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■ 第35回 元旦あるこう会 
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■ 邦楽コンサート「獅子虎傳阿吽堂 vol.5」
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第29回 世田谷の書展
収蔵品展「麻生三郎と世田谷の作家たち」

「KU・BI・RE（く･び･れ）」展  ー容器たちの美しき曲線ー

せたがやの演奏家シリーズVol.5 岡田知之(打楽器)と仲間たち

音楽
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日本に古く
から伝わる童謡、唱歌を聴く

チャンスが少なくなっている気がします。
日本の四季折々の風景や温度や香りを感じ取
れるこれらの曲たちを21世紀になったこれからも
大事に育んでいきたいと思い、昨年から「せたがや
童謡コンサート」を企画・開催しています。今年は昨年に
続く2回目ですが、力強い友人にご出演頂くことになりまし
た。由紀さおりさんと安田祥子さんは名実共に一流の音楽
家であり童謡・唱歌に人一倍力を入れた活動をされてい
ます。そして今回のために公募で募集した区内在住・在
学の子供たちによる臨時編成の合唱団との共演も
見所です。この由紀・安田姉妹の力を借りて素
敵な日本の風景を綴っていける…そんな

コンサートになると思います。
お楽しみに！

し    し   とら でん  あ  うん どう

安田祥子  由紀さおり歌っていますか？

姉

２月６日㈯１５：００開演（１４：３０開場）
出演   由紀さおり、安田祥子、こども合唱メンバー、　　
　　   金川明裕（合唱指揮・指導）

由紀さおりと安田祥子が美しい日本のメロディーを
お届けします。今回は、公募によって集まった“こども
合唱メンバー”との共演も！
ご家族そろって、次代に歌い続けたい「日本の名曲」
をお楽しみください。

安田姉妹と歌いたい！と
集まった“こども合唱メン
バー”は公募による小学4
年～中学2年生の36名。本
番で指揮をする金川明裕
さんの指導の下、本番に
向けて頑張っています。

曲目　ふるさと唱歌メドレー
　　　故郷を離るる歌、故郷の空、旅愁、故郷の廃家
　　　ふるさとの母メドレー
　　　みかんの花咲く丘、里の秋、冬の夜
　　　風、故郷、赤とんぼ、誰か故郷を想わざる、
　　　北国の春、木綿のハンカチーフ、
　　　なごり雪  他 
※曲目は予告
　なく変更する
　場合があります。

一般（小学生以上） 　　　　　     5,000円
区民・劇場友の会割引(前売のみ) 4,500円
※未就学児童入場不可

世田谷区民会館　世田谷区世田谷4－21－27
電車：東急世田谷線「松陰神社前駅」下車  
　　  徒歩5分
バス：反11・園02・渋52「世田谷区民会館」終点
　　  下車すぐ
※駐車場がありませんので、電車・バスをご利用下さい。

主催　財団法人せたがや文化財団 
　　　音楽事業部（10：00～18：00／月曜・年末年始休）
　　　Tel.5432-1535　Fax.5432-1536
共催　世田谷区
協力　松本記念音楽迎賓館、㈱世田谷サービス公社、
　　　エフエム世田谷、世田谷区立弦巻中学校、㈲太子堂楽器店

♪♪

18歳以上の世田谷区民の方は事前に「せたがやアー
ツカード（無料）」へのご登録で､インターネットからチ
ケットが区民割引価格でご購入いただけます。　

せたがやアーツカードホームページ
h t t p : / / s e t a g a y a - b u n k a . j p / a r t s c a r d /

詳しくはＨＰをご覧ください。

※音楽事業部のその他のコンサート情報は４面をご覧ください。

音楽事業部 検索

世田谷パブリックシアターチケットセンター

こ ど も 合 唱 メ ン バ ー

チケット購入　パソコン　ht tp : / / s e t agaya -p t . j p / t i c ke t_buy /
　　　　　　  携　   帯　ht tp : / / s e t agaya -p t . j p /m/

妹で美しい日本語の歌を、21世紀の子供達に手渡したいと歌い続け、
23年目になります。この度、私たちのコンサートを世田谷区民会館に

て開催していただくことになりました。今回は、この日のために結成された世
田谷区の小・中学生の有志の合唱団との共演もとても楽しみにしています。
忙しい毎日だと思いますが、ふと足をとめ深呼吸してまわりを見渡してくださ
い。季節の風を感じてください。
母国語としての日本語の歌の数々、ヘッドホンで聴くだけでなく、会場にて身
体全身で感じてください。そして一緒に歌いませんか？

今月
の

つれ
づれ

トー
ク

☎5432－1515 10：00～19：00　
年中無休（年末年始を除く）

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

全席指定

会場
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販売中

世田谷区民会館

チケット申込

公演に向けて練習中！
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内井昭蔵の思想と建築 自然の秩序を建築に

■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
期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

●第28回かしのき会児童美術展　
●佐々木輝代・日本画とこどものアトリエ開催中 12/27～

 1/ 5
 1/13
 1/20

 1/10
 1/17
 1/24

～
～
～

●第22回桂友展　

●世田谷区民写真展
●世田谷区立中学校生徒作品展覧会
●世田谷区立小学校図画工作作品展

企 画 展
優）ほか　■￥2,000円／申込先着100名　
■申当館HP

平成21年度第3期収蔵品展
「麻生三郎と世田谷の作家たち」
1月5日㈫～4月9日㈮　2階収蔵品展示室
麻生三郎と交流のあった山口薫、森芳雄、村井正誠、
柳原義達らの作品を展示し、麻生三郎と同時代
を生きた世田谷の作家たちの熱い息吹をお伝
えします。扇形コーナーでは、戦前を代表する
前衛美術家・村山知義の再発見された貴重な
作品を紹介します。
■￥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

関連企画
■100円ワークショップ
「カット＆コラージュ」
1月9日～3月27日の毎土曜日13:00～15:00
当館無料休けい所
色々な材料を切ったり貼ったり・・・グリーティ
ングカードを作ります。
■￥1回100円／随時受付

プロムナード・コンサート
石橋直子　ヴィオラ・リサイタル
1月24日㈰14:00　当館講堂
■出石橋直子（ヴィオラ）、渡辺理恵子（ピアノ）
曲目：ヨハネス・ブラームス「ヴィオラ　ソナタ
第2番　変ホ長調」他
■￥入場無料／抽選200名
■申１月9日（消印有効）までに往復ハガキ（欄
外記入方法参照）で当館まで。
●変更のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1枚のハガキで2名様までお申込みできるよ
うになりました。
ご入場の際にはハガキをお持ちいただき、ご
一緒にお越しください。別々にお越しの場合
ご入場をお断りすることもございます。
※未就学児は入場不可
※開演後の途中入退場はご遠慮ください。
企画協力：丹羽正明

内井昭蔵の思想と建築　
自然の秩序を建築に

開催中～2月28日㈰　１階企画展示室
建築家・内井昭蔵の足跡を、写真、映像、ス
ケッチなどでご紹介します。
■￥一般1，000（800）円／大・高生、65歳以上
800（640）円／中・小生500（400）円　障害者
割引あり　※（　　）内20名以上の団体料金

関連企画
■ワークショップ「誰もいない美術館で」
vol.24「からだからセタビ」
2月6日㈯・7日㈰　
両日とも13:00～18:00（発表会＝7日19:00～）
当館地下創作室ほか
世田谷美術館の建築をテーマに身体表現してみ
ましょう。二日間のワークショップの最後に、閉館
後の「誰もいない美術館で」発表会を行います。
■講柏木陽（演劇家）、原田悠（パフォーマー／劇
作家）　■￥ 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
■講演会
「公共建築とアート・内井昭蔵の場合」
2月11日（木・祝）14:00～15:30　当館講堂
内井昭蔵が公共建築とアートのかかわりを
どのように考え、捉えていたのかを語ってい
ただきます。
■講澄川喜一（彫刻家・元東京藝術大学学長）
■￥無料／当日先着150名
■ライブ「トリビュート・内井昭蔵に捧ぐ」
2月27日㈯19：30～21：00　当館講堂
世田谷美術館のイメージを音に託し、そして
内井昭蔵の言葉を朗読する。音と言葉のコ
ラボレーションをお楽しみください。
■出五十嵐一生（トランペット）、松田洋治（俳

宮本三郎　美を語る言葉
開催中～3月22日（月・祝）
戦後の洋画壇きっての
論客としても知られた
宮本三郎は、西洋美術
史に通じるとともに、
厳しい批評精神を持
ち合わせていました。
本展では、宮本三郎の
美術論、作品批評を
様々な角度から検証
し、その創作活動との
あいだに生じる相関を
考察します。
■1月のギャラリートーク
「宮本三郎、自作を語る」
1月9日㈯14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要

関連企画
■若き作家たちと読み解く、宮本三郎の美術論」
1月23日㈯14：00～15：30
多摩美術大学造形表現学部と連携し、若き
作家たちの視点から、宮本三郎の思考と作
品に迫ります。50年前に出版された宮本の
技法書や美術論などを大学の授業で読みこ
み、その成果を美術館にてレクチャーしてい
ただきます。
■講青木淳（多摩美術大学准教授・美術史家）
ほか　■￥５００円／申込先着５０名

イベント
■音と映像で楽しむクラシック講座vol.13
1月9日㈯14:00～（13:30開場）
CD、DVDで名演の数々を解説付きでご紹
介する、たのしい講座です。
プログラム／プッチーニ作曲「外套」「ジャン
ニ・スキッキ」（DVD）
■￥500円／申込先着50名
■音広場・番外編「ニューイヤーコンサート」
1月11日（月・祝）19:30～20：30（19:00開場）
新春の美術館で、弦楽四重奏の調べをお楽

しみください。
■出アコルディ弦楽四重奏団
■￥1,500円／申込先着60名
共催／宮本三郎記念美術館と地域の会

うららかに
清川泰次が写した昭和の女性たち
開催中～3月22日（月・祝）
清川泰次が、戦前、戦中の女性たちを活き活
きと撮った写真をご紹介します。カメラを構
えたモダンな女性や、息子の服を繕う母の姿
など、昭和を生きた女性たちの姿が写し出さ
れています。

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

■申往復ハガキまたはEメール（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

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了
見谷カラス個展 私展Ⅱ
加賀谷美智子個展（6日10:00から公開）
後藤昌司個展（1/12は振替休館日）
１６１６会

開催中～
  1/ 5～
  1/11～
  1/19～

12/27
  1/10
  1/17
  1/24

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

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
化工事が必要なため当分の間休館します。
世田谷美術館本館ライブラリー前のコー
ナーにて、昨年度に寄贈された向井潤吉の
新収蔵品を展示中（無料）。 

収 蔵 品 展

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／65歳以上、中・小生、障害者100（80）円※（　）は20人以上の団体料金

第１９回世田谷区民写真展
1月5日㈫～10日㈰10:00～18:00（最終日は16:00まで）　
世田谷美術館区民ギャラリーA・B　
表彰式：1月10日㈰12:30～13:10　世田谷美術館講堂

年末年始休館 12月28日㈪～1月4日㈪

清川泰次　1940（昭和15）年撮影

《ヴィーナスの粧い》1971年

内井昭蔵　イメージ・スケッチ:世田谷美術館エントランス

分かり易く解説します。
①1月16日㈯　■講池亀壽泉（書家）
②1月17日㈰　■講後藤俊秋（書家）
③1月22日㈮　■講泉原壽巖（書家）
※各回とも14:00～15:00
■￥無料／各回とも当日先着30名

文学館でお正月！
1月5日㈫　1階文学サロン
大好評の第4回「文学館でお正月！」は文学館
を「和」の空間に模様替えいたします。ご家
族お揃いでお出かけください。先着100名様
に甘酒をさしあげます。

■お囃子・獅子舞　13:30～
■￥無料　■出給田小 子どもばやし
■みんなでやってみよう！お正月遊び　
14:30～

次 回 企 画 展

第29回 世田谷の書展
1月9日㈯～24日㈰　1階文学サロン
世田谷区内在住の日本を代表する書家の新
作を、会派を超えて一堂にご覧いただくまた
とない機会です。墨の芸術と世田谷ゆかり
の作家たちの言葉が融合する世界をご堪能
ください。　■￥無料

関連イベント
■書に親しもう～世田谷の書展鑑賞会
「書」のゆたかな楽しみ方を探してみません
か。出品書家と鑑賞しながら、見所や作品を

● 詩 （応募者数90名）  一席 竹山詩奈  二席 山田一子　  三席 宮本智子、桑原亘子
●短歌（応募者数112名）一席 金谷雅子  二席 加藤美幸　  三席 木佐貫冨美子、今井真由美
●俳句（応募者数139名）一席 弓削一江  二席 髙岡慧　　  三席 長谷川瞳、佐藤奈穂
●川柳（応募者数81名）  一席 西村達　  二席 佐々野京子  三席 元田漠、はやかわかずえ
上記入賞者の作品に加え、秀作・佳作は「文芸せたがや」29号（2010年3月発行予定、世田
谷文学館で販売、通販あり）に掲載します。

世田谷文学賞入賞者発表！応募総数＝422名（敬称略）第29回

下北沢周辺に暮らした文学者ゆかりのスポットを紹
介するイラストマップを、世田谷文学館で無料配布
中です。常設展示「文学に描かれた世田谷100年の
物語」とあわせてお楽しみください。
常設展　1階展示室　■￥一般200円ほか

「シモキタザワ 猫町散歩」無料配布中！

文学館で「巨大カルタ大会」
に参加しませんか？福笑い、
けん玉もあるよ！お楽しみに。
■￥無料

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）
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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。

割　引
引換券 一般1,000円→900円　大・高生、65歳以上800円→700円

中・小生500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室
開催中～2010年2月28日（日）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（2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

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　　　　　　　　 [休館日]毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）ショップは17:00まで。

展覧会入場は17:30まで（　　　　　 ）

年末年始休館 12月28日㈪～1月4日㈪

年末年始休館 12月28日㈪～1月4日㈪



集合場所 集合時間 歩行距離
世田谷公園噴水横（池尻1-5）
世田谷区役所第1庁舎広場前（世田谷4-21）
駒沢公園管制塔前（駒沢公園1-1）
羽根木公園テニスコート前（代田4-38）
芦花恒春園環八沿い（粕谷1-25）
砧総合支所前（成城6-2）
玉川総合支所前（等々力3-4） 

9:10
10:00
9：30
9：30
9：40
10:40
10:00

約7キロ
約5キロ
約5キロ
約5キロ
約6キロ
約2.5キロ
約5キロ

人気の「カフェくりっく」の壁面ギャラリ
ーに、あなたの作品を飾ってみませんか。
［期間］平成22年9月下旬～23年4月上旬
のうちの4週間（1企画につき。募集要項
に詳細日程を記載）
［会場］キャロットタワー2Ｆ「カフェくりっ
く」壁面
■対指定時間内に展示物の搬入・搬出及び
設営・撤収ができる方（団体可）。壁面に
展示できない作品は不可
■￥4週間で10,000円／抽選7組
■申1月15日（必着）までに生活工房「ギャラ
リーカフェくりっく展示作品募集」係へハガ
キで応募要項を請求してください。申込
書、募集要項を発送します。2月8日（必着）
までに申込書に作品の写真を数点添えて
同係へ郵送。結果は2月下旬に通知します。

大会情報
　　第19回 世田谷区
小学生ドッジボール大会

3月14日㈰　8:30～　総合運動場体育館
［種目］①高学年②低学年　※監督1名、選
手8名以上15名以内。①②とも男女混合可
■対区内在住・在学の小学生／抽選60チーム
■￥1チーム2,000円　■締1月18日(必着)　
■申ハガキまたはFAX（2面欄外記入方法参
照）でスポーツ振興財団へ　※代表者会議
を2月17日㈬18:30～に開催予定（参加団
体には後日通知）。

第47回寒稽古明け新人剣道大会
2月14日㈰　9:00～　総合運動場体育館
［種目］個人戦のみ　①小学1～6年生混合
②中学1～3年生男女③一般（高校生以上）
男女　■対区内在住・在勤・在学者および区連
盟登録者で初段以下の方　■￥1,000円　■締
1月8日（必着）　■申■問所定の申込書に記入
の上、現金書留で区剣道連盟（〒154－0021
豪徳寺1－38－6　豪徳寺駅前郵便局留世田
谷区剣道連盟　☎090－9140－2494）へ

第59回世田谷区民体育大会
■フェンシング大会
1月31日㈰　9:30～　大蔵第二運動場体育館
［種目］男子・女子フルーレ個人戦　■対中学
生以上の区連盟登録者　■￥200円（中学生
は100円）　■締1月28日（必着）　■申ハガキ
（2面欄外記入方法参照）で区フェンシング連
盟・浅田（〒152－0035　目黒区自由が丘2－
19－8　東京体育専門学校内）へ　■問区フェ
ンシング連盟　☎3718－0665
■卓球大会
2月21日㈰　9:15～　総合運動場体育館
［種目］一般（年齢制限なし）・中学・高校・40
代・50代・60代・70代以上（全て男女別）　
■￥ 200円（中学生100円）　■締 2月5日（必
着）　■申■問所定の申込書に参加費を添えて区
卓球連盟・小池（〒158－0082　等々力8－26
－25　卓球会館内
☎3701－7684）へ
郵送または持参

※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。（ホームページからもダウンロード可）

新しい年の幕あけ！ 家族そろって総合運動場まで
歩き、新年を祝いましょう！
■￥無料　■申当日直接集合場所へ　
※荒天・降雪の場合は中止。参加者全員に参加賞
（干支の根付）とおしるこのサービスがあります。

あなたの身近な地域で陰の力となって、スポーツ・レクリエーションの指導等で活動してい
る方に「スポーツ・レクリエーション表彰」を行います。

［推薦基準］長年にわたりスポーツ・レクリエーションの普
及・振興について、身近な地区・地域で陰の力となって活動
している方（スポーツ指導者の方は30年以上の活動を対
象）。但し、団体等の役職にありその役職で活動している
方、過去に他の表彰等を受けた方は該当しません。
［推薦方法］1月15日（必着）までに推薦書をスポーツ振興
財団へ郵送または持参。（推薦書は、区内温水プール、スポ
ーツ振興財団、スポーツ振興課、総合支所地域振興課、出
張所にあります。ホームページからもダウンロード可） 

第35回 区民元旦あるこう会

スポーツ・レクリエーション表彰の募集！

総合運動場温水プール、千歳温水プールはお正月も営業します。
※千歳温水プールはトレーニングルーム・健康運動室・体育室（個
人利用に限る）もご利用いただけます。
※12月29日㈫～31日㈭は休館いたします。

千歳温水プール
は、施設整備のた
め、1月12日㈫～
21日㈭まで休業
します。

温水プールのお正月特別営業 おしらせ

1月1日（金・祝）

展示作品募集
平成２２年度下半期ギャラリーカフェくりっく

1月1日（金・祝）～3日㈰　9:00～17:00

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）

1/17㈰～2/13㈯

2F ギャラリーカフェくりっく

開催中～1/16㈯

「花に魅せられてⅡ」
Trois 押し花アート作品展

12ヶ月の物語　okoroom

生活工房 　　　　各講座とも14名 ※機材はセミナー会場に準備しています。

企 画 展

場所 定員

時　間 一般料金（税込み）講　座　名 日　程一眼レフカメラ講座では基礎編の他に、
プロカメラマンに撮影テクニックを学ぶ
講座もご用意しました。 ★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）

★フォトレタッチ［1］写真をきれいに補正しよう（Photoshop Elements 6使用）
★フォトレタッチ［2］写真をおしゃれに加工しよう（Photoshop Elements 6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～マクロ撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）
★プロカメラマン・坂口恵先生の“日常を切り取ろう”（一眼レフカメラ講座）
★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）

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

1/20㈬
1/21㈭
1/21㈭
1/22㈮
1/22㈮
1/23㈯
1/24㈰
1/24㈰

¥2,100
¥3,800
¥4,200
¥3,800
¥3,800
¥6,000
¥2,100
¥2,100

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 1月のご案内

「KU・BI・RE（く・び・れ）」展　
―容器たちの美しき曲線―

開催中～1月30日㈯ 9：00～20：00
３Ｆ生活工房ギャラリー
「日常に在るデザイン」
を見つめなおす本企画
では、身の回りの容器が
もつ「美しい曲線＝くび
れ」を、多摩美術大学の
学生が作品に転化しま
した。いつも見慣れて
いるはずのペットボトル
や台所用洗剤などが、石膏像やオブジェ、映
像作品となって展示されます。　■￥無料
［企画協力］多摩美術大学造形表現学部デザ
イン学科有志　［監修］下山肇（デザイナー）

関連企画
「顔と体をデザインす
る」－美しいKUBIREは骨
と筋肉のバランスから－
1月10日㈰13:00～16:00
生活工房５F
からだ、特に深層筋の役割
を知り、体の土台・骨格か
ら美しいバランスボディ・

デザインを目指す講座です。
■講高野知香子（サロンドレスパス代表／セラ
ピスト）　■￥500円／申込先着80名
■申電話で生活工房へ

豊かなことばの世界
①水曜教室２月３、１０、１７、２４日
■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：椋鳩十著〈教科書の名作を読む〉
「大造じいさんとガン」
②木曜教室２月１１、１８、２５、３月４日
■講森川靄子（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：山田詠美著「風味絶佳」
③金曜教室２月５、１２、１９、２６日
■講金野正人（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：あさのあつこ著「バッテリー」
各回とも13：30～15：30　いずれも生活工房５Ｆ
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通し
て体感します。ＮＨＫ日本語センターアナウン
サーが講師となり、声の出し方、読み方などを
丁寧に指導します。
■￥20,000円（4回分）／先着15名　※世田
谷区民は18,000円　■申■問㈶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/

福祉団体・NPO支援
Ｅxｃeｌ使いこなし実践講座

①「名簿管理」編　２月９日㈫
②「アンケート集計」編　２月16日㈫
いずれも14：00～17：00　生活工房５F
昨年も大好評だった本講座を今年も開講しま
す。エクセルの達人にその活用術を楽しく学
びます。詳細は生活工房ＨＰをご覧ください。
■講田中亨（MVP for Excel）
■対世田谷区在住・在勤・在学かつ、福祉団体や
NPOで活動中で、当日ノートPCを持参でき
る方　■￥各回1,500円／各回申込先着30名
■問生活工房　■申Eメールで世田谷ボランティ
ア協会：info@otagaisama.or.jp（希望日、
団体名、Excelのバージョンも明記、2面欄外
記入方法参照）まで

在日外国人との文化交流会
国際交流 in 世田谷2010

１月３０日㈯13：00～16：00　生活工房４Ｆ
アトラクションやお茶・生け花などを体験し
ながら互いの理解を深めます。大使館展示
ブースもあります。
［共催］世田谷海外研修者の会　■￥1,000円
（飲み物込）／申込先着30名　■申１月１５日
までに岸田（☎■FAX3417-2013）または高橋

（☎■FAX3702-7055）へ

目と耳と舌で味わう
タジキスタンのくらし

2月7日㈰ 10：30～14：30　生活工房４Ｆ
家庭料理づくりなど、外国の生活文化を体験
しながら、国際協力について学びます。
■講スフロブショ・ラフモノフ、青年海外協力隊
OB　■￥1,000円（学生800円）／抽選25名
■対中学生以上　■申1月28日（必着）までに往
複ハガキかＥメール（年齢・学年も明記、2面
欄外記入方法参照）で生活工房へ

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)　
☎0466－38－4568（IP電話／PHS）
10：00～18：00（土日祭日は17:00まで、
つながりにくい時は、時間をおいておか
け直しください）
※受付窓口の年末年始の休業日：12月
28日㈪～1月5日㈫
ホームページhttp://sony.co.jp/seminar ★印はお申し込み時に住所で判断して、世田谷区民の方は一般料金の525円引き（税込み）になります

　　各種スポーツ教室
1初心者・初級者テニス
2月6日～3月13日　毎週土曜
15:00～17：00　総合運動場テニスコート　
■対高校生～59歳　■￥ 3,600円（全6回）／抽
選20名
2ジュニアテニス
2月6日～3月13日　毎週土曜　
15：00～17：00　総合運動場テニスコート
■対中学生　■￥2,400円（全6回）／抽選20名

3シルバーテニス
2月6日～3月13日　毎週土曜　
15：00～17：00　総合運動場テニスコート
■対60歳以上　■￥3,600円（全6回）／抽選40名
4初級者･中級者スキー（菅平高原スキー場）
2月19日㈮～22日㈪
※19日18：30区役所集合予定　
■対18歳以上で初級者の方からパラレルター
ンを目指す方　■￥ 39,000円（バス・宿泊・食
事代、保険料等を含む）／抽選40名　
※レンタルスキー、リフト代は自己負担
■締1～3 1月14日（必着）4 1月21日（必着）

ホームページからも申込可能 ※特に記載のない事業は、ハガキまたはＦＡＸ（2面欄外記入方法参照で、参加希望教室、学年、年齢、性別も明記）でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

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￥

〠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 

世田谷文化生活
情報センター

生 活 工 房

〠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/田 区 ツーポ 興 団世 谷 ス 財振

年末年始休館 12月29日㈫～1月3日㈰

スポーツ・
レクリエーション



百聞は一見
にしかず…

打楽器いろ
いろ、

音 おと オト
のコンサー

ト

4

〠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  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

12/25～2010/1/31
2512/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 292430 312927 28 26 28 313011/

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。

「能楽現在形 劇場版＠世田谷」 珍しいキノコ舞踊団
『獅子虎傳阿吽堂 vol.5』

「MANSAI◉解体新書 その拾六」19時開演
■問劇場　当日券は開演の60分前から販売

『爆笑寄席● てやん亭』　

田中良和(指揮)、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団

音 楽 事 部業 ☎5432－1515
10:00～19:00　年中無休 年末年始休

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

世田谷パブリックシアターチケットセンター
〠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・年末年始休
☎5432-1535 　 5432-1536   http://www.setagayamusic-pd.com/

出演

出演
交響曲第９番ニ短調「合唱付」:ベートーヴェン、交響譚詩:伊福部昭曲目

田中良和（指揮）、小山久美（ゲスト）、池辺晋一郎、
スターダンサーズ・バレエ団、せたがやシンフォニエッタ

出演

バレエ「眠りの森の美女」「白鳥の湖」「くるみ割り人形」より　他曲目岡田知之パーカッションアンサンブル
植松葉子（ゲスト〈横笛〉）

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

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

全席
自由

３月１４日㈰  ディナータイム１８：００～  ショータイム１９：００～
キャロットタワー26階 レストラン・スカイキャロット 

せたがやＭｕｓｉｃコレクションⅡ
～菅原洋一 スカイキャロット・ディナーショー～

せたがやの演奏家シリーズVol.５

岡田知之(打楽器)と仲間たち
せたがやふれあいコンサート
３月７日㈰  １５：００開演（１４：３０開場） 世田谷区民会館チケッ

ト

発売中

チケッ
ト

発売中

チケッ
ト

発売中

チケッ
ト

発売中

太鼓にマリンバ、スティールパン…12人のプレーヤーが叩きだす
躍動する世界のリズムを体感！

１月２７日㈬  １９:００開演（１８:３０開場） 成城ホール

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

一  般（大学生以上）　         4,000円　 
区民・劇場友の会割引           3,500円
子ども（小学生～高校生）        2,000円 ※未就学児童

　入場不可

※未就学児童は無料

全席
指定

チケット
申込

世田谷区民吹奏楽団、ゲスト：ドリーミング出演
一  般（大学生以上）　  1,500円
子ども（小学生～高校生）   500円

全席
自由

ジュニアオーケストラ準備中
一般（小学生以上）2,500円　区民・劇場友の会割引          2,000円（前売りのみ）

『古武道忘年会  師走の協奏曲（コンチェルト）』18時開演
■問劇場

TOKYO ドラマフェスタ　VOL.11
―第51回  東京私立中学高等学校演劇発表会―
■問京華学園　ドラマフェスタ実行委員会　
☎3946－4434　 託児サービスはございません

SePT独舞 黒田育世　 快快 ＜faifai＞ 　 演劇ユニットG.com FUKAIPRODUCE羽衣 

全席自由

菅原洋一、中山エミ出演

■￥ペア席 25,000円　テーブル席（相席）お１人様 12,000円
　ディナー、１ドリンク、税サ込　※全席禁煙

「獅子虎傳阿吽堂 vol.5」　
1月28日㈭  15時/19時開演　
構成・演出・出演　亀井広忠  田中傳左衛門  田中傳次郎　　

「爆笑寄席●てやん亭 2010新春スペシャル」

1月20日㈬～22日㈮　快快<faifai> 『インコは黒猫を探す』★　
常に新しく楽しいものを！ハッピーオーラ集団の最新の姿をお見逃しなく。

1月24日㈰～27日㈬　演劇ユニットG.com『闘争か、逃走か。』　
作品ごとに多彩な表現者たちが集う。賛否両論を巻き起こした意欲作の再演。　
1月30日㈯～31日㈰　FUKAIPRODUCE羽衣『あのひとたちのリサイタル』★　
 戯曲と音楽が役者の身体と絡み合った唯一無二の｢妙ージカル｣！主人公は老婆の双子。

～バレエってフシギ…～
バレエの歴史と音楽を、お話しと共にお楽しみ下さい。

ビバ・ブラス！ Ⅱ
2月21日㈰  １4：００開演（１3：３０開場） 世田谷区民会館

1月9日 10：00～
チケット受付開始

ブラスバンドの名曲の数々をお届けします。
「アンパンマンのマーチ」のドリーミングも登場！　

名曲の数々を夜景と共にディナーショーでお楽しみください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

２月７日㈰  １４:００開演（１３:３０開場） 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  

せたがや名曲コンサート

【勤務内容】①劇場客席案内業務（お客様を客席に案内する立ち仕事中心）②劇場事務所受付業務（劇場代表電話の応対や取次が中心）【勤務日数・時間】月
16日以内①公演日時にあわせたシフト制。（目安として、昼公演時は12時～17時頃、夜公演時は16時～22時頃）②1日3交替シフト制（A：8:45
～13:15 B：13:00～17:30 C:17:00～22:00）【時給】①850円②830円(研修期間中は800円。交通費別途支給)【契約期間】2010年1月から長
期希望【募集対象】18歳以上（高校生を除く）/若干名【選考方法】1次＝書類選考、2次＝面接【応募方法】2010年1月6日（必着）までに、履歴書
（希望の勤務内容①又は②を選び、写真貼付、勤務可能日・時間帯、志望動機を明記）を劇場へ郵送、または持参してください。

毎週土曜日、演劇やダンスをはじめとした劇場ならではの楽しい体験プロ
グラムを開催。ご家族、お友達とお気軽にご参加ください！

設立に向けて現在準備中です。
詳細は本紙２月２５日号でお知らせします。お楽しみに。

（前売りのみ）

シアタートラム
ネクスト・ジェネレーション 
vol.2

「シアタートラム ネクスト･ジェネレーション vol.2」　
才能の発掘！世田谷パブリックシアターが贈る…

笑う

観る

聴く

●区民 A 4,800円　
●一般 A 5,000円 
　　　 B 3,000円

会場　世田谷パブリックシアター
■問劇場　※詳細は劇場HPをご覧ください。林英哲 林英哲 片岡愛之助 片岡愛之助 観世喜正観世喜正

地元の劇場で年始をお祝いしませんか。落語・能楽・邦楽コンサート…
いずれも当劇場ならではのユニークな顔合わせが魅力です。どうぞお見逃しなく！

「獅子虎傳阿吽堂」より　撮影： 忠之

●区民  S 6,700円　
●一般  S 7,000円 
           A 5,000円 
           B 3,000円

能楽現在形 劇場版＠世田谷
 

半能『高砂 八段之舞』　能『邯鄲』
1月15日㈮14時、16日㈯・17日㈰13時開演
出演　観世銕之丞、片山清司、関根祥人、観世喜正、野村萬斎、亀井広忠 ほか　

●区民 2,300円　
●一般 2,500円

1月  9日㈯  傘寿記念！四代目三遊亭金馬一門会　　　　　   14時開演（両日とも）　　1月10日㈰  小猫改め四代目江戸家猫八、襲名披露記念公演　

邦楽コンサート
 芸術監督 野村萬斎企画

 芸術監督 野村萬斎企画

音楽事業部でのみ取扱 
☎5432-1535 HP参照

ゲストゲスト

世田谷区民割引 一般料金公演名・上演期間 その他 お問合せ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
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未就学児童入場不可

3/24㈬～28㈰コンドルズ★こどもの劇場スペシャル

■問劇場

●区民  1/11（月・祝）　S 4,200円 ●一般　1/23㈯　S 4,500円　
　　　　　　　　 A 3,000円

未就学児童は保護者の同伴が必要です。
4歳未満のお子様もお席が必要な場合は要チケット。

3/5㈮～7㈰東野祥子  solo dance
『VACUUM ZONE』
●区民  1/14㈭　2,800円　
●一般  1/15㈮　3,000円　ユース（25歳以下と学生）2,500円（要身分証提示）

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

3,800円
4,000円

ユース（小学生～高校生）
1,500円※店頭・電話のみ

（要年齢確認）

1/22㈮～25㈪
珍しいキノコ舞踊団
『私が踊るとき』

未就学児童入場不可
但し、1/24は3歳以上
入場可

未就学児童入場不可

3/18㈭～22（月・祝）結城座  創立375周年記念公演 国際共同制作

『宦官提督の末裔』
●区民  1/28㈭　指定 5,800円　
●一般  1/29㈮　指定 6,000円　自由 4,000円

■問結城座
☎042-322-9750

休館日 12/29～1/3

A 6,200円
B 4,700円

A 6,500円
B 5,000円

ほか

2/4㈭～7㈰
オペラシアターこんにゃく座
『三文オペラ』

3/6,7,9 プレビュー公演 ※1　
3/16     ポストトーク
3/20     視覚障害者のための舞台説明会 ※2

オペラシアターこんにゃく座
☎044－930－1720

A席ペアシート 12,000円  
B席ペアシート   9,000円
こんにゃくシート   3,500円
学  生 　　　      2,000円

※1 各一般料金の1,000円
　　引き（各種割引の適用なし）
※2 要事前申込・無料　

3,400円 3,500円
1/15㈮～17㈰ＳｅＰＴ独舞 vol.20  黒田育世

黒田育世×飴屋法水  『ソコバケツノソコ』
学割はハイウッドのみ取扱
未就学児童入場不可

ハイウッド
☎3320－7217

7,500円
2/7㈰～28㈰パルコ・プロデュース公演

『なにわバタフライＮ．Ｖ』
未就学児童入場不可

パルコ劇場
☎3477－5858

S 7,500円

S 6,700円

S 7,800円
A 6,000円

2/12㈮～21㈰
『ジョン・ガブリエルと呼ばれた男』

3/6㈯～20㈯『マクベス』　　

サンライズプロモーション東京
☎0570－00－3337

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

全席自由（オールスタンディング）

区民割引は
ございません

■￥1,500円/20名　■対小学生　■申郵送、FAXまたはHPから  ※定員になり次第、受付終了。

1/6㈬・7㈭　10：00～15：00（2日間連続）
車いすライダーで、ことばでつくる料理人のゆうじさんと、料理とエンゲキつくってみよう！ 
進行役：花崎攝、成沢富雄、すずきこーた　スペシャルゲスト：実方裕二さん　詳細は劇場HP

キャロットタワー4階 ワークショップルームA

［問］劇場／学芸 ［問］劇場世田谷パブリックシアターアルバイト募集お正月スペシャル！ こどもたちと演劇+？ワークショップ

2010年1月～3月のプログラム土曜劇場プレイ・パーク

■¥ 区民400円  一般500円  高校生以下300円／各日先着20名
■申劇場チケットセンター、またはHPから　■問劇場　

●区民 各2,300円  ●一般 各2,500円  　
　3劇団セット券 6,000円 ※店頭・Telのみ取扱。枚数限定。

※持ち物など詳細は劇場HPをご覧ください。動きやすい服装でお越しください。未就学児童参加不可。

10：00～12：00　
集合場所：世田谷パブリックシアター

週目

 第1
講師：栗原直樹（殺陣師・擬闘／WGK）

1/30、2/6、3/6　＊1/2はお休みです
殺陣・擬闘入門 週目

 第2
講師：田村一行（舞踏手／大駱駝艦）

1/9、2/13、3/13
らくだ体操ワークショップ

週目

 第3

講師：森下真樹（ダンサー・振付家）

1/16、2/20、3/20
森下真樹の
《うずうず》ダンス教室

週目

 第4
講師：中村信子
（人形劇俳優・美術家／どんきい劇場）

1/23、2/27、3/27
パペットおもしろ研究所

し　     し      とら     でん      あ      うん     どう

チケット好評発
売中！

チケット好評発
売中！

劇　　場

劇　　場
S 7,000円
A 5,000円
B 3,000円

た    て ぎ  とう

年末年始休館 １２月29日㈫～1月3日㈰

★=世田谷区芸術
アワード“飛翔”
2008受賞者公演

かん  たんたか    さご

かん  がん  てい  とく           まつ  えい

（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　■問劇場

発売中

2011年1月「シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.3」開催決定！応募詳細は劇場HPをご覧ください。

「こどもの劇場」シリーズに、ダンスカンパニー・コンドルズが登場！
スペシャルゲストやワークショップは決定次第、劇場HPで。

お楽しみに！

『コンドルズ』区民観劇レポーター募集
対象日時：3/26㈮19：00の公演
『コンドルズ★こどもの劇場スペシャル』を観劇後（無料）、舞台の模様を
皆さんに広く伝える観劇レポーターを募集します（600字程度のレポート提出。若干名）
■締1/5㈫必着　■対世田谷区在住、在勤、在学の方 ※申込はお一人様1通のみ。
■申往復ハガキの往信に①公演名②名前（かな）③住所（在勤・在学の方はその名
称も）④電話番号⑤年齢⑥パブリックシアターへのご来場の有無（回数も）、返信
に名前・住所をご記入の上、劇場「区民観劇レポーター」担当へ ※結果はハガキにて。


