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次回（8月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

        世田谷246
ハーフマラソン
        世田谷246
ハーフマラソン
第6回

川嶋伸次さん
旭化成陸上競技部コーチ
アテネ世界陸上マラソン代表
シドニー五輪マラソン代表

高岡寿成さん
カネボウ陸上競技部コーチ
アトランタ五輪10000m代表
シドニー五輪5000m代表
　　　　　   10000m7位入賞

株式会社トスプランニング
モスクワ五輪3000m障害代表
ロサンゼルス五輪10000m代表
ソウル五輪マラソン代表

ゲストランナー

出場する部門に該当する健康な方（18歳未満は保護者の同意が必要）

●インターネット
h t t p : / / www . s e - s p o r t s . o r . j p / 2 4 6 /
QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイト
に簡単にアクセスできます。　※エントリーで
きない携帯電話も一部ございます。

●専用郵便振替用紙（以下の施設で配布）
配布先：区内総合支所、出張所およびまちづくりセンター（部数
に限りあり）、区スポーツ振興課（区役所第1庁舎1階）、スポー
ツ振興財団（区立総合運動場温水プール2階）

8月15日㈪
区内公共施設（総合支所、出張所、まちづくりセンター、区民セン
ター、地区会館、図書館等（部数に限りあり））、区スポーツ振興課、
スポーツ振興財団、専用HPからもダウンロード可。
http://www.se-sports.or. jp/246/

募集要項

大会に関する
お問い合わせ

世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局
（（公財）世田谷区スポーツ振興財団内）

☎3417-2811　平日9：00～17：00
申込に関する
お問い合わせ

世田谷246ハーフマラソンエントリーセンター

☎0570-098-999　平日9：00～17：00

参加資格
申込方法

締　　切
募集パンフレット
配  布  先

ハーフマラソン
健康マラソン
ともに

旭化成陸上競技部コーチ 川嶋伸次

『走るということ』今月
の

つれ
づれ

トー
ク

S E T A G A Y A   2 4 6   H A L F   M A R A T H O N

ハーフマラソン

健康マラソン（5km）

新宅永灯至さん
健康マラソン（5km）

抽 選

大会募集パンフレットをご覧いただき、
記載の誓約事項に同意の上、お申し込みください。

本大会は、チャリティーマラソンの一環
として、ハーフマラソンの参加料のうち
500円分を東日本大震災の被災地復
興支援金とさせていただきます。また、
大会当日、会場内に募金箱を設置いた
します。ご理解・ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

「マラソンブーム」というより最近は走ることがすっかり定着をした感じがある。
　休日の皇居や駒沢公園は多くのランナーでにぎわう。

仲間たちと話しながら楽しく走る方やひとり黙々と走る方。な
ぜ走るのかといえば、「速く走れるようになりたい」「痩せたい」
「美味しいビールを飲むため」走る目的はそれぞれである。
　ある市民ランナーが話していたことが印象に残っている。
仕事は頑張ったことが必ず成果として表れるとは限ら
ない。むしろ表れないこと方が多い。しかしマラソンは、
やった分だけ結果に出る。もちろんサボればそれなり
の結果しか出ない。それが明確で楽しいと言っていた。
　さあ皆さん世田谷２４６ハーフマラソンに向けて走り
出しましょう！！

11月13日
駒沢オリンピック公園陸上競技場
8：30  Start（荒天中止）

募集開始
7月25日月

●定　　員：1,500名
●参  加  料：4,500円  ※今年から変更 

（チャリティーマラソンの一環
として500円を東日本大震災
の被災地復興支援金にします）

●制限時間：130分（途中関門4ヶ所）
●対　　象：陸連登録者男女、高校生～39歳男女、
　　　　  　40～59歳男女、60歳以上男女

駒沢オリンピック公園（周回）
●定　員：各対象200名（親子の部は200組）
●参加料：高校生以上1,000円
　　　　  小・中学生300円

中学生男女
11：00

5km
高校生～39歳男女
40歳～59歳男女

12：00
60歳以上男女
小学生低学年男女

2km

40分

20分
小学生高学年男女
親子（小学生）

13：10
13：35
14：00 30分

ハーフマラソン ＜距離21.0975km＞

健 康 マラソン ＜距離5km・2km＞

距  離 対　　象 スタート（予定）制限時間

抽 選

日

抽 選

※年齢は平成23年11月13日が基準です。

日本陸連公認コース



■コンサート「文学とジャズ」
8月20日㈯ 18:00開演（17:30開場）
文学にまつわるスタンダードナンバーを中
心に、和田誠さんのトークとともに楽しむコ
ンサートを開催します。未就学児童入場不可。

■トークショー
9月24日㈯ 14:00～15:30
和田誠さんと親交の深い清水ミチコさん、
三谷幸喜さんをお招きして、トークショーを
開催します。
■出清水ミチコ（タレント）、三谷幸喜（脚本家）、
和田誠　■￥1,000円／抽選150名　
■申 9月10日（必着）までに往復ハガキ（P4
記入方法参照、3名まで連名可）で当館
「和田誠展イベント」係へ。

常設展　第2期
映画を支えるデザインの仕事
開催中～9月25日㈰　1階展示室
■￥一般200円ほか　※団体割引あり　
※企画展チケットで観覧可

　　中高生のことのは　はくぶつかん
　 「チーム対抗短歌合戦！」 

8月24日㈬ 11:00～15:30　
1階文学サロン他
魔法のことば「ミソヒトモジ」（三十一文字）の
タネから、素敵なウタの花を。歌人・天野慶さ
んを講師に、ことばのワークショップを開催！ 
■講天野慶（歌人）　■対中学・高校生　■￥無料
／抽選10名　■申8月10日までに往復ハガ
キ（P4記入方法参照、連名可、年齢も明記）
で当館「ジュニア担当」へ。

連続講座「村上春樹の読みかた」 
今や、日本のみならず世界各国で読まれて
いる作家・村上春樹。村上作品に親しみ精通
する講師をお招きし、その作品の「読みかた」

和田誠展　書物と映画
7月30日㈯～9月25日㈰　2階展示室
イラストレーションとグラフィック・デザイン
を一体不可分のものとして、’60年代から現
在まで、第一線で活躍し続ける和田誠。書物
と映画にかかわる創作に着目する本展では、
井上ひさし、谷川俊太郎、丸谷才一、村上春樹
の４氏との仕事を大きく取り上げ、ポスター、
絵本・挿絵原画、装丁版下等を展示紹介する
とともに、映画にまつわるイラスト原画や、自
ら監督した映画のシナリオ原稿・絵コンテな
どの自筆資料も公開します。
■￥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

関連企画　会場：1階文学サロン
■映画上映会＆トークイベント
8月13日㈯ 13:30～17:00
和田誠監督作品『怖がる人々』（1994年、
117分、35mm）を上映後、和田誠さんと、
イラストレーターの安西水丸さんによるトー
クイベントを開催します。
■￥1,000円／抽選150名　■申7月30日（必
着）までに往復ハガキ（P4記入方法参照、3名
まで連名可）で当館「和田誠展イベント」係へ

■部門・字数の制限　①短歌、②俳句、③川柳＝ハガキに必ず3首または3句連記（ハガキ
裏面には作品のみ記載。必要事項は表面宛先の左または下部に明記。）　④詩＝400字
詰原稿用紙3枚以内（作品はすべて黒のインクまたはボールペンを使用し、楷書・縦書き
で。ワープロ、パソコン使用の場合も縦書きで、400字詰換算枚数も明記。）　※各部門1
人1点に限る。
■応募資格　世田谷区及び群馬県川場村在住・在勤・在学者と、世田谷文学館友の会会
員（区外在住の方も可）
■選考委員　①短歌＝草田照子、佐佐木幸綱　②俳句＝小川濤美子、高橋悦男
③川柳＝おかの蓉子、速川美竹　④詩＝三田洋、渡辺めぐみ
■賞　各部門一席3万円
■応募方法　9月1日～11日（必着）に、①応募部門②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤職
業（区内在勤・在学者は会社名または学校名とその住所）⑥電話番号⑦友の会会員の方
は会員番号⑧お持ちの方はFAX番号・メールアドレスを明記し､当館「世田谷文学賞」係
へ。※応募作品の訂正、差し替え、返却不可。入賞作品の第一出版権は主催者に帰属。
■発表　入賞者には11月末に通知。なお入選者は本紙本年12月25日号に掲載予定。
上位入賞作品は、「文芸せたがや」第31号に掲載。

について、多角的な考察を試みる講座です。
9月10日㈯「二人の村上春樹」
■講石原千秋（早稲田大学教授）
9月11日㈰「神の夢または１Q84のアナムネー
シス」
■講亀山郁夫（東京外国語大学学長）
9月18日㈰「言葉と死」
■講三浦雅士（文芸評論家）
9月19日（月・祝）「中国語圏における村上春樹」
■講藤井省三（東京大学教授）
9月23日（金・祝）「村上春樹の短編世界をめぐって」
■講加藤典洋（文芸評論家）
各回14:00～15:30　会場：1階文学サロン
■￥各回1,000円／各回抽選150名　
■申各開催日の2週間前（必着）までに往復ハ
ガキ（P4記入方法参照）で当館「村上春樹講
座」係へ（1講座につき1枚、連名不可）

次 回 企 画 展

井上ひさし
『イソップ株式会社』
挿絵

アナパ
《ルバ・フィーリング》
撮影：上野則宏

会場写真

アフリカの貌
開催中～9月25日㈰
収蔵品の中からアフリカの現代美術作品、
資料を展示し、アフリカの一側面をご紹介し
ます。宮本三郎作品は《ヴィーナスの粧い》
や絶筆《假眠》
等、油彩・素描
合わせて12点
を展示します。

■8月のギャラリートーク「世田谷美術館と
アフリカ美術」
8月13日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料　■申不要
■音広場・夏「アフリカの音」
7月31日㈰ 18:30開場19:00開演
アフリカの打楽器を使ったミニコンサート。
ゲストに綾田俊樹さんを迎え、沢田としきの
絵本『アフリカの音』の朗読も行います。
■出菅野真司（ドラマー）、ヒロタマサシ（ドラ
マー）、綾田俊樹（俳優）、他　
■￥1,500円／申込先着50名

■夏のオープンワークショップ「くう
そうかいぼうがく」

8月10日㈬～14日㈰
13：00～17：00（16：30迄受付）
ふつうは目にすることができない、自分の体

の中を自由に想像して絵にする＝「空想の解
剖図」を制作するワークショップです。
■講奥村雄樹（美術家）　■￥ 100円
■申不要、直接ご来館ください。
■大蛇ワークショップ「そらをとぶ？大蛇」
実施：9月4日㈰ 10：30～17：00
展示：9月6日㈫～10日㈯
公開制作：9月8日㈭
色紙を素材に参加者毎に大蛇を作ります。講
座室に展示し、講師の中島さんがそれを公
開制作で大きな1匹の大蛇に再構成します。
■講中島崇（アーティスト）　■￥ 1,000円／申
込先着20名　■対小学1年生以上（小学生未
満の場合は保護者同伴）

　

抽象の風 Ⅰ
開催中～9月25日㈰
出品作家：清川泰次、
末松正樹、橋本正司ほか

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

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

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

（観覧無料）※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

坪内美術研究所　絵画展7/26～7/31
子どもの創造画と大人の油絵展
（3日10:00から公開）8/  2～8/  7

自由創作会8/  9～8/14
8/16～8/21

第61回はたらく消防の写生会8/23～8/28
第一回全感覚派展

制限 ①短歌 ②俳句 ③川柳＝ハガキに必ず3首または3

世田谷文学賞 作品募集！世田谷文学賞 作品募集！

武蔵野を歩く
向井潤吉と師岡宏次

開催中～9月25日㈰
写真家・師岡宏次が撮影した武蔵野の風景

写真を集めて、
向井潤吉の民
家作品ととも
に展示します。

世田谷美術館からやってきました！
鑑賞リーダーと一緒に
遊んじゃおう！！

8月6日㈯、13日㈯、20日㈯、27日㈯
13:00～16:00（受付は15：00まで随時）
［場所］市川市芳澤ガーデンギャラリー（千葉
県市川市真間5-1-18、JR総武線市川駅より
徒歩16分、■問☎047-374-7687）
この夏、千葉県にある市川市芳澤ガーデン
ギャラリーにて世田谷美術館のコレクション
による「アンリ・ルソーと素朴な画家たち」展
（会期：7月23日～9月19日）が開催されます。
それに合わせて、当館でも人気の企画であ
る、鑑賞リーダーによる展示ガイドや“100
円ワークショップ”を行います。
■講世田谷美術館鑑賞リーダー、市川市市民

柳生悦子　衣裳デザイン画
『お姐ちゃんに任しとキ！』（1960年作品）

世田谷美術館休館中の企画

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
外観
Ⓒ宮本和義

文化サポーター　■￥一般500円、中学生以
下無料（入館料）※100円 ワークショップに
参加する場合は更に1回につき100円必要
です

こども美術大学 in 岡さんのいえ
9月～2012年4月毎月第２土曜日
13:30～16:00
［場所］地域共生のいえ「岡さんのいえ
TOMO」上北沢3-5-7  4月は世田谷美術館
月１回、合計８回にわたり、本格的に美術に
ついて学び、作品の制作をおこないます。作
品はリニューアルオープン時に世田谷美術
館で展覧会をおこなう予定です。
■対小学4年生～中学生　■￥3,000円（8回
分・材料費込み　※一部告知より参加費を
下げました）／申込先着20名　■申当館ＨＰ
共催：岡さんのいえTOMO（財団法人世田谷ト
ラストまちづくりが支援する地域共生のいえ）

―萬ＫＥＮＢＵＮ録―
レトロ建築再生ギャラリー

②9月30日㈮ 13：30～17：00（現地集合、解散）
アートを切り口に、都内随所に残る魅力溢れ
るレトロ建築を再利用したスポットを巡ります。
●銀座一丁目「奥野ビル」（旧・銀座アパートメン
ト）昭和７［1932］年築 エクリュ＋エイチエムほか
●茅場町「第二井上ビル」（旧・セーラー万年筆
本社）昭和２［1927］年築 ギャラリー須知
●東向島鳩の街通り商店街（旧・カネコ薬局）
昭和２［1927］年築 アート＆カフェこぐま
●浅草（旧「竹長」内蔵）慶応４［1868］年築 
ギャラリー・エフ
■￥500円（交通費など実費は別）／申込先着
各回10名　■申②9月20日（消印有効）まで
往復ハガキ（P4欄外記入方法参照）で当館
「レトロ建築再生ギャラリー」係へ。
※詳細は、参加者に個別に伝えます。

かお

※出演者、チケット購入方法等の詳細は、
P3チケットセンター前売情報欄をご覧く
ださい。　■問音楽事業部☎5432-1535

■申往復ハガキ、Eメール（P4欄外記入方法参
照）または直接ご来館（17:30まで）の上、
「イベント」係へ ※2名まで連名申込可
     miyamoto.event@samuseum.gr.jp

遊びと学びの
子どもプロジェクト2011事業

夏休み期間に実施する子ども向け総合プロジェクト。
子どもの優れた感性と個性を伸ばし豊かな人間性を
育むことを目指す。世田谷区共催。

和田誠展　書物と映画割　引
引換券 一　 般 700円→600円　大・高生 500円→450円

中・小生 250円→200円　65歳以上・障害者 350円→300円観覧料

世田谷文学館2階展示室 7月30日㈯～9月25日㈰

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  ●世田谷美術館分館（3館）

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。

22011年7月25日号

世田谷美術館は、7月1日より来年3月末まで、改修工事のため休館中ですが、分館を会場に、コレクションを使った展覧会を開催します。

世田谷文学館
〒157-0062 世田谷区南烏山1-10-10  ☎5374-9111　最寄「芦花公園」駅   
[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）  http://www.setabun.or.jp/

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル03-5777-8600
http://www.setagayaartmuseum.or.jp世田谷美術館
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公演詳細情報はホームページをご覧いただくか、劇場までお問合せください。

世田谷パブリックシアター
7/25～8/31 シス・カンパニー公演『ベッジ・パードン』

［作・演］三谷幸喜　［出］野村萬斎 ほか  ■問シス･カンパニー☎5423-5906

阿佐ヶ谷スパイダース Presents 『荒野に立つ』
■問ゴーチブラザーズ☎3466-0944（平日11：00～19：00）

世田谷在住および“ゆかり”のある演奏家たちによる演奏会がスタートします。
一回目となる今回は、弦楽合奏で名曲の数々をお贈りします。ご期待ください！

※未就学児童入場不可

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅 　
☎5432-1526   　5432-1559 
http://setagaya-pt.jpTHEATRE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

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階　最寄「三軒茶屋」駅 　
[営業時間] 10：00～18:00　[休館日] 月曜日
☎5432-1535 　  5432-1536  http://www.setagayamusic-pd.com/MUSIC世田谷文化生活情報センター

音楽事業部

徳永二男(指揮)、せたがやシンフォニエッタ（演奏）、池辺晋一郎出演 チャイコフスキー：弦楽セレナーデ 他曲目

10月30日㈰ 15:00開演(14:30開場)　世田谷区民会館

７/２５
発売開

始

■¥ 区民 3,500円(前売のみ)、一般4,000円、子ども（小～高校生）2,000円

朗読劇 『この子たちの夏 1945・ヒロシマ ナガサキ』　
■問劇場チケットセンター 現代能楽集Ⅵ『奇ッ怪 其ノ弐』 ～9/1㈭日野皓正 presents “Jazz for Kids” 

SAC（セイチョウアクターズクラブ） JACROW 地点上演実験
～9/4（日） トヨタコレオグラフィーアワード2010受賞者公演

プロジェクト大山 『キャッチ マイ ビーム』　
■問ROCKSTAR有限会社☎5272-0991

スパカンファン・プロジェクト
『タカセの夢』　
■問SPACチケットセンター☎054-202-3399/劇場チケットセンター

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定※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。 ●Ｕ24［Ｕｎｄｅｒ24］ 18歳から24歳までの方を対象
とし、劇場主催公演（一部除く）のチケットを一般料金の半額で提供します。●高校生以下 高校生以下の方を対象とし、劇場がおすす
めする公演のチケットを一般料金の半額で提供します。●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 ●託児サービスのご案内（定員有・要予約） 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　

劇場友の会会員先行予約・割引あり Under24割引あり 高校生以下割引あり
車椅子スペースあり（定員有・要予約） 託児サービスあり（定員有・要予約☎5432-1530）

割引サービス／観劇サポート ■問世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515

三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階 10:00～19：00

http://setagaya-pt.jp/m携帯http://setagaya-pt.jpPC

窓口で

オンラインで（要事前登録・登録料無料）
●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
●世田谷区民割引・先行予約は劇場チケットセンターまたは劇場オンラインチケット
　（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。世田谷パブリックシアターと音楽事業部の公演チケットを取り扱っています。世世田谷パブリックシアタ と音楽事業部

世田谷パブリックシアターチケットセンター

前 売 情 報
☎5432－1515電話で 10:00～19：00

●｢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。
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世田谷パブリックシアター

シアタートラム

音楽事業部
夏休みファミリーコンサート音 楽 8/10㈬

15:00開演 発売中

〈第1部〉［出］金聖響(指揮)、せたがやジュニアオーケストラ(演奏)
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」(第1・4楽章)  他
〈第2部〉［出］江戸家猫八(お話・ものまね)、祐ノ介＆フレンズ(演奏)
オーケストラとものまねのコンチェルト≪動物の四季≫(室内楽版)

■場世田谷区民会館
■￥区民 1,800円　
　 一般 2,000円　
 　子ども(４歳～中学生)500円

9/8㈭
～11㈰

石井光三オフィスプロデュース 『オーデュボンの祈り』9/30㈮
～10/12㈬演 劇

［構・演］鈴木勝秀　［出］橋爪功　金田明夫　
高間智子  伊藤昌一  小久保丈二  佐藤銀平  近松孝丞  坂田真裕子

［原］A・チェーホフ　［構・演・美］鳴海康平　［出］左直由佳子  木母千尋
山田裕子  小菅紘史  菊原真結  伊吹卓光  須田真魚  笠井里美

演劇集団 円 『ウエアハウス ‒circle- 』　　9/30㈮
～10/12㈬演 劇 発

売
区民
一般　

7/28㈭
7/29㈮

第七劇場 『かもめ』9/8㈭
～11㈰演 劇 発

売
区民
一般　

7/31㈰
8/1㈪

未就学児童入場不可

せたがや童謡コンサート
「DiVaとこどもたち 童謡をうたう」音 楽 10/9㈰

15:00開演 発売中
［出］DiVa、公募によるこども合唱メンバー ■場烏山区民会館
■￥区民 2,500円　一般 3,000円 子ども(小～高校生)1,500円  

未就学児童
入場不可

室内楽シリーズ "せたがやの演奏家 vol.8"
曽根麻矢子チェンバロリサイタル音 楽 9/16㈮19:00開演　・17㈯15:00開演 発売中

古い楽器であるチェンバロを鮮やかに、はつらつと現代に響かせます。
16日㈮はチェンバロの魅力をトークを交えてお届けします。
17日㈯はオーボエ・広田智之との共演をお楽しみください。
［出］曽根麻矢子　広田智之（9/17出演）■場成城ホール
■￥区民 2,800円　一般 3,000円  ［２回券 定価6,000円より⇒5,500円 (オンライン購入不可)］  

アルテイソレラ
『愛こそすべて～華麗なるフラメンコ・レヴュー』ダンス 発売中9/3㈯15:00/18:00開演

　・4㈰14:00開演

■問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

■￥区民 割引はございません  一般 S 7,000円  A 6,000円 
■問アッシュ・アンド・ディ・コーポレーション☎5456-8130

9/8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰
12
㈪
13
㈫
14
㈬

17：00
13：00

18：00
19：00

■￥区民 S 6,800円　一般 S 7,000円　A 4,500円  スペシャルシート9,000円

■問石井光三オフィス☎5428-8736（平日12：00～19：00）

大好評『死神の精度』（09年 シアタートラム）に続き、
人気作家・伊坂幸太郎氏デビュー作の舞台化 ！

9/30
㈮

10/1
㈯
2
㈰
3
㈪

14：00
13：00

19：00
18：00

4
㈫

休
演

5
㈬
6
㈭

9/15㈭以降  ㈭・㈮19:00   ㈯・㈰13:00/17:00  （月・祝）18:00

10/7㈮以降　㈮㈫19：00  ㈯13：00/18：00　㈰㈷13：00  ㈬14：00

■￥区民 S 6,600円　一般 S 6,800円  A 3,800円

9/30
㈮

10/1
㈯
2
㈰
3
㈪

19：00
14：00

4
㈫
5
㈬
6
㈭

■問第七劇場☎6912-7077  http://dainanagekijo.org/

■問地点☎075-888-5343

8/31
㈬

9/1
㈭
2
㈮
3
㈯
4
㈰

19：30
15：00

地点上演実験 『トラディシオン／トライゾン』　演 劇 8/31㈬～9/4㈰
全公演、劇団主宰・三浦基やゲストを交えてのトークあり

発売中

せたがや
ふれあいコンサート

徳永二男
©K.Miura

■夏休みワークショップ 「サウンド・ペインティング！」　8/24 船橋公文書庫
■対世田谷区在住・在学の小学校4～6年生　■¥ 1,000円／20名
■10/8 せたがや童謡コンサート アマチュアスペシャルライブ2011出演者
テーマは『童謡』です。広いステージで、思う存分演奏を楽しんでみませんか？
■対世田谷区在住・在学・在勤で演奏ができる個人およびグループ　■¥ 参加料無料
■10/9 せたがや童謡コンサート「DiVaとこどもたち 童謡をうたう」 こども合唱メンバー
[事前練習]５回程度　■対世田谷区在住・在学の小学4年生～高校生／40名　■¥ 無料

　※応募要項・申込用紙は音楽事業部HPをご覧ください。　■締8月12日必着

募
集
中

日野皓正presents“Jazz for Kids”
―JAZZ POWER ジャズの力― 世田谷パブリックシアター

8月13日㈯15：00～『日野皓正 Live』 
■出 日野皓正(Tp)  石井彰(Pf)  須川崇志(B)  田中徳崇(Ds)　　
＊14：30～ Dream Jazz Band 卒業生バンドによるオープニングアクトあり
8月14日㈰14：00～『Dream Jazz Band 7th Annual Concert』
■出 Dream Jazz Band  日野皓正  ほか講師ミュージシャン

※未就学児童も入場可能ですが、他のお客様へご配慮くださいますようお願いいたします。劇
場スタッフがお声掛けさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。託児サービ
スもご利用ください。4歳未満のお子様で、お席が必要な場合はチケットをお求めください。　

曽根麻矢子
©Hiroo Works

■問☎5432-1515

［出］佐山雅弘(ピアノ)  井上陽介(ベース)  道下和彦(ギター)  島田歌穂(ヴォーカル)  和田誠(おはなし)

未就学児童
入場不可

せたがやMusicコレクションⅣ
「文学とジャズ」音 楽 8/20㈯18:00開演 発売中残りわずか

■￥2,000円 (全席自由) ※チケット記載の整理番号順に入場

チケットをお持ちの方は、公演当日に限り、世田谷文学館「和田誠展」（18:00閉室）を
団体割引料金でご覧いただけます。和田誠の魅力満載な一日をお楽しみください。

■場世田谷文学館１Ｆ文学サロン

現代能楽集Ⅵ『奇ッ怪 其ノ弐』
きっかい

■問劇場チケットセンター

■問劇場チケットセンター

野村萬斎芸術監督が企画・監修を手掛ける「現代能楽集シリーズ」第6弾。作・演出は、2010年
紀伊國屋・読売両演劇賞を受賞し今最も期待される前川知大。出演はジャンルを超えて幅広い
活躍を続ける仲村トオルほか個性派出演陣が集結。夏の暑さをしばし忘れさせてくれる、現実と
夢幻が交錯する世界を、ぜひ体感してください。

日本を代表するジャズトランペッター・日野皓正が贈る、
夏恒例の“Jazz for Kids”。日野バンドによる本格的な
ジャズライブ（1日目）と、世田谷区立の中学生で結成された
「Dream Jazz Band」(ドリバン)のコンサート（2日目）。
ご家族でお楽しみください。
（本公演の収益の一部を東日本大震災の被災地への義援金と致します。）

現代能楽集Ⅵ『奇ッ怪 其ノ弐』の
劇場ツアーです。劇場は、客席か
ら見ただけでは想像もつかない
ような、びっくりな仕掛けでいっ
ぱい。スタッフにじっくり話を聞き
ながら、劇場を上から下までぐる
りと歩いてまわります！
■￥500円／先着30名　
■申■問 8/14㈰10:00から、劇場チケット
センター☎5432-1515にて受付開始
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8月21日㈰ 17:30～（約90分）

関連企画 劇場ツアー8月19日㈮～9月1日㈭　
世田谷パブリックシアター
　

○世田谷区民　S6,200円  
○一般　S6,500円　A4,500円 

未就学児童
入場不可

◉ポスト
トークあり

発売中

○世田谷区民　3,800円　
○一般　4,000円発売中

［作・演］前川知大
■出 仲村トオル　池田成志　小松和重　山内圭哉　内田慈　浜田信也　岩本幸子　金子岳憲

　

撮影：野口博

世田谷アートタウン2011『三茶de大道芸』(10/15・16開催)　フラッグサポーター＆ボランティアスタッフ大募集!!

柿喰う客 女体シェイクスピア001『悩殺ハムレット』　演 劇 9/16㈮～25㈰

■問柿喰う客☎080-6801-7389
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■￥区民 2,800円　一般 ◇前半 3,300円  
●後半・▼乱（キャスト入替） 3,800円　大学生 2，000円　高校生以下 1，000円
★初日割引 2,500円 ■平日昼間割引 2,800円 ▲ガールズナイト 女性2,500円/男性5，000円

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可Ｅ・オルビー『動物園物語』をベースに、設定を現代日本に置き換え新たに構成  ！

初演以降、日本やフランスで好評を博す。演劇の可能性に挑んだ意欲作。

10/7㈮以降  ㈮㈫19：00 
㈯14：00/19：00  ㈰㈷㈬14：00

■￥全席自由　区民 1,000円　一般 2,500円　★プレビュー 500円　
はじめて割 1,000円　※高校生以下無料(要予約)、リピーター割は下記■問にて取扱

■問演劇集団円☎5828-0654（平日10：30～18：00　土～15：00）
■￥区民 5,700円  一般 6,000円 ※学割は劇団のみ取扱

SAC（セイチョウアクターズクラブ）『明日へのエナジーⅡ』8/14㈰
14:00/18:00開演

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

■問 JACROW☎090-4416-3147
■￥区民 3,400円　一般 3,500円 ★平日昼間 3,200円
※40歳以上割はCoRich（http://stage.corich.jp）のみ取扱

8/25
㈭
26
㈮
27
㈯
28
㈰

19：30
14：30

JACROW 『明けない夜  完全版』　演 劇 8/25㈭～28㈰ 発売中

シティボーイズミックス PRESENTS 『動かない蟻』演 劇 9/8㈭
～19（月・祝） 発売中

未就学児童入場不可

演 劇
 ダンス  

［原］伊坂幸太郎　［脚］和田憲明　［演］ラサール石井
［出］吉沢悠　河原雅彦　石井正則　小林隆　武藤晃子　小泉深雪
寺地美穂　町田マリー　春海四方　玉置玲央　陰山泰　筒井道隆

特別支援学校出身の情熱溢れるミュージカルカンパニーと
スタイリッシュなダンサー集団のコラボが実現 ！

■問山崎☎3429-2194■￥区民 割引はございません　一般 1,000円（中学生以上） ※幼児、小学生無料

発
売
区民
一般　

8/7㈰
8/20㈯

TSミュージカルファンデーション 『眠れぬ雪獅子』　演 劇 10/21㈮
～30㈰

■問TSミュージカルファンデーション
☎5738-3567（月～土10:00～18:00）

■￥区民  S 9,200円  A 5,700円  一般 S 9,500円  A6,000円
※65歳以上・学割は右記■問のみ取扱

発売中

発売中

10/21
㈮
22
㈯
23
㈰
24
㈪

14：00
13：00

18：00
19：00

25
㈫
26
㈬
27
㈭

10/28㈮以降　㈮14：00/19：00  
㈯13:00/18：00  ㈰13:00

ドラマティック・ストリングス

日野皓正

9/23㈮以降　㈮㈯14：00/18：00但し24㈯18：00は▲  ㈰14：00

■￥区民 割引はございません　一般 1,800円   
※3枚綴りチケットは右記■問のみ取扱

9/8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰

15：00
14：00

19：30
◉ポストトーク

●フラッグサポーター…街中にオリジナルメッセージを入れたフラッグを飾ります。皆さまから、三茶を応援する一言を募集中！（有料）
●ボランティアスタッフ…一緒に街を飾りつけたり、パフォーマーの通訳をしたり、あなたの“得意”でフェスティバルに参加しませんか？
詳細は、公式ＨＰ、もしくはお問合せください。 http://setagaya-ac.or.jp/arttown/　

三軒茶屋の街を舞台にくりひろげる秋の恒例フェスティバル『三茶de大道芸』。一緒に街を盛り上げてくださる、サポーター＆ボランティアスタッフを募集します。

■問 ■申 劇場「アートタウン」担当☎5432‐1526

発
売
区民
一般　

7/28㈭
7/30㈯

『かもめ』過去公演より



SPORTS 公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団
〒157－0074 世田谷区大蔵4－6－1   ☎3417－2811 　 3417－2813  　  
http://www.se-sports.or.jp/スポーツ はアイディクラブ協賛会員割引対象■ア

4

大 会 情 報 ※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、区スポーツ振興課にあ
ります。ホームページからダウンロード可。

◆第61回区民体育大会
■バドミントン
①9月3日㈯  ②9月4日㈰  ③9月19日（月・祝）
①③9：00～  ②11：30～　総合運動場体育館
■申■問所定の申込用紙に振込用紙のコピーを添
付して、区バドミントン協会・安藤
（〒157-0074大蔵5-8-6  ☎3415-0692）
■弓道
9月4日㈰　総合運動場弓道場
■申■問ハガキまたはFAX（種目を明記）で区弓道
連盟・熊澤（〒156-0055船橋6-17-13

■FAX 3303-0412）
■ゲートボール（秋季区民ゲートボール大会）
9月8日㈭  予備日9月9日㈮　
総合運動場陸上競技場（小雨決行）
■￥2,000円/チーム ■締8月29日（必着） ■申■問区
協会登録チームは所定の申込用紙、未登録チー
ムは往復ハガキで区ゲートボール協会・村石
（〒154-0017世田谷1-23-3 ☎3439-1108）
■バスケットボール
9月11日～10月23日　大蔵第二運動場体育館ほか
■申■問8月21日に所定の申込用紙で区バスケット

■対中学生以上　■￥8,000円／抽選150名　■締8月21日(必着)　
■申10ｋｍ走の自己ベストタイムと希望クラス(A30～40分台、B50分台、C60分
台、D70分台、E80分台～)及びランニングクリニックへの過去参加回数も明記し、
スポーツ振興財団へ

ボール協会・駒大高校体育館教官室へ持参
☎090-5536-6455
■剣道
9月11日㈰　総合運動場体育館
■申■問所定の申込用紙に参加費を添えて現金書留で
（〒154-0021豪徳寺1-38-6 豪徳寺駅前郵便局留
区剣道連盟事務局宛　☎090-9140-2494）
■アクアスロン
9月25日㈰　総合運動場温水プールほか
[種目]①一般②中学生③小学4～6年生④小
学4～6年生親子ペア⑤小学1～3年生⑥小学
1～3年生親子ペア
■￥300円（中学生以下200円）※傷害保険料込

■締9月9日（必着）   ■申■問ハガキ、FAXまたは、
メール（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5-35-
6-701　☎・■FAX 044-844-5057　
　 stu@setatora.com）
◆第42回  世田谷区陸上競技選手権大会
9月23日(金・祝）  9：00～  総合運動場陸上競技場
■申所定の申込書に参加費を添えて、9月5日 16：
30～17：00 東京農大一高（生徒食堂）持参 
※郵送の場合には8月31日（必着）までに現金書
留で東京農大一高・上野正行（〒156-0053桜
3-33-1  東京農第一高校内）
■問setagayarikujyou@gmail .com

はホームページからも申込可能です　 ※特に記載のない事業は、ハガキまたはＦＡＸ（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

世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント世田谷246ハ フマラソン公式サポ トイベント

高野 進   ランニングクリニック高野 進   ランニングクリニック
9月17日～10月15日　毎週土曜　10：00～12：30（全5回）　
総合運動場陸上競技場・体育館　

■ア

●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
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・氏名ハガキ・FAX・Eメール記入方法

たびたび ひとり旅
Boojilが描くカラフルな世界

8月19日㈮～9月11日㈰ 9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　期間中無休
世界を旅するイラストレーターBoojil（ブージル）。
本展ではイラストをはじめ、漫画、エッセイな
ど多岐に渡る彼女の活動と作品を「旅」をキー
ワードに紹介します。　■￥ 無料

関連ワークショップ
「似てない似顔絵でコミュニケーション」
8月28日㈰ 17：00～18：30
生活工房4F
お絵描きが苦手な方も、
Boojil考案の「似てない
似顔絵」を描くと、あら不
思議！いつの間にか友達
の輪が広がります。
■講Boojil　
■￥1,000円（１ドリンク付）／抽選30名　
■申8月22日（必着）までにEメール（欄外記入
方法参照、年齢も明記）で生活工房へ
「上映会＆たびタビ旅トーク」
9月4日㈰ 14：00～16：30　生活工房５F
Boojil主演の『おかっぱちゃん旅に出る劇
場版』を特別上映、トークやサイン会も行い
ます。
※詳細は生活工房HP参照

おてがる・おきらく・コマ撮り
アニメーション

8月13日㈯・14日㈰  各１日完結　 
13：00～16：30　生活工房4F　
思い立ったらアニメーション！人間や周りに
あるものを使って、実写のコマ撮りアニメー
ションをつくります。携帯電話iPhoneで撮

影・編集をおこない、作品はインターネットに
配信します。
■講小柳貴衛（アニメーション作家） ■￥1,000
円／各日抽選20名　■対小学3年生以上　
■申8月1日（必着）までに往復ハガキ（欄外記
入方法参照、学年も明記）で生活工房へ

    おはなしいっぱい 
8月17日㈬～19日㈮ 
各日11：00～15：00　生活工房4F　
世田谷で活動するおはなしの会が大集合！
紙芝居や大型絵本、すばなしや手あそびな
ど、様々なプログラム（3日間で17グループ
が出演、詳細は生活工房HP参照）を上演し
ます。
［共催］世田谷おはなしネットワーク
■￥無料 ■対幼児～小学生（親子でも参加可、
幼児は保護者と参加）  ■申不要、当日直接会
場へ

デザインで読む本と電子書籍
9月11日㈰ 14：00～16：30　生活工房5F
普段何気なく読んでいる本に秘められたデ
ザインを解き明かし、次世代の電子書籍の
フォーマットデザインについて考えるトーク
セミナーです。
■講松本弦人、原研哉（ともにグラフィック
デザイナー）　■￥1,000円／申込先着50名
■申Eメール（欄外記入方法参照、年齢も明記）
で生活工房へ

ドキュメンタリー上映会
Ｌｉｆｅ ｉｎ Ｆｉｌｍ  vol.2 木と生きる
9月17日㈯・18日㈰　生活工房5Ｆ
映像から生活文化の基層を探る連続企画。
第二回目のテーマは「木」。木と生きた先人
たちの貴重な記録映像から、「奥会津の木

日本の伝統文化と歳時記 ＶＯＬ.１
和紙でおりなす日本のこころ

～連鶴・折形・和紙人形
開催中～8月14日㈰ 9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー　期間中無休
日本の豊かな風土が培ってきた「和紙の文
化」をテーマに、季節を演出する夏文様の千
代紙、折形文化の紹介や江戸時代の風物詩
をテーマにした和紙人形などを展示します。
［企画制作］アイエイチ・ファクトリー　
［協力］お茶の水おりがみ会館　　  ■￥無料

関連セミナー
「夏文様を折る～おりがみでみる和紙文化」
8月6日㈯ 14：00～16：00　生活工房5F
おりがみには日本人の「おもてなし」の原点
が込められています。日本の和紙の文化に
ついてお話しを伺いながら、折る楽しみを体
験するセミナーです。

■講小林一夫（おりがみ会館館長） ■￥1,000
円（学生200円割引）／申込先着50名　
■申電話かEメール（欄外記入方法参照）で生
活工房へ　※詳細は生活工房HP参照

企 画 展 地師」(1976年／55分)、「アイヌの丸木舟」
(1978年／47分)など6作品を上映します。
(1回70分前後の上映)

■￥１回券500円、3回券1,200円／各回当日
先着80名　［作品詳細＆上映時間］生活工
房HP参照　■申不要、直接会場へ（各回20分
前より受付開始）

関連ワークショップ
「木にふれる―ヒノキの皿と箸づくり」
9月19日（月・祝） 13：00～16：30　生活工房4Ｆ
香り高いヒノキを材料に、普段づかいのプレ
ートと箸をつくります。天然成分のオイルを
塗って仕上げます。
■講村瀬治兵衛（漆工芸家）  ■￥4,500円／抽
選20名　■対中学生以上　■申9月8日（必着）
までに、往復ハガキかＥメール（欄外記入方
法参照）で生活工房へ

世田谷アートフリマvol.1６
出展者募集

［開催日］９月24日㈯・25日㈰ 11：00～18：00
手づくりのクラフトやアート作品を制作する
個人・グループの応募をお待ちしております。
［詳細］http://artf leama.net/
■締 ８月15日（必着）　■問■申世田谷アートフリ
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）　　 setagaya@artfleama.net

ブージル

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

開催中～8/20㈯

8/21㈰～10/1㈯ 世田谷ゆかりのイラストレーション

カメラを持って世田谷散歩

世田谷文化生活情報センター

生 活 工 房
〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅   
☎5432-1543 　  5432-1559 　  info@setagaya-ldc.net
http://www.setagaya-ldc.net/ 

「アイヌの丸木舟」

次 回 企 画 展

「連鶴」

大会要項を
ご参照ください

各種スポーツ教室

①　卓球 9/6～ 毎週火曜 19：00～20：30
(全5回)　世田谷小学校

大人2,500円、中学生以下1,500円/
30名/小学4年生以上

②   ショート
　テニス

9/3～ 毎週土曜 19：00～20：30
(全5回)　九品仏小学校

大人3,000円、中学生以下1,500円/
40名/小学生以上

■ア

■ア

④   生涯健康
　づくり体操
■ア

③ゴルフ

A9/10～ 毎週土曜 18：00～19：30
(全8回)　ニュー成城ゴルフセンター
B9/14～ 毎週水曜 12：00～13：30
(全8回)　千歳ゴルフセンター

17,000円/各10名/18歳以上

A9/13～11/29 毎週火曜
19：00～20：30 （全12回） 砧小学校
B9/8～10/13 毎週木曜　
19：00～20：30 （全6回） 中里小学校　　　

A3,000円  B1,500円/各60名
55歳以上

ふれあいボウリングスクール
9月3日・17日・10月1日　土曜　10：00～
11：30（全3回）　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／先着30名 ■締8月25日（必
着） ■申ハガキまたはFAX（参加できない日、
年齢も明記）でNPO法人サーンズ・北口
（〒156-0044赤堤4-42-2 ☎090-9010
-2275　■FAX 3323-8250）

      元気なシルバーいきいきトレーニング（千歳）
プールでの有酸素運動と簡単な筋力トレー
ニングやストレッチを行います。

健康チェック：9月15日㈭ 13：00～　
トレーニング：9月22日～2012年3月1日
　毎週木曜（除外日あり） 13：00～15：00
千歳温水プール、体育室
■￥20，000円（全20回）／抽選20名
■締8月28日（必着）　■対60歳以上の方で医
師に運動を止められていない方 
※健康チェックの結果によってはトレーニン
グへの参加をお断りする場合もあります。

大蔵第二運動場バスケットボール教室
8月2日～8月30日　毎週火曜（全3回）
※詳細はホームページをご覧ください。
■問 ☎3416-1212 ■FAX 3416-1777（問合わせのみ）■締①②④8月14日、③8月23日いずれも必着

①～④とも申込多数の場合は抽選

障害児（者）水泳教室

①イルカ水泳教室
　(全7回)

9/26、10/3、24、31、11/7、14、28 
16：00～18：00　月曜

1,700円/20名/小学生

②烏山短期水泳教室
　(全6回)

10/4、11、18、25、11/1、8  
18：00～20：00　毎週火曜
10/6、13、20、27、11/10、17、24  
18：00～20：00　木曜

3,200円(1,400円)/10名/
小学生以上

③くじら水泳教室
　(全7回)

4,000円(1,700円)/10名/
中学生以上

10/8～ 原則毎月第2･4土曜
13：00～15：00

④マンボウ水泳教室
　(全14回)

8,000円(3,400円)/20名/
小学生以上

10/15～ 原則毎月第1･3土曜　
14：00～16：00

⑤ラッコ水泳教室
　(全14回)

8,000円(3,400円)/5名/
小学生以上

■対軽度の障害があり、トイレの際に介助を必要とされない方。また、教室開催中は保護者が会場で待
機できる方。  ■締 8月21日(必着)  ■申障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ　※参加の可否につい
て事前に個別面談を行います。※①～③、④⑤それぞれ参加は１人１教室まで。種　目 日　時 ／ 会　場 料  金／定  員(抽選)／対  象

教  室  名 日　　　時 料金(中学生以下)／定員(抽選)／対象


