔雀”》1913年

今号は区のおしらせ「せたがや」と別折込になっています。
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久世光彦　時を呼ぶ声
「オルセー美術館展」関連企画
芸術百華2009
宮古島自然体験教室報告展
アマチュアスペシャルライブ、童謡コンサート参加者募集！
コース型フィットネス教室 参加者募集！！
「MANSAI◉解体新書 その拾伍 」区民応募要項

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！

世田谷文学館
世田谷美術館

生活工房
音楽事業部
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ルイ・マジョレル
《書斎机”蘭”》

アルマン・ポワン、シャルル・ヴィリオン、
 オート＝クレール組合工房《蛇形脚付小櫃》1897－1899年
©Musée d'Orsay, Dist RMN / Jean Schormans / distributed by DNPartcom
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《テーブル・ランプ
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作者不詳
《葦文フロア・スタンド  蜻蛉の装飾》
1900年頃
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100号記念

Industrie du luxe à Parisパリの高級工芸産業
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下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

パリのアール・ヌーヴォー割　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。

観覧料
割　引
引換券 一般1,300円→1,200円　大・高生、65歳以上1,100円→1,000円

中・小生、障害者（一般）600円→500円観覧料

世田谷美術館1階展示室
9月12日（土）～11月29日（日）久世光彦 時を呼ぶ声

一般700円→600円　大・高生500円→400円　
中・小生250円→200円　65歳以上、障害者350円→300円

世田谷文学館 2階展示室　
9月19日（土）～11月29日（日） オルセー美術館展

中・小生は土、日、休日および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  ●世田谷美術館分館（2館）

企 画 展 ■ことばとびじゅつ
―「巨大絵本をつくろう」―
11月14日･21日、12月5日･12日(各土曜)  13:00～16:00
■講小田富美子（画家）他
■ことばとからだ
―「パフォーマンスにふれよう（仮）」―
2010年1月30日㈯10:30～15:30
■講西井夕紀子（もび主催）+もび（音あそびパ
フォーマンスグループ）
■ことばのことば
―「ウタノタネを蒔(ま)こう（仮）」―
2010年2月20日㈯　10:30～15:30
■講天野慶（歌人）　

　世田谷文学賞作品募集
●募集締切　9月1日（必着）
●募集部門　短歌、俳句、川柳、詩
詳細は電話でお問合せください。

友の会との共催講座
■生誕100年　「太宰治を語る」
9月27日㈰14:00～　1階文学サロン
■講太田治子（作家）　
■￥友の会会員500円、一般700円　申
■申9月13日(必着)までに往復ハガキ（８面記
入方法参照）で当館友の会へ

堀内誠一 旅と絵本とデザインと
■￥常設展入場料（一般200円ほか）

上映＆トークショー
10月6日㈫～12日（月・祝）　
各日２回上映　１階文学サロン
■￥各回500円（ただし10日・１１日の、トーク
ショーつき上映は1,000円）／当日先着150名
※完全入替制（各回30分前開場）
※当日10時より会場前にて当日各回の整理
券を配布
●10月6日㈫
11：00～『夫婦善哉』（1955年）
14：00～『次郎長三国志　第三部　次郎長
と石松』（1953年）
●10月7日㈬
11：00～『恍惚の人』（1973年）
14：00～『猫と庄造と二人のをんな』（1956年）
●10月8日㈭
11：00～『スラバヤ殿下』（1955年）
14：00～『青べか物語』（1962年）
●10月9日㈮
11：00～『喜劇 女は男のふるさとヨ』（1971年）
14：00～『駅前旅館』（1958年）
●10月10日㈯
11：00～『青べか物語』
14：00～『社長道中記』（1961年）※トーク
ショー：松林宗恵（映画監督）、淡路恵子（女優）

●10月11日㈰
11：00～『警察日記』（1955年）
14：00～『夫婦善哉』（1955年）※トーク
ショー：淡島千景（女優）、聞き手・田中眞澄
（映画史研究家）
●10月12日（月・祝）
11：00～『次郎長三国志　第八部　海道一の
暴れん坊』（1954年）
14：00～『猫と庄造と二人のをんな』

「ことのは　はくぶつかん」
2009年後期（連続講座）

小中学生対象のワー
クショップです。「こ
とば」にまつわる4つ
のプログラムを連続
して体験することで、
言語感覚を中心に幅広く感性を育むことが
できます。（会場は世田谷文学館。原則全
回参加）
■￥ 無料／抽選15名
■申 9月11日（必着）までに、往復ハガキ（８面記
入方法参照）で「ジュニア担当」まで。連名可。
■ことばとしぐさ ―「落語に挑戦」―
10月31日㈯14:00～15:30
林家きく麿（落語家） 

『アンアン』第6号表紙 1970年
（写真／立木三朗、平凡出版）

開催中～9月6日㈰　2階展示室
■￥一般700円ほか

関連企画
■「堀内さんの雑誌づくり」
8月29日㈯ 14:00～15:30　1階文学サロン
■出石川次郎（エディト
リアルディレクター）
×幅允孝（ＢＡＣＨ代
表・ブックディレク
ター）
■￥ 1,000円（展覧会
観覧券付き）／当日
11:00より1階ロビー
にてチケットを販売。
定員150名

第11回 世田谷フィルムフェスティバル
特集「名優・森繁久彌」

世田谷区に住む日本を代表する俳優・
森繁久彌の業績と多彩な魅力を特集展示と
映画上映でご紹介いたします。

資料展示
9月15日㈫～12月6日㈰ 1階展示室（常設展と併設）

締切
迫る！

お知らせ：世田谷文学館は8月30日㈰休館し、8月31日㈪開館します。9月11日㈮～13日㈰の間、常設展示室を閉室します。

久世光彦
時を呼ぶ声
TERUH IKO  KUZE　VOICE  TO  CALL  T IME

1970年代の国民的な人気番組「時間ですよ」をはじめ、「寺内貫
太郎一家」「悪魔のようなあいつ」「ムー」など、テレビドラマの定石
を打ち破る、斬新な作品で一時代を築いた演出家・久世光彦
（くぜ てるひこ 1935～2006　東玉川に居住）。
50歳を過ぎてからは小説・エッセイの分野にも本格的に取り組み、
『蝶とヒットラー』、『一九三四年冬――乱歩』、『蕭々館日録』、『マイ・
ラスト・ソング』など、郷愁に満ちた流麗な文章で読者を魅了しました。
本展は映像と文学の世界を自在に行き来し、舞台の演出、歌謡曲
の作詞などの分野にも活躍の場を広げ、次世代に多大な影響を与
えたクリエイター・久世光彦の業績をご紹介する初の展覧会です。

9月19日㈯～11月29日㈰ 2階展示室
休館日:毎週月曜日と10月13日、11月24日
ただし、9月21日、10月12日、11月23日は開館
■￥一般700円、大・高生500円、中・小生250円、
65歳以上・障害者350円※団体割引あり

1オープニングイベント　トークショー
9月19日㈯17:00～
■出川上弘美（小説家）×小泉今日子（俳優）
■￥1,000円／抽選150名
2弾き語りコンサート　
浜田真理子ミニライブ「マイ・ラスト・ソング」
10月4日㈰14:00～
■出浜田真理子（ミュージシャン）　■￥無料/当日先着150名
3トークショー
10月25日㈰14:00～
■出小林亜星（作曲家）×道尾秀介（小説家）×久世朋子
（久世光彦夫人）　■￥1,000円 /抽選150名
4トークショー　
日時未定※お問い合わせ下さい。
■出筒井ともみ（脚本家・小説家）×柄本明（俳優）　　
■￥1,000円/当日先着150名
5一人芝居　木ノ葉のこ「麗子は微笑う」
11月17日㈫～23日(月・祝） 各日17時30分～（18時30分終演予定）
■出木ノ葉のこ（俳優）　原作:久世光彦『蕭々館日録』より　
■￥前売・当日共3,000円（チケットぴあ他。本展チケット付）
企画制作：オフィス・マーガレット

会場はすべて１階文学サロン
■申1、3は各開催日の2週間前（必着）までに、往復ハガキ（8
面記入方法参照）で、当館「久世展イベント」係まで。１枚に
つき１イベント。連名可。■問世田谷文学館☎5374-9117

■浜田真理子×久世光彦ライブ
「マイ・ラスト・ソング ２」
10月3日㈯17:00～　世田谷パブリックシアター（三軒茶屋）
詳細は５面参照

関連企画

プロデューサーも兼ねた
「ムー一族」（1978年）
への思いと覚悟を綴った
「ユニークってなあに？」
原稿と当時のスケジュー
ル帳。　

初めての単行本『昭和幻燈
館』。「ブルータス」に連載の
のち、1987年、晶文社から
刊行。最初で最後の本かも
しれないと考え、装幀にもこ
だわった。

自宅書斎　急逝する直前ま
で複数の雑誌連載を抱え、新
作の撮影も控えていた。
＊会場では〈久世ワールド〉の
源泉ともなった書斎をイメージ
再現します。

川上弘美

小泉今日子

わ ら

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）
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下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

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（ただし9月21日㈪は開館、9月24日㈭は休館）
[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

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/

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

清川泰次記念ギャラリー 区民ギャラリー
～

～

～

～
～

8/30

9/ 6

9/13

9/20
9/27

8/26

9/ 1

9/ 8

9/15
9/21

アトリエＲｏｓｅ成城 作品展
世田谷ステンドグラススタジオ美
作品展(2日10:00より公開)
ポーセラーツサロン成城
作品展(9日10:00より公開)
ヒトとイヌとの共生アート展(16日10:00より公開)
代田水墨画研究会作品展(9/24は振替休館日）

絵画のレシピ
宮本三郎の表現と画材

開催中～11月29日㈰
宮本三郎が愛用したさま
ざまな画材を紹介し、多彩
な絵画表現を検証します。
■特別展示
「９人の画家がえらんだ
クレヨンとパスの色」
１９５９年の『暮しの手帖』の特集で、宮本をは
じめ梅原龍三郎、小磯良平など名だたる画家
たちが、児童用クレヨンとパスの発色や描き
心地を試したテストシートを初公開します。
■9月のギャラリートーク
「宮本三郎と『暮しの手帖』」
９月１２日㈯１４：００～（３０分程度）■￥無料／申込不要
■展覧会関連企画「ぼくもテストする」
１０月１０日㈯ １４：００～１５：３０
「つくり手」の視点から、展示中の作品や、クレヨ
ンとパスのテストについて語っていただきます。
■講荒井良二（絵本作家） ■￥５００円／申込先着50名
■人ひろばvol.4（宮本三郎記念美術館と地
域の会共催事業）
白木健一が語る「風野又三郎とジェット気流」
１０月24日㈯ １４：００～１５：３０
宮沢賢治の童話『風の又三郎』の初期形といわれる『風
野又三郎』。この作品には当時最先端の気象学知識が
用いられていました。賢治の発想の謎を追います。
■講白木健一（宮沢賢治学会会員）　■￥５００円
／申込先着50名

■ハロウィンワークショップ２００９
「ほんもののおばけになろうぜ！」
１０月３１日㈯　１３：００～１７：００
みんなでおばけの一団になって、自由が丘のまちに
繰り出します。ほんもののおばけに、なれるかな？
■講演劇百貨店　■￥500円／申込先着親子10組

清川泰次
－絵画に宿る詩情

開催中～11月29日㈰
清川泰次の画面構成から湧き
出る鮮麗なイメージと彼の残
した言葉を介して、清川泰次
が作品に託した詩情と想いを
探ります。

向井潤吉アトリエ館
向井潤吉アトリエ館は、耐震調査の結果、耐震
化工事が必要のため当分の間休館します。本
館ライブラリー前のコーナーにて、向井潤吉が
ルーブル美術館で模写した作品を展示中。

《人物》1958年（昭和33）頃

ワークショップ10月3日㈯・4日㈰ 各日13：00
～18：00　当館講堂
ワークショップ発表会10月4日㈰ 19：00～
20：00　展覧会会場
展示作品からヒントを得て、参加者がパフォー
マンスをつくるワークショップシリーズ。今回
は演劇家と音楽家が講師です。閉館後の「誰
もいない美術館」で発表会をします。
■講柏木陽（演劇家）、藤田佐和子（音楽家）
■￥ 10代の方：無料／15名程度、20代以上の
方：2,000円／5名程度
■申当館ＨＰ／申込先着順※携帯での申込はできません
■ワークショップ 
見る＋つくる「紳士の書斎と貴婦人の部屋」
10月18日（日）13:30～16:30　当館創作室
もし、あなたが19世紀のヨーロッパの貴族
だったとしたら、どんな部屋で過ごしてい
るでしょうか？華麗で優雅な時間の流れる
あなたの部屋を作ってみませんか？
[リーダー]ムロフシ・カエ（ミニチュア作
家）、鑑賞リーダー
■対小学4年生～一般　■￥無料（ただし展覧会
チケットが必要です。）／申込先着20名
■申当館HP※ご家族でお申込の場合は備考欄に
連記してください※携帯での申込はできません
■100円ワークショップ
「ぐるぐるアール・ヌーヴォーアクセサリー」
展覧会会期中の毎週土曜日　13:00～
15:00  当館創作室
■￥1回100円／随時受付
ワイヤーなどを使ってアール・ヌーヴォー風
のアクセサリーを作ります。

■￥一般200（160）円／大・高生150(120)
円/中・小生、65歳以上100（80）円　障害
者割引あり（　　）内は20名以上の団体料金

平成21年度第１期収蔵品展
人々のものがたり Part Ⅱ

「利根山光人とマヤ・アステカの拓本」
開催中～９月１１日（金）2階収蔵品展示室

平成21年度第2期収蔵品展
「和のいろ・かたち―

日本画と工芸作品を中心に」
9月19日㈯～12月17日㈭
北大路魯山人の陶磁器や、染織の人間国宝
山田貢の着物をはじめとする、世田谷ゆか

りの工芸家の作品を展示します。また、
日本画は、髙山辰雄、吉田善彦の作品を、扇
形の小展示室では、メリヨンなどの版画家・
駒井哲郎遺愛の銅版画を紹介します。

プロムナード・コンサート
印田千裕ヴァイオリン・リサイタル

̶イギリスの調べ̶
9月19日㈯14：00開演　当館講堂
■出 印田千裕（ヴァイオリン）、山形明朗（ピアノ）
■曲 エドワード・エルガー「愛のあいさつ」他
■￥無料／抽選200名　■申9月5日（消印有効）ま
でに往復ハガキ（8面欄外記入方法参照）で当館
コンサート係へ。ハガキ１枚につき１名様のみ。
開演後の途中入退場はご遠慮ください。
※未就学児入場不可。

世田谷美術館×世田谷区民健康村
ワークショップ「りんごのこころ」
10月3日㈯～4日㈰　一泊二日　
群馬県川場村世田谷区民健康村

群馬県川場村にある世田
谷区民健康村とのコラボ
レーション企画。秋の川場
村といえばりんご！ 旬のりんごを木からもい
で、見て、触って、食べて、描いて、創って・・・。
五官すべてをつかって芸術の本質をりんごの
こころから感じ取るワークショップです。
[リーダー]三宅一樹(彫刻家・世田谷美術館美術
大学講師)
■対18歳以上の世田谷区在住・在勤・在学の方、ま
たは川場村在住の方
■￥無料／先着30名※ただし、世田谷区からの参
加者は世田谷区役所からの往復バス代6,900
円、また宿泊費6,500円(民宿1泊2食付)などの
実費が別途必要となります。　■申当館HP、また
は往復ハガキで（8面記入方法参照）教育普及
担当課まで。

日本メキシコ交流400周年記念
メキシコ20世紀絵画展

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/

■申往復ハガキまたはEメール（8面欄外記入方法参照）で、
宮本三郎記念美術館「ワークショップ」係へ※連記不可
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

≪イタリーの空≫（群像表紙）1962年

[作品受付]指定の各写真店10月1日㈭～18日㈰
世田谷美術館10月17日㈯・18日㈰10:00～16:00
[審査員]秋山亮二（写真家）、
加藤春夫（東京工芸大学名誉教授）
[主催](財)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]2010年1月5日㈫～
1月10日㈰  最終日に表彰式あり
■問世田谷美術館 ☎3415-6011（代）　
※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）

開催中～8月30日㈰ １階企画展示室
■￥一般1，200（900）円／大・高生、65歳以上
900（700）円／中・小生500（400）円　障害
者割引あり　（　　）内20名以上の団体料金

オルセー美術館展
パリのアール・ヌーヴォー
19世紀末の華麗な技と工芸

9月12日㈯～11月29日㈰ 1階企画展示室
詳細は1面をご覧ください。

関連企画
■記念講演会
9月12日㈯
「オルセー美術館のアール・ヌーヴォー・コ
レクション、その成立の起源」
■講イヴ・バデッツ（オルセー美術館学芸員）
逐次通訳付
9月20日㈰
「絵画にみる室内空間―印象派からアー
ル・ヌーヴォーへ」
■講三浦篤（東京大学教授）
9月27日㈰
「世紀末パリの音楽空間～象徴派とアー
ル・ヌーヴォーに彩られた日々」
■講鶴園紫磯子（桐朋学園大学講師、ピアニスト）
各日とも 14：00～16：00（13：30開場）当館講堂
■￥無料／当日先着150名（当日10：00より整理券を配布）
■ワークショップ「誰もいない美術館で」　
vol.23「100年前のパリの音」

収 蔵 品 展

山田貢≪点連線糸目友禅着物「若麦文」≫1996年

■展示品の搬入および搬出作業があるため、公開は初日は午後から、最終日は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

8/25

9/ 1

9/ 8
9/15

9/21

8/30

9/ 6

9/13
9/20

9/27

●子どもの造形絵画教室「絵の寺子屋教室展 2009」（26日より公開）
●手描き染「無の会」作品展（26日より公開）
●パステル画の会
●小さなアーティストたちの美術館（2日より公開）
●白世会絵画展　●山内紀子展（9日より公開）
●近藤麗子線で描く水彩画教室展（16日より公開）
●植物画教室作品展
●サウダージ　～望郷・Ｃｏｌｏｒ ｏｆ Ｒｉｏ～
●アトリエ・さくら　ボタニックアート作品展（22日より公開）

●はたらく消防の写生会

●東京農大美術部創部50周年記念回顧展
●オートバイ09’中本マモル作品展
●世田谷アトリエ会展
●悠游紙　●花の水彩画教室（16日より公開）

●アーチスト２３　２００９
●写真クラブ「すばる」写真展

 　期　間 区民ギャラリーＡ

～

～

～
～

～

 2010年4月～9月の区民ギャラリー利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）
［受  付  日］10月9日㈮10日㈯11日㈰ 10:00～17:30　［受付場所］世田谷美術館創作室・清川泰次記念ギャラリー
［抽  選  会］10月25日㈰10:00から世田谷美術館にて。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

作 品 募 集世田谷区民写真展

企 画 展

世 田 谷 美 術 館 〠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） 9月15日～27日の期間は無休



１0月１６日㈮

9月16日㈬

11月14日㈯

9月19日㈯

１0月１４日㈬

１１月  ７日㈯

１１月  ５日㈭

建築再発見への旅
（１日コース）※昼食付

歴史と音楽に癒される旅
（午後半日コース）

バスツアーワークショップ vol.1
「世田谷ノートをつくる」
（１日コース）※昼食付。ノートは持ち帰れます。

個人美術館への旅
（午後半日コース）　

すばらしきコレクションへの旅
（午後半日コース）

文学と音楽にふれる旅
（午後半日コース）

世田谷・不思議空間への旅
（午後半日コース）

文学にふれる旅
（午後半日コース）

世田谷の御仏に出会う旅
（午後半日コース）

世田谷のお社を巡る旅
（午後半日コース）

集合 12:45
解散 16:40

集合 13:00
解散 17:00

集合 10:00
解散 15:25

集合 13:00
解散 17:00

集合 13:00
解散 17:10

集合 13:00
解散 16:35

集合 12:45
解散 16:40

集合 13:00
解散 17:55

集合   9:30
解散 16:20

集合 13:00
解散 16:30

世田谷パブリックシアター⇒生活工房
⇒駒澤大学禅文化歴史博物館（耕雲館）
⇒日本基督教団富士見丘教会

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）

村井正誠記念美術館⇒佐藤記念館⇒福沢一郎記念館
⇒宮本三郎記念美術館

教育センタープラネタリウム⇒玉川大師
⇒村井正誠記念美術館⇒キャロットタワー

浄眞寺（九品仏）⇒世田谷観音（下馬）⇒豪徳寺（豪徳寺）
⇒玉川大師（瀬田）

世田谷八幡宮（宮坂）⇒松陰神社（若林）⇒奥澤神社（奥沢）
⇒八幡神社（桜上水）⇒北澤八幡神社（代沢）

古賀政男音楽博物館⇒松本記念音楽迎賓館
⇒世田谷文学館（小松美穂ヴァイオリンコンサート）
⇒文学館企画展見学
紙藤原（用賀）［紙問屋でのノートの表紙・中紙選び］
⇒印材舎（代沢）［色のマイスターとインキ作り］
⇒生活工房［オールライト工房と活版印刷・製本］

五島美術館⇒静嘉堂文庫美術館⇒世田谷美術館

世田谷文学館⇒五島美術館⇒長谷川町子美術館

９月２8日㈪

  ９月30日㈬

11月23日（月・祝）

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

内容は6面をご覧ください。　■問生活工房

世田谷アートフリマvol.12
9月26日㈯・27日㈰11：00～18：00　生活工房３～５階

屋外ならではの開放感のある会場に、たくさんの手作りアート作品が集ま
ります。　■問生活工房

秋恒例のフェスティバル「三茶 de 大道芸」。
国内外から選りすぐりのパフォーマーが集結
し、街を舞台に熱いパフォーマンスを繰り広
げます。ひと足先に“大道芸”をお届けする
「出前編」もお楽しみに。
■問世田谷パブリックシアター／
世田谷アートタウン事務局

世田谷アートフリマ in セタビ
11月3日（火・祝）11：00～15：00　世田谷美術館エントランス前広場

世田谷アートタウン2009「大道芸 出前編」
10月10日㈯14:00～　経堂駅南口駅前広場
10月11日㈰13:15～　豪徳寺駅前広場
10月12日（月・祝）午後　
烏山区民センター前広場

とアートのコラボレーション！下北沢ではPaint 
TSUTOMU NAGAIと地元東
の子どもたちで町を動物園に
！下高井戸では松沢小学校
年を記念し、画家の柏原晋平
小の子どもたちでペナント
ーを行います。ぜひお越しく

国際課

店街とアートプロジェクト
月中旬～11月下旬
北沢一番街商店街②下高井戸商店街

部門 熊澤未来子「熊澤未来子作品展」
部門 高田安規子、政子「高田安規子、政子作品展」
れも10月27日㈫～11月8日㈰　※11月2日㈪休館
谷美術館区民ギャラリー　■問世田谷美術館
部門 快快「ZellerSchwarzeKatz論文編」
題）　2010年1月20日㈬～22日㈮
部門 FUKAIPRODUCE羽衣「あのひとたち
サイタル」　2010年1月29日㈮～31日㈰
れもシアタートラム
500円ほか（１１月発売予定）
田谷パブリックシアター

すコミュニティの力｣をテーマとした事例発表と交
込み。
第２部交流会参加の場合）　■問文化・国際課

トワーク会議２００９
１５：３０～１９：００　世田谷文学館文学サロン

自分で作った焼きたてのお茶碗
でお茶を楽しめる移動式カフェが、
三茶のそこかしこに出現します。
※場所等、詳細は9月中旬にHP
に掲載します
■￥お茶碗作り：1個1,500円
お抹茶：1杯300円（お茶碗作り
の所要時間は40分以上、1日35
個限定） ■問生活工房

「三茶 de 大道芸」
10月24日㈯・25日㈰　
三軒茶屋駅周辺・近隣商店街
＋世田谷パブリックシアター

狂言ワークショップ＠スクール
11月14日㈯14:00～16:00　二子玉川地区会館別館
11月18日㈬16:00～18:00　池尻小学校第2体育館内音楽室
11月20日㈮・27日㈮16:00～18:00（全2回）　船橋小学校

「万作の会」の狂言師の方たちと一緒に、みんなで楽しく狂言の型や言
葉を体験する小学生向けのワークショップです。
■対小学校4～6年生／要事前申込　■問世田谷パブリックシアター　学芸

世田谷パブリックシアター＠スクール公演
①「うっかり、ちょっと、きのこ島」　

②「にんにん忍者★でんエモン一座」（新作）

9月22日（火・祝）15:00～16:30
世田谷パブリックシアター　けいこ場

9月23日（水・祝）14:30～16:00　太子堂小学校 体育館
小学校へと出かけていく子どもたちのためのオリジナル学校公演です。
公演に向けて公開稽古の参加者を募集！　詳細は8面をご覧ください。
■対①小学校3～6年生②小学生および保護者／要事前申込　
■問世田谷パブリックシアター　学芸

バス・ツアー「街はミュージアム」
9月～１１月　区内各所

たまには世田谷を巡る
　 　 “小旅行”はいかが？ 巡

集まったすべてが
　　笑顔になる瞬間がここに。集

未来を担う若き才能、　
ここにお披露目。翔

きむらとしろうじんじん　野点 in 三茶
10月12日（月・祝）※調整中、15日㈭世田谷線三軒茶屋駅前
18日㈰世田谷韓国会館前、20日㈫※調整中
＊いずれも11:00頃から日暮れまで、小雨決行

の だ て

毎年好評のバスツアー。今年は体験コースも新登場！　ふるってご
参加ください。
■￥3は２,０００円、10は3,０００円（ともに昼食費、入館料込）。そ
れ以外は1,500円（入館料込）／各回定員２０名。応募多数の
場合は抽選。
■申コース番号1～6は8月25日～9月10日、7～10は9月
25日～10月10日の間に往復ハガキまたはＥメールで①コース名
②氏名③住所④電話番号を記入の上、下記問合せ先まで。当選
者には集合場所などの詳しい情報を事務局より送付。

■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　info@machicollabo.net

文学散歩「シモキタザワ　猫町散歩」
１１月８日㈰１３：００～１６：００　
集合場所／北沢タウンホール第2集会室
萩原朔太郎『猫町』の舞台にもなったフシギの町・下北沢。坂口安吾
や横光利一ら、多くの作家が歩き、作品に描いた下北沢をめぐる
フィールドワーク。最後は、森茉莉ゆかりの喫茶店「邪宗門」でティー
ブレイク。

ナビゲーター／きむらけん（北沢川文化遺産保存の会）
■￥1,０00円（保険料、資料代、コーヒー代含む）／事前申込抽選
25名　■申１０月２５日（必着）までに往復はがき（8面記入方法参照）
で世田谷文学館へ　■問世田谷文学館　☎５３７４-９１１７

☎5432－1543　
☎5432－1526　
☎3415－6011
☎5374－9111
☎5432－1535　
☎5432－2124

のは、全て無料です

」のプログラム冊子配布中。
田谷区文化・国際課まで

ター　

や文化財団　
会・㈶世田谷区産業振興公社
華運営連絡会

はアートの香り。
内を巡ってみませんか。
が皆様をお待ちしています。

ふぁい ふぁい

©増田典子
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ショパンの名曲「小犬のワルツ」、リストの
「ヴェネツィアとナポリ」の他、ゲストのヴァイ
オリニスト礒絵里子との共演もお楽しみに。
■￥一般（大学生以上）2,000円、区民・劇場
友の会割引（前売のみ）1,800円、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　
■申世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎５４３２-１５１５　■問音楽事業部

せたがやの演奏家シリーズVｏｌ．4
宮谷理香 ピアノリサイタル
１０月４日㈰１５:００開演（１４:３０開場）　
成城ホール

久世光彦の長大なエッセイ『マイ・ラスト・ソング』に
基づき構成するコンサート。久世がセレクトした昭
和の名曲を、気鋭のボーカリスト浜田真理子が歌う。
■￥4,500円／全席指定　※チケット提示で、
世田谷文学館「久世光彦－時を呼ぶ声」展を
１回無料観覧可。
■申■問東京音協　☎3201-8116、世田谷パブ
リクシアターチケットセンター　☎5432-1515

映画と音楽～黒澤明の世界～
１１月２９日㈰１５:００開演（１４:３０開場）　
世田谷区民会館

仲秋のまちかどコンサート
１１月３日（火・祝） 時間未定 東深沢商店街

晩秋のまちかどコンサート
１１月２２日㈰ ①１４：００～ 喜多見駅南口広場
　　　　　　 ②１６：００～ 烏山区民センター前広場

初秋のまちかどコンサートⅡ
９月２3日（水・祝） ①１１：００～ ②１４：００～ ③１６：００～　
　　　　　　　成城コルティ ２階プラザ

初秋のまちかどコンサートⅠ
９月２２日（火・祝） ①1３：１０～ 松竹駐車場（茶沢通りの西友隣り）
　　　　　　　②１５：００～ ③１６：３０～ 三茶パティオ

「世田谷フィルハーモニー管弦楽団」と「世田谷区民吹奏楽団」が
「ちとからパフォーマンスカーニバル」に出演します。（雨天時は要問合せ）
※当日直接会場へ　■問音楽事業部

音楽三昧・特別編
１０月１２日（月・祝）16：00～18：00のうち40分
烏山区民センター前広場

公募によるアマチュア演奏家が、日頃の練習の成果を繰り広げる音
楽パフォーマンスの祭典。
全席自由　※当日直接会場へ　■問音楽事業部
せたがや・アマチュアスペシャルライブ出演者募集中！
※6面参照　詳しくは音楽事業部のＨＰをご覧ください。

せたがや・アマチュアスペシャルライブ
１１月１日㈰１３：００開演（12:30開場）　烏山区民会館

商店街
Artistの
大原小の
大変身！
120周年
と松沢小
ギャラリー
ださい。
■問文化・

商店
10月
①下北

「世田谷区芸術アワード」受賞者の記念発表です。
期待の若手アーティストの“才能”をぜひご覧ください。

受　賞　者
音楽部門 50期の会「和楽器DEアジア音楽探訪」 
9月4日㈮19:00～世田谷区民会館ホール　5日㈯
14:00～成城ホール　■￥一般2,000円、区民・劇場友の
会割引（前売のみ）1,800円、学生（中～大学生）1,000
円、子ども（4歳～小学生）無料　※4歳未満入場不可
■申世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515
■問音楽事業部

美術部
美術部
いずれ
世田谷
演劇部
（仮題
演劇部
のリサ
いずれ
■￥2,5
■問世

第1回世田谷区芸術アワード“飛翔”
受賞記念発表

｢アートが生み出
流会等。要申し込
■￥１,０００円（※第

アートネッ
１１月２８日㈯

土でできた楽器：オカリナを中心に、キーボードとパーカッションと共にフォル
クローレや懐かしの名曲をお届けします。

まちかどコンサート　どなたでもお気軽にお楽しみいただけます。

弦楽四重奏の調べをお楽しみください。

打楽器と金管のアンサンブルが「エーダン秋まつり」で演奏します。

打楽器と金管のアンサンブルが喜多見商店街の「けやきおんがくさい」と
えるも～る烏山の「イルミネーション点灯式」に登場！

素敵な音楽を聴いて、
　　　　　　心に潤いを。聴

アートが人を
結びます。結

区民の方々が行う
楽しい地元密着イベント、
紹介します。
※詳細は各問合せ先まで

楽

未

チケット
発売中

8月30日
チケット
発売開始

©田村彰英

浜田真理子×久世光彦ライブ
「マイ・ラスト・ソング２」
１０月３日㈯１7：００開演　世田谷パブリックシアター

■￥の記載がないもの

※「世田谷芸術百華2009」
お問い合わせは、世田

生活工房　
世田谷パブリックシアタ
世田谷美術館
世田谷文学館
音楽事業部　
世田谷区文化・国際課

問

主催　世田谷区・㈶せたがや
後援　世田谷区教育委員会
企画・運営　世田谷芸術百

世田谷の秋は
その香りに誘われて、区

至るところで様々なイベントが

※演奏は各回４０分、当日直接会場へ　雨天時は要問合せ　■問音楽事業部　

秋の午後に祖師谷公園で行う野外コンサートをお楽しみください。
■問親水テラス音楽会　☎090-7004-8330

祖師谷公園いこいのコンサート
９月１９日㈯12:30~　
都立祖師谷公園 親水テラス（雨天会場変更）

若手ピアニスト瀬川弦などの出演によるクラシックライブ。
■￥前売1,500円、当日1,800円、未就学児童無料
■問コミュニティコンサート実行委員会・小川　☎6804-7051

コミュニティコンサート＠下北沢
①９月１９日㈯ ②１１月２2日㈰各日とも15:00～他
東京都民教会

オリジナル楽器「ストリングラフィ」による不思議なコンサート。
■￥大人・小学生１,０００円、未就学児童５００円（区民割引あり）
／事前申込60名　■問スタジオ・イヴ・八重樫　☎5376-3633

不思議なコンサート 秋のスペシャル企画
①９月２６日㈯ ②１０月２４日㈯ ③１１月２8日㈯
各日とも10：00～、14：00～　Studio EVE（松原1丁目）

江戸庶民文化を学び古典落語を楽しむ。講演：三谷靱彦
■問なかまち落語会・菊池　☎090-2445-4335

なかまち落語会
①９月２６日㈯ ②１０月１０日㈯ ③１１月２１日㈯
各日とも14：00～　なかまちふれあいホール

篝火の中で和洋楽器の幻想的な演奏会をお楽しみください。
■問赤堤に文化を！ 六所の森の会・窪田　☎3321-7187

第23回六所の森クラシックコンサート
１０月４日㈰17：00～
赤堤六所神社境内神楽殿（雨天会場変更）

おばけになって三茶のまちをあそびます。10月中旬ワーク
ショップあり。　■￥要問合せ　
■問NPO法人こども劇場せたがや　☎3422-8928

おばけになってまちにでよう
10月２5日㈰　三軒茶屋駅周辺

地元在住の若手演奏家による長唄・筝曲・日舞の演奏会。
■￥一般2,000円、学生1,000円、小学生以下無料／事前申込
■問邦楽いろは亭・杵屋佐喜　☎3749-1402

邦楽いろは亭～日本の音ってなあに～
１１月１１日㈬19：00～　成城ホール

全世代が楽しめる箏曲演奏会です。
■問こと桐の会・鈴木　☎090-4207-9969

箏曲に親しむ～こと桐の会 35周年の集い～
１１月２８日㈯11：00～　烏山区民会館

ゴスペルの歌声で素敵なＸ’ｍａｓを。
■問成城ファミリーコンサート実行委員会・熊谷　☎090-2330-8245

成城コルティクリスマスゴスペルコンサート
１１月２８日㈯①13：30～ ②15：00～　成城コルティ２Ｆプラザ

さまざまなジャンルが集うダンスイベント。
■問世田谷区週末早朝ダンスコミュニティ・海老澤　☎090-1793-1887

DANCE NOW for NEXT Generation！
１１月２９日㈰13:00～　なかまちふれあいホール

日本が誇る映画監督、黒澤明。巨匠の素顔とその作品を、黒澤映画の作曲
を手がけた池辺晋一郎が音楽と映像を交えたトークで迫ります。

■出仲代達矢、香川京子、池辺晋一郎、
黒澤久雄、黒澤和子、せたがやシン
フォニエッタ（オーケストラ）
■￥一般（大学生以上）3,500円、
区民・劇場友の会割引（前売の
み）３,０００円、子ども（小学生～
高校生）１,５００円／全席指定
※未就学児童入場不可
■申世田谷パブリックシアターチケッ
トセンター　☎５４３２-1515
■問音楽事業部

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

開催中～  9/19㈯
9/20㈰～10/17㈯

高野恭史 給水塔写真展－鳥類譜
4ourkイラスト展

入場
無料

会場 生活工房 定員 各講座とも14名 
共催 ソニーカスタマーサービス株式会社　

お出かけや行楽に絶好のシーズンに向けて、
デジタル一眼レフや、撮影セミナーを数多く
ご用意しました。
※機材はセミナー会場に準備しています。

※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。

内容に関しての問合せ･申込みは
ソニーカスタマーサービス株式会社
☎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。

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
日　程 時　間 一般料金

（税込み）

★デジタルカメラの撮り方入門（キレイな小物を撮ろう）
デジタル一眼レフ基礎１　はじめてみよう！一眼レフカメラ（はじめてのかたへ）
★デジタル一眼レフ基礎２　カメラの基本を学ぼう（撮り方の基本とコツ）
★写真加工入門（PhotoshopElements6使用）
★パソコンで写真を補正しよう（PhotoshopElements6使用）
★～テーマ別撮影講座～風景・スナップ撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）
★～テーマ別撮影講座～人物撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）
★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）
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）

9/16㈬
9/17㈭
9/17㈭
9/18㈮
9/18㈮
9/19㈯
9/19㈯
9/20㈰
9/20㈰

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

¥2,100
無料体験講座
¥2,100
¥3,150
¥3,150
¥３,8０0
¥３,5０0
¥5,250
無料体験講座

講　座　名

「パパ×ＲＯＣＫ×絵本」展
開催中～8月31日㈪9：00～20：00（最終日
は17：00まで）　3F生活工房ギャラリー
耳懐かしいROCKの名盤をBGMに絵本
を紹介します。　■￥無料

宮古島自然体験教室報告展
9月4日㈮～22日（火・祝）9：00～20：00（最終
日は17：00まで）　3F生活工房ギャラリー
宮古島の美しい自然の中で、世田谷区と宮
古島の子どもたちが共同生活をしながら、島
の生活文化を体験した様子を、参加者が撮
影した写真とともに報告します。　■￥無料

ＪＡＰＯＮＤＥＲ ６
－留学生ってどんな勉強しているの？－

■パネル展示“ＪＡＰＯＮＤＥＲ’s Ｅｙｅ”
9月25日㈮～10月6日㈫9：00～20：00（最
終日は17:00まで） 3F生活工房ギャラリー
■￥無料
■研究発表と交流会
“JAPONDER’s Talk”
10月3日㈯・4日㈰各13：00～16：00
生活工房4Ｆ
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。 
［共催］ＳＵＮＵＳ
■￥無料　■申不要、当日直接会場へ

チリの家庭料理を体験
9月30日㈬11：00～15：00　生活工房4Ｆ
■講ホルヘ・ゼンダー（チリ料理コック）　
■￥1,000円／抽選20名
■申9月15日（必着）までに往復ハガキ（８面
欄外記入方法参照）で生活工房へ

関連イベント

企 画 展
きむらとしろうじんじん
「野点（のだて）」in三茶

ボランティアスタッフ最終説明会
9月5日㈯13：00～15：00、6日㈰10：00～
12:00　生活工房５Ｆ　※初めての人、大歓迎！
この10月、自分で絵付けした焼きたてお
茶碗でお茶を楽しむ移動式カフェによるお
茶会「野点」を三軒茶屋付近で開催！ 本番
での現場スタッフの作業内容の詳しい説
明を行います。（本番の詳細は4面参照）
■講きむらとしろうじんじん（美術家）　
■￥無料　■申電話またはメール（件名：野点、
８面欄外記入方法参照）で生活工房へ　
　　 　　 遊びと学びの子どもプロジェクト
　　 きょじんがやってきたぞ！ 
9月20日㈰～21日（月・祝）2日間完結　
13：00～16：30
物語の世界で遊びながら、フェルト原毛をつか
って、巨人の大きな服をみんなでつくります。
■講大類尚子（テキスタイル作家）、
すずきこーた（演劇デザインギルド）
■対小学１年生以上（2日目の発表会は保護者
も参加可） ■￥1,000円／抽選24名　

■申9月7日（必着）までに往
復ハガキ（８面欄外記入例
参照、年齢も明記）で生活工房へ

　 世田谷アートフリマvol.12
9月26日㈯・27日㈰各11：00～18：00 　
生活工房３～５Ｆ
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！
［詳細］http://artfleama.net/　
■問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）

ジュニア＆ちびっこ
オーケストラ楽器体験
ワークショップメンバー大大大大大活活活活 躍躍躍躍躍！！！！

わくわく♪
音のものがたりを
つくろう！

　　せたがやの演奏家、集合！
　 せたがや・アマチュアスペシャルライブ
１１月１日㈰　烏山区民会館　
日頃の練習の成果をステージで発表してみませんか？　
９/15㈫必着　※詳細はＨＰをご覧ください。　5面参照
※優劣をつけるコンテストではありません。

せたがやの歌好き、集合！
せたがや童謡コンサート
2010年２月６日㈯　世田谷区民会館
小学4年生～中学3年生大募集！　
童謡でおなじみの由紀さおり、安田祥子
のステージで共演する「こども合唱団」
のメンバーを大募集！
11月より練習開始！　10/20㈫必着
※詳細は情報ガイド９月２５日号に
掲載します。　■講金川明裕

6月21日に世田谷区民会館で開催された「せたがやファミリ
ーコンサート」で、ワークショップ参加メンバーが約4ヵ月を
通して練習した成果を披露しました。演奏した曲は全部で3
曲。アンコールでは、池辺晋一郎音楽監督の指揮のもと、せ
たがやシンフォニエッタとワークショップメンバーが合同で
ラデツキー行進曲を演奏しました。約1,000人の観衆の中、
コンサートでは緊張しながらも、楽器と真剣に向き合い、仲
間と共に演奏を楽しむメンバーの姿が輝いていました！

子どもたちが感じた「音」から「世田谷のものがたり」等を作るワークショップの
発表会です。プロの演奏家の生演奏と共に「作品」をお楽しみください。
8月29日㈯13:30開演 13:00開場　教育センター３階ぎんが
■出宇井孝司（演出家・脚本家）、わくわく♪音のものがたりをつくろう！ワークショ
ップ参加者、小山京子（ピアノ）、田島華乃（ヴァイオリン）、関口将史（チェロ）、
なかじまゆうゆ（朗読）
■申教育センター３階で１３時より受付開始　
■￥無料／当日先着80名　全席自由

ストーリーワークショップ

発表会

Ⓒ青柳聡

出演者
募集

詳しくはＨＰを
ご覧ください。

音楽事業部 検索

生活工房　非常勤職員募集
［募集内容］文化事業の事業企画・実施・事務
［応募条件］文化事業の業務経験があり、Microsoft
Office全般の操作ができる方（デザイン系ソフト
が使えればなお良）　［募集人数］若干名　
［契約期間］平成21年11月1日より22年3月31日
（更新あり） ［勤務条件］月18日（土日祝日を含む
シフト勤務制） ［選考方法］1次：書類選考・作文、
2次：面接　［応募方法］所定の申込書、職務経歴
書、作文（課題は申込書に記載）、返信用封筒
（90円切手貼付）を9月18日㈮午後5時必着で㈶
せたがや文化財団事務局あてに郵送もしくは持
参。 ※募集要領兼申込書は㈶せたがや文化財団
各施設受付で配布するほか、生活工房ホームペ
ージからもダウンロードできます。
■問人事担当☎5432-1500

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/　
☎5432-1543 　  5432-1559 　  ldc@setagaya-ac.or.jp 

生 活 工 房世田谷文化生活
情報センター

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」8面を参照ください。 6

下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

〠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/

音 楽 事 部業 ☎5432－1515
10:00～19:00　年中無休

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

営業時間変更！ 世田谷パブリックシアターチケットセンター



1総合運動場　■￥7,200円(全8回)、9,000円(全10回)　■締随時　※託児サービス希望者は9月10日（必着）
●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・ベリーダンス・タップダンス・　 ピラティス）  
2千歳温水プール　■￥7,800円（全12回）、6,500円（全10回）、5,200円（全8回）　■締9月14日（必着）
●フラダンス　●骨盤ストレッチ　　やさしいピラティス　　アロマヨーガ　●器械運動クリニック（小学1～4年生）　ほか

■申■問ＦＡＸ番号明記で各管理事務所へ　1総合運動場管理事務所　〒157－0074　大蔵4－6－1　☎3417－4276 ■FAX 3417－1734
2千歳温水プール管理事務所　〒156－0055　船橋7－9－1　☎3789－3911 ■FAX 3789－3912　
※12ともに託児料金などの詳細はスポーツ振興財団HP参照または各施設に問合せ

　は託児サービスがあります。（抽選各7名、別途託児料がかかります。）
ウォーキングの最先端をマスターしましょう！

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

第41回 世田谷区陸上競技選手権大会
10月4日㈰　総合運動場　■￥個人700円/種目、リ
レー1,200円/チーム　■申所定の申込書に参加費
を添えて、9月25日16:30～17:00に東京農大一高
（生徒食堂）へ※郵送の場合には9月19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）へ　■問☎3425－4481（15:40～16:10）

※1人2種目まで（リレーを除く）※詳細は要項参照

第113回 世田谷区卓球団体戦
10月11日㈰クラブ男子の部
10月12日（月・祝）クラブ女子の部
9:00～　総合運動場　■￥6,000円　■締 9月25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

※申込書はスポーツ振興財団、区スポーツ振興課、総合運動場管理事務所で配布。HPからもダウンロード可

はホームページからの申込も可能　※特に記載のない事業は、ハガキまたはＦＡＸ(8面欄外記入方法参照で、参加希望教室、学年、年齢、性別、水泳教室参加希望者は泳力も明記)でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

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12日～　毎週土曜（全12回）　19:00～
20:30　玉川小学校　■￥200円／回　■申当日
直接会場へ　
※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。ダンスシューズはヒールカバ
ー要着用）を持参。

　　親子観戦デー　サッカー
～J2　第41節　東京ヴェルディVSセレッソ大阪～
9月23日（水・祝）　16:00キックオフ　
味の素スタジアム　
■対小学生とその家族　■￥小学生／無料、中高
生／500円、大人／1,000円、65歳以上／
250円　■締9月8日（必着）　■申ハイタッチ・手
つなぎキッズ希望の有無も明記。

　　めざせトップアスリート
柔道クリニック

10月3日㈯　①13:00～14:00　②14:45～
16:00　総合運動場
■講瀧本　誠（シドニー五輪
金メダリスト）　■対①幼児
（年中・年長）　②小学1～
3年生　■￥500円／抽選①
20名②30名　■締9月16日
（必着）

　　いきいきリズム体操
10月4日～　毎週日曜（全12回）
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／抽選10名　■締9月16日（必着）
■申障害の程度も明記

　　障害児わくわくサッカー教室
10月10日～　毎週土曜（全4回）　9:30～
11:30　池尻小学校第2体育館　■対軽度の知
的障害のある小・中学生で、原則付き添い者
の同伴が可能な方　■￥1,000円／抽選25名
■締9月24日（必着）　■申障害の内容も明記

第45回区民スポーツまつり
10月18日㈰　
総合運動場、厚生年金スポーツセンター
※詳細は、9月25日号。下記事業は要申込
硬式テニス

総合運動場　■締9月11日（必着）　■申往復ハ
ガキで、種目名、住所、氏名、年齢、性別、電話
番号、経験年数を明記し、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）　■申主な出店物も明記　※原則1申込
1店舗。手持ち出店。車での場内入場不可。

世田谷陸上競技会
10月3日㈯、11月28日㈯　総合運動場
■対高校生以上　■￥1種目1,000円／応募多数
の場合抽選　■締9月7日(必着) 　■申所定の申
込書を郵送またはFAXでスポーツ振興財団へ
※種目・時間などの詳細は大会要項参照。要
項･申込書はスポーツ振興財団、区スポーツ
振興課で配布。スポーツ振興財団HPからも
ダウンロード可。

正規職員募集
◆勤務内容／一般事務　◆応募資格／昭和

50年4月2日から昭和63年4月1日生まれの方
◆採用予定日／平成22年4月1日

■申所定の申込書でスポーツ振興財団へ　
※詳細はスポーツ振興財団HPまたは問合せ

①夫婦大会 10:00～14:00
②経験者講習会 14:00～15:30

抽選 32組
抽選 30名 第59回 区民体育大会 ※種目、対象などの詳細は、HP参照または問合せ

日 時

空手道

9/6 ㈰ 9:00 ～　
総合運動場

9/21（月・祝） 9:00 ～
総合運動場  

日程・会場 対象・種目・申込方法等

■￥１チーム600円　■締9月18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

■￥1種目につき一般・少年／200円、小・中学生・幼児／100円、団体戦／
300円　■申9月5日㈯　10:00～11:00　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　■問区空手道連盟・小池(☎3484-8323)へ

■￥200円（中学生以下100円）　■申当日会場　■問区アーチェリー協会・
山崎（☎3415-1063）へ

■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（入場料等は各自負担）　■問詳しくは連盟ホー
ムページ（http://www.setagaya-clay.jp/）か、区クレー射撃連盟・
河村(☎5741-2258)へ

■￥100円/種目　■締 9月14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　☎5490-0640)へ郵送

■￥200円(中学生以下100円)　■締 9月3日(必着)　■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　☎3482-6377）へ

■申先着24名　当日受付　■問区ライフル射撃連盟・佐田　☎5477－
6262（10：00～20：00） 

■対区内に拠点があるチーム　■￥5,000円/チーム　■締 9月5日(必着)
■申電話で区ラグビーフットボール協会・塩野(☎3484-1561)へ

アーチェリー
RC・CP・BB
すべて 18W

9/21（月・祝） 9:00 ～
栃木県古峰ヶ原射
撃場

10/4 ㈰ 9:00 ～
総合運動場

10/11 ㈰ 10:00 ～ 
代田小学校

9/13 ㈰ 9:00 ～
オークラランド

9/6 ㈰ 8:40 ～
総合運動場

10/11 ～ 3/14
原則日曜 12:30 ～
二子玉川緑地運動場

クレー射撃
スキートＡ・Ｂ
トラップＡ・Ｂ 

ソフトテニス 
小学男女団体戦

なぎなた 団体、演
技競技、基本の部

ボウリング 
一 般、シ ニ ア、
ジュニア
ライフル射撃
エアーライフル

ラグビー
一般クラブ対抗戦

※日時、内容などの詳細はHP参照、または問合せ

1生涯健康づくり体操(全6回)

2子ども空手道教室(全4回)
3ジュニア水泳教室(全8回)
4はじめようスイミング(全11回)
5初心者・初級者ゴルフ教室(全8回)
6ジュニアゴルフ教室(全8回)
7初心者・初級者釣り教室 ※主にｷｽ･ﾊｾﾞ釣り
8初心者・初級者アーチェリー教室(全5回)

A9/4～毎週金曜　B9/6～毎週日曜　C9/7～毎週月曜　
D10/6･20、11/10･24、12/1･15の火曜　E10/7～毎週水曜

9/28～毎週月曜
A9/28～毎週月曜  B10/1～毎週木曜
A烏山10/6～毎週火曜　B梅丘10/7～毎週水曜
A9/19～毎週土曜　B9/30～毎週水曜
9/26～毎週土曜
9/26㈯
10/4～毎週日曜

ACE19:00～21:00　
BD10:00～12:00

18:30～20:00
16:15～17:45
10:00～12:00
A18:00～19:30　B12:15～13:45
13:00～14:30
7:00～15:30 (予定)
9:30～11:30

       
A祖師谷小学校 B希望丘小学校 
C太子堂小学校 D奥沢区民センター 
E中丸小学校
深沢小学校
A総合運動場温水プール　B千歳温水プール
A烏山中学校温水プール　B梅丘中学校温水プール
Aニュー成城ゴルフセンター　B千歳ゴルフセンター
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

1,500円

1,200円
2,400円
6,600円
17,000円
9,000円
中学生以上7,500円 小学生3,500円
大人3,500円 中学生以下2,000円

各50名

20名
各50名
各40名
各10名
14名
20名
40名

55歳以上

小学生
小学生の水泳初心者、初級者
18歳以上
１8歳以上
小学3年生～中学生
小学生以上
小学5年生以上

日　時種　目 会　場 定員 対　象料　金
各種スポーツ教室 ■締 1ABC8/27　 39/7、 4～79/11、 1DE 289/16　※すべて必着　※日時、内容などの詳細はHP参照または問合せ

スポーツ・
レクリエーション 田世 谷 区 ス 振 財ツーポ 興 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/

下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

9月26日㈯15:00～
17:00　総合運動場
■￥大人1,000円、小中
高生500円／抽選60名
■締9月16日（必着）
■申■問過去の参加の有無
も明記で総合運動場管理事務所（左記参照）へ



土曜劇場プレイ・パーク

レクチャー 「管理国家とクリエイティビティ ― シンガポールの現代演劇」

8

〠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　

世田谷文化生活
情報センター 世 谷 パブリッ シ タ ー田 ク ア

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 19/

『ワルシャワの鼻』

石井光三オフィスプロデュース
『7 Days Judgement―死神の精度』
■問石井光三オフィス　5428-8736

鼓童『打男 DADAN』 フキコシ・スペシャル・ソロ・アクト・ライブ　
スペシャル『スペシャル』

柿喰う客『悪趣味』
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。

9/5㈯・12㈯・19㈯・26㈯　　10：00～12：00 ■￥区民400円　一般500円　高校生以下300円／定員各日20名　■申劇場チケットセンターにて受付中　※未就学児童参加不可

各国の現代演劇状況を紹介するシリーズ講座『21世紀の舞台芸術』。
第1回目はシンガポールを扱います。またとない機会ですので是非ご参加ください。

9/18㈮ 19:00～21:00 　キャロットタワー5F　セミナールーム 　
■講滝口健（シンガポール国立大学）　■￥1,500円／定員30名   ■申HP、またはお電話にて劇場／学芸まで　

※詳細はＨＰ、もしくはお問合せください　［問］劇場　

　［問］劇場／学芸　 ※詳細はＨＰをご覧ください　

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

柿喰う客
☎080－6801－7389

9/4（金）～13（日）柿喰う客『悪趣味』 2,700円 2,800円
ほか

世田谷パブリックシアター発売開始

シアタートラム

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定　●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。 ●｢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

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

（劇場チケットセンターのみ取扱、購入時要年齢確認）
高校生以下割引あり→各一般料金の半額になります　

10/4（日） 17:30 黒沢健一
『TOUR without electricity 2009
～弦カル special THEATER version～』

■DISK GARAGE  5436－9600問

■シス・カンパニー　5423－5906問

3歳以上は要チケット　

●区民  8/29㈯　6,200円
●一般　8/30㈰　6,500円

11/20（金）～12/6（日）まつもと市民芸術館  
串田和美プロデュース2009　エドワード・ボンドの『リア』

■ぷれいす　5468－8113問

未就学児童入場不可●区民  9/12㈯　5,300円
●一般　9/13㈰　5,500円　
　　　　学生・シルバー（65歳以上）5,000円（オンラインのみ取扱なし）　

10/14（水）～18（日）大駱駝艦・麿赤兒『G.は行く』
未就学児童入場不可

●区民  8/26㈬　4,400円　
●一般　8/27㈭　4,500円
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発売中

大人計画
☎３３２7－43129/18（金）～10/11（日）

大人計画『サッちゃんの明日』 当日券あり
※詳細はHP参照
未就学児童入場不可

初日割引 2,500円　　
学割、団体割は劇団のみ取扱
未就学児童入場不可※『乱』（全配役シャッフル）公演あり。詳細要確認。

割引は
ございません

S 9，500円
A 8，5００円

GEORGIA presents
『ワルシャワの鼻』 9/5（土）～16（水）

キューブ
☎5485－8886未就学児童入場不可

S 6，200円 S 6，500円
A 5，5００円鼓童『打男 DADAN』 9/19(土)～23（水・祝） Zen-A ☎3583－6766

鼓童 ☎0259－86－3630 
未就学児童入場不可

5,000円 5,300円フキコシ・スペシャル・ソロ・アクト・ライブ　スペシャル
『スペシャル』 9 /26（土）～30（水）

中村ステージプロダクション
☎5355－1332

未就学児童入場不可　

4,300円 4,500円
浜田真理子LIVE 久世光彦マイ・ラスト・ソングVol.2
『～あなたは最後に何を聞きたいか～』

10/3（土） 17：00

東京音協
☎3201－8116未就学児童入場不可　

A 6，700円 A 7，000円
B 5，0００円『ドリアン・グレイの肖像』 8/21（金）～31（月） 劇　　場未就学児童入場不可　

あした

■大駱駝艦　0422－21－4984問

11/2（月）～29（日）シス・カンパニー公演
『バンデラスと憂鬱な珈琲』

未就学児童入場不可おひとり様1公演4枚まで

●区民  9/20㈰　割引はございません　（劇場チケットセンター店頭のみ取扱）　
●一般　9/27㈰　S 8,500円　A 6,500円

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 http://setagaya-pt.jp http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録） PC 携帯

☎5432-1515 10：00～19：00・年中無休（年末年始除く）
オンラインチケット

チケットの
お 申 込

その
拾伍MANSAI◉解体新書 

芸術監督 野村萬斎によるシリーズ第15弾
異分野で活躍する多彩なゲストを迎えてお届けする
“トーク＆パフォーマンス”です。

じっと座ってみるだけじゃない　いつのまにか登場人物に！
子どもたちのためのオリジナル学校公演

世田谷区に在住・在勤・在学の方は、お一人様ハガキまたはオンラインどちらか１件に限り２枚
まで、お申し込みいただけます。応募者多数の場合は抽選、重複申し込みは無効となりますの
で、あらかじめご了承ください。
◆往復ハガキの場合：往信に ①氏名 ②郵便番号・住所（在勤･在学の方はその名称と住所も）
③連絡先の電話番号 ④希望枚数、返信に ①氏名 ②郵便番号・住所を記入のうえ劇場
「ＭＡＮＳＡＩ 世田谷区民」担当宛に郵送　■締9月12日㈯必着 
◆オンラインの場合（｢せたがやアーツカード｣にご登録の方のみ）：Ｋからはじまる会員番号と
パスワードでログインの上、画面案内に従ってお申し込みください。
【受付期間】9月2日㈬10:00～12日㈯23:59まで　※発表は、9月下旬までに返信ハガキ、又は
Eメールにて。■問劇場

「劇を見ること」と「身体を動かすワークショップ」をミック
スさせた、どこにもない、フシギな劇。この秋に始まる学校
ツアーに先立って、多くの皆さんに体験していただこうと、
公開稽古の参加者を募集します。
『うっかり、ちょっと、きのこ島』は、海賊たちと一緒に冒険の旅に出る物語。
『にんにん忍者★でんエモン一座』は、人手不足になった忍者学校が騒動をひきおこす物語。
俳優たちと一緒に、ドキドキ、ワクワクの体験をぜひ、あじわってみてください！

世田谷区民のお客様へ　チケット購入のお申し込み方法
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『ドリアン・グレイの肖像』

大人計画『サッちゃんの明日』～10/11㈰
あした

※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

企画・出演：野村萬斎
出演：穂村弘（歌人）　春日武彦（精神科医・作家）　
■￥ 3,500円　 全席指定（抽選）　　 　

①『うっかり、ちょっと、きのこ島』　
9月22日（火・祝）15:00～16:30　世田谷パブリックシアター けいこ場

遊びと学びの子ども
プロジェクト事業 芸術百華

●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

前売予定枚数終了

学割は劇団のみ取扱

10/30（金）～11/8（日）KAKUTA『甘い丘』

■KAKUTA 090－6311－1996問

未就学児童入場不可
●区民  9/25㈮　3,400円  
●一般　9/26㈯　3,500円　   ※サービス公演（10/30・31）は各500円引 

『ことば ―― 生命体としての存在論（オントロジー）』
10月27日㈫　19:00開演　　世田谷パブリックシアター

前回公演　
MANSAI◉解体新書

その拾四
『人形（ひとがた）』

より　

『
う
っ
か
り
、ち
ょ
っ
と
、き
の
こ
島
』　
撮
影
：
鈴
木
真
貴

『にんにん忍者★
でんエモン一座』 

*「＠スクール公演」はこれまでに、主に世田谷区立の小・中学校で計14８公演、延べ約6,900人もの子どもたちに楽しまれています。

■①小学校3～6年生 ②小学生および保護者
■無料／要事前申込   ■劇場／学芸　＊詳細はお問い合わせください。
対

問￥

@スクール公演 参加者募集！ 
アット

世田谷パブリックシアター世田谷パブリックシアター

新作②『にんにん忍者★でんエモン一座』
9月23日（水・祝）14:30～16:00　太子堂小学校 体育館

※第1、3、4週目は受付終了

（平日12：00～18：00）（平日12：00～19：00）


