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野村萬斎この辺りの者でござる、世田谷辺りの者でござる

前、レセプションでお会いした世田谷区民の方に「海外で話題の舞台作品が、自分の住む街にある世田谷パブリックシアターで創られ
たことを知り、誇りに思います」と言っていただいたことがあります。それは、芸術監督就任以来、一番うれしい言葉でした。きっと、

世田谷をホームとするスポーツチームの活躍を喜び、応援するような気持ちで言ってくださったと思うからです。私の仕事の根は、能狂言や舞台芸術
を広くたくさんの方に知ってもらうこと。そのための「橋渡し」であり続けたいと願っています。今回の3公演は各シリーズのこれまでの蓄積が生きて
おり、しかも互いに関連性のある内容になっています。構想を温めてきた『MANSAIボレロ』もお楽しみに。　(談)

以

/

次回（12月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

世田谷パブリックシアター芸術監督

世田谷パブリックシアター
野村萬斎芸術監督企画

【構成・演出・出演】 亀井広忠　田中傳左衛門　田中傳次郎
【出演】 野村萬斎　市川染五郎　ほか

邦楽囃子方三兄弟が一堂に会し、多彩なゲストを迎
え迫力ある演奏と楽しいレクチャーでお楽しみいただ
くシリーズ企画です。今回はいよいよ芸術監督・野村
萬斎が出演、歌舞伎俳優・市川染五郎を迎えて『二人
三番叟』に挑みます。ジャンルを超えて、邦楽・古典芸
能の魅力を追求していきます。お見逃しなく！
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劇場友の会貸切公演A ＊12/4㈰は、視覚障がい者向けイヤホンガイドあり（無料）

12月1日㈭～8日㈭

MANSAI◉解体新書
その拾九
「語り～語り物の系譜
　（リテラチュール オラル）～｣

連続上演

〈舞〉に注目した『獅子虎傳阿吽堂Vol.6』にはじまり、
〈舞〉と〈語リ〉をコンセプトにプログラムを組んだ『狂言劇場 その七』。
そして、語りの本質に迫る『MANSAI◉解体新書 その拾九』。　
〈舞〉から〈語リ〉へ移りゆくテーマとともに、
あらゆる角度から古典芸能の魅力と現代舞台芸術としての可能性に迫る
世田谷パブリックシアター芸術監督企画３公演に、どうぞご期待ください。

邦楽コンサート

獅子虎傳阿吽堂vol.6
し        し      とら     でん     あ     うん      どう 

舞台芸術（パフォーミングアーツ）としての狂言
狂言劇場 その七一

その
二
その

三
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11月27日㈰　18:30開演

【出演】野村万作　野村萬斎　ほか万作の会　
『悟浄出世』のみ　佐藤友彦　野村又三郎
＜尺八＞藤原道山　＜作調･囃子＞田中傳次郎

萬斎がさまざまなアーティストを迎えておくる『解
体新書』。ゲストは平家琵琶奏者で、江戸時代
からの当道座の伝統を継ぐ「国風音楽会」の最
高位「検校」である今井検校勉と＜語り＞の名
手を迎えます。萬斎の狂言の『奈須与市語』と
今井検校勉の平家の語り『那須与一』を取り上
げ＜語り＞の本質に迫ります。プログラムA

「柑子」／「奈須与市語」／中島敦 「悟浄出世」
こうじ　　　　　なすのよいちのかたり　　　　　　　　　　　ごじょうしゅっせ

小舞「暁」「七つ子」「鮒」／「棒縛」／
「MANSAIボレロ」

あかつき　       ななつご　        ふな     　      ぼうしばり

狂言の根幹を成す＜舞＞と＜語リ＞。
Aプロでは小舞と狂言の代表作『棒縛』、
そして萬斎がかねてより上演構想を練
り続けた『ボレロ』の創作・独舞に挑みま
す。Bプロでは狂言『柑子』、語リの芸で
は最高峰の一つ『奈須与市語』を万作が披露。そして中島敦の『悟浄
出世』を、尺八・藤原道山、作調・田中傳次郎を迎え、朗 と々語り読みます。

田中傳次郎　　　  亀井広忠　　   田中傳左衛門

野村萬斎　　 野村万作

市川染五郎

【チケットのお申込み】世田谷パブリックシアターチケットセンター☎５４３２－１５１５（10：00～19：00年中無休）　http://setagaya-pt.jp/

全席指定・税込　世田谷区民・一般  4,000円
（発売中）

※U24・高校生以下は一般料金の半額（世田谷パブリックシアター
　チケットセンターのみ） 劇場友の会割引あり　
※未就学児童入場不可。

12月9日㈮　19:00開演

【企画・出演】 野村萬斎
【ゲスト】 今井検校勉
（平家琵琶検校）　
＜聞き手＞薦田治子
（武蔵野音楽大学教授）　

今井検校勉

撮影／  忠之

「狂言劇場その七」 撮影／久家靖秀　デザイン／有山達也

プログラムB

撮影／久家靖秀

まもなく開幕！

撮影／久家靖秀

チケット料金『獅子虎傳阿吽堂』（前売予定枚数終了）／『狂言劇場』A・Bプロ共通（発売中）　
全席指定・税込   世田谷区民 S席 6,700円（前売のみ）　一般 S席 7,000円　Ａ席 5,000円　

※U24・高校生以下は一般料金の半額（世田
谷パブリックシアターチケットセンターのみ） 
劇場友の会割引あり　※未就学児童入場不可。

チケット料金
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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

世田谷美術館休館中の企画世 田 谷 美 術 館 分 館
世田谷美術館は、7月1日より来年3月30日まで、改修工事のため休館中ですが、分館にて所蔵作品を紹介する展覧会を開催しております。

12月19日㈪～2012年1月3日㈫は館内整備等のため休館します。

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

（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

紙わざ展 開催中～11/27
風の絵の会11/29～12/  4
Coloring of rainbow 12/  6～12/11

小坂登日本画個展
（21日10：00から公開）

12/20～12/25
小林京子展 12/13～12/18

荒木経惟《さっちんとマー坊》  1963年

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　●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

生誕125年  萩原朔太郎展割　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 開催中～12月4日（日）

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。

『猫町』表紙
（装幀案：萩原朔太郎、

画：川上澄生）

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/LITERATURE

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル03-5777-8600  　  
[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.setagayaartmuseum.or.jpART世田谷美術館

■申往復ハガキ、Eメール（P4欄外記入方法
参照）または直接来館（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

★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￥

1階文学サロン
■出高柳未来（マンドリン奏者）、鈴木大介
（ギタリスト）ほか  ■￥無料／当日先着150名
■朗読「朔太郎を読む」
11月27日㈰ 13：00・15：00の2回
（各回30分前開場）   1階文学サロン
「猫町」や「大井町」など、短編と詩のいくつ
かを朗読します。
■出声を楽しむ朗読会（代表・問合せ：大谷紀幸
☎３４８２-０８８９）  ■￥無料／当日先着150名
■吉増剛造トーク＆上映会
12月3日㈯ 14：00～（13：３０開場） 
2階講義室
現代詩人・吉増剛造による映像作品「gozo
Ciné」から、朔太郎に関連した作品（6作品、
約1時間）を上映。吉増氏本人が解説します。
■出吉増剛造（詩人）  ■￥無料／当日先着50名
■イラストマップ
「シモキタザワ  猫町散歩」
朔太郎の暮らした下北沢の文学情報満載の
イラストマップ「シモキタザワ  猫町散歩」を、
展覧会会場にて無料配布しています。

特集  萩原葉子
～出発に年齢はない～

開催中～2012年1月29日㈰　1階展示室
萩原朔太郎の長女で作家の萩原葉子
（1920～2005）。30代後半から作家生活
に入り、ダンスとオブジェ制作にも情熱を傾
けた彼女は、「書く」「踊る」「作る」の三つの
活動で人生を輝かせ、その姿が我々を魅了
し勇気づけました。今期の常設展では自筆
原稿や自作のオブジェ作品の数々など、貴
重な資料を通して萩原葉子の創作世界をご
紹介します。
■￥ 一般200円ほか　※団体割引あり　
※萩原朔太郎展
会期中は企画展
チケットで観覧可

第31回 世田谷の書展
2012年1月14日㈯～29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

生誕125年  萩原朔太郎展
開催中～12月4日㈰　2階展示室

ことば以上の、ことば。
鮮烈なイメージと言葉のリズムで、日本語の
詩の可能性を切り拓いた詩人・萩原朔太郎
（1886～1942）。朔太郎は言葉で表しがた
い感覚を、写真や音楽、書物のデザインなど
言葉以外のメディアを通じて表現したマル
チアーティストでもありました。
本展では、朔太郎の自筆原稿・ノート、書簡、
撮影写真、楽器や関連する絵画作品などを
一堂に会し、この詩人の全貌を紹介します。
ありふれた現実のなかに「夢」を見ようとす
る朔太郎の言葉と表現の力を感じ取ってく
ださい。
■￥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
■マンドリン＆ギター・コンサート
11月26日㈯ 14：00～16：00（13：３０開場）

企 画 展 常 設 展 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

関連企画　会場：1階文学サロン
■鑑賞講座
「書」のゆたかな楽しみ方を探してみません
か。出品書家が、見所や作品を分かり易く解
説します。（各回とも14：00～15：00）
①2012年1月20日㈮
■　講泉原壽巖（日展会員）
②2012年1月21日㈯
■　講池亀壽泉（読売書法会理事）
③2012年1月22日㈰
■　講後藤俊秋（毎日書道展審査会員）
■￥無料／各回とも当日先着30名　■申事前
申込不要。直接会場へお越しください。

第2回世田谷区芸術アワード
“飛翔” 受賞記念出版

小説「世田谷一番乗り」で世田
谷区芸術アワード“飛翔”と
世田谷文学賞のダブル受賞。
ユーモア小説ジャンルの開
拓を目指す十佐間つくお
初の小説作品集。現代の
若者の切実な現状を描き
ながらも独特のユーモア
をもった作品世界をお楽
しみください。

コラージュブック

十佐間つくお
小説作品集『余裕の暮らし』

1,470円（税込）
三省堂書店（一部店舗を除く）、および

世田谷文学館ミュージアムショップで販売中

次 回 展 覧 会

■講風間千寿子（風間音楽研究会主宰）　
■￥500円／申込先着50名

クリスマスワークショップ
「雪の結晶のイコンを描こう！」
12月18日㈰ 13：00～17：00（受付12：30）
「イコン」は、東方キリスト教の聖像画を意味
します。そのイコンに倣い、雪の結晶を木板
に描いてオリジナル・イコンを作りましょう！
■講伊藤知宏（現代美術家）　■対小学4年生以
上　■￥2,000円／申込先着20名

音広場・番外編
「ニューイヤーコンサート」

2012年1月14日㈯ 19：30～20：30 （開場19：00）
新春の美術館で、弦楽四重奏の調べをお楽
しみください。
曲目：モーツァルト 喜遊曲（ディベルティメン
ト）ニ長調、ハイドン  弦楽四重奏曲 ハ長調、
ベートーベン  弦楽四重奏曲 ハ短調 
■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

音と映像で楽しむ
クラシック講座 vol.19

2012年1月22日㈰ 14：00～17：00 （開場13：30）
プログラム：ワーグナー作曲「さまよえる
オランダ人」
オペラやクラシック音楽の名演を、解説付き
でご紹介する、楽しい講座です。 
■￥ 500円／申込先着50名

向井潤吉と同時代の画家たち
開催中～
2012年3月20日（火・祝）　
出品作家：
向井潤吉、
牛島憲之 ほか

抽象の風Ⅱ
開催中～2012年3月20日(火・祝)
出品作家：清川泰次、桑原盛行、堂本尚郎、
堀内正和ほか

荒木経惟 ―人・街― Ⅰ
開催中～2012年1月9日（月・祝）
収蔵品から写真家・荒木経惟の60年代から
90年代の作品をご紹介します。宮本三郎作品
は一室を設け、人と街を描いた油彩を展示
します。

■12月のギャラリートーク
「『荒木経惟 ―人・街―』Ⅰ期について」
12月10日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料　■申不要

宮本三郎記念美術館と地域の会共催
人ひろば vol.14 

「絵の中の古楽器、そして紅茶」
11月27日㈰ 14：00～15：30（開場13：30）
フェルメールの絵を中心にした古楽器、紅
茶についてのお話です。小型チェンバロの
スピネットの演奏と、ティータイムもあります。

INSIDE /OUT
黒沢美香ソロダンス『鳥日』
2012年1月18日㈬～22日㈰
各日とも　開演15：00～（開場14：45）
（上演時間約60分）
会場：瀬田四丁目広場　旧小坂家住宅
（世田谷区瀬田4-41-21）
「建築と身体」がテーマのパフォーマンス・
シリーズを美術館近くの文化財「旧小坂家
住宅」で展開します！
振付・構成・出演：黒沢美香（ダンサー、振付家）
■￥予約・当日とも2,500円／先着各回25名
■申12月13日㈫より予約開始
当館HPまたはお電話にて（ただし12月29日
～2012年1月3日を除く）

とり     び

中谷泰《母と子》
1951年

展示風景

（公財）せたがや文化財団  非常勤職員募集
【募集内 容】 ①一般事務　②美術館ミュージアムアテンダント　③美術館分館事務　　【募集人数】 若干名　
【採用予定日】 ①②平成24年4月1日　③平成24年2月1日
【応 募 方 法】 募集要領兼申込書をよくご確認のうえ、必要書類を郵送してください。募集要領兼申込書はせたがや
文化財団ホームページからダウンロードできます。せたがや文化財団各施設の受付（美術館は除く）でも配布中です。
【お 問 合せ】 せたがや文化財団事務局　☎5432-1501　　  http://www.setagaya-bunka.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）
■￥一般200（160）円／大・高生150（120）円／
65歳以上、中・小生、障害者100（80）円
※(　)内は20名以上の団体料金

世田
”と
賞。
開
お
の

十佐間つくお

募集
［応募資格］世田谷区もしくは群馬県川場村 
在住・在勤・在学のアマチュアの方（年齢不問）
［作品受付］
①世田谷文化生活情報センター5階会議室
A、B（世田谷区太子堂4-1-1／キャロットタ
ワー内）2012年1月8日㈰・9日（月・祝）10：00
～16：00　
②指定各写真店1月各店舗年始営業開始日
～9日（月・祝）
※受付会場が例年と異なります。
［審査員］秋山亮二（写真家）、茅野義博（写
真家・女子美術大学教授）
［展覧会］2012年3月31日㈯～4月8日㈰ 
世田谷美術館区民ギャラリー  最終日に表
彰式あり
※詳細は世田谷文化生活情報センター、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
の申込書をご覧ください。（12月初旬より配布開始。申
込書は、HPの新着情報からもダウンロードできます。）

第21回 世田谷区民写真展作品



シアタースケジュール

シアタートラム
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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
11/25～12/31

邦楽コンサート
『獅子虎傳阿吽堂　vol.6』
（詳細P1参照）

『狂言劇場 その七』
（詳細P1参照）

〒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

青年座交流プロジェクト『欲望という名の電車』
［作］テネシー・ウィリアムズ　［訳］鳴海四郎　［演］鵜山仁　［音楽・演奏］小曽根真
［出］高畑淳子　神野三鈴　宅間孝行　小林正寛　他　■問劇団青年座☎5478-8571

遊覧型ぱふぉーまんす！！　クリウィムバアニー新作公演
『がムだムどムどム』［振・演・出］菅尾なぎさ　
■問ルフトツーク☎6718-4911（平日10時～19時）

■¥ 全席指定　区民 S席 2,000円(前売のみ)   一般 S席 2,500円 A席 1,500円
※13：30から指揮者によるプレトークがあります　    ■問世田谷パブリックシアターチケットセンター

 ベートーヴェン：カンタータ「静かな海と楽しい航海」、交響曲第９番二短調「合唱付き」曲目
きりく・ハンドベルアンサンブル出演 ■¥ 無料／直接会場にお越しください

■問音楽事業部

ジョセフ・ナジ振付・出演『カラス／Les Corbeaux』　

フランスの鬼才振付家ナジが、ジャズミュージシャンのアコシュ・セレヴェニ
との競演でおくるダンスの域を超えたパフォーマンス。どうぞお見逃しなく！

撮影Tadeusz Paczula

12/29～2012/1/3

訂正とお詫び 本紙｢10月25日号｣3頁 世田谷パブリックシアター欄におきまして、次のとおり記載内容に誤りがございました。
訂正してお詫び申し上げます。　

◆「フリーステージ2012　参加団体募集」記事  【誤】申込締切　2012年12月1日㈭　【正】申込締切　2011年12月1日㈭

Aコース
「1（いち）からコース」　

Bコース
「1964消えた○△□」 

Cコース
「カラダの未来」

11月26日㈯～3月24日㈯　全16回　
＋3月25日㈰発表会
[進行役] すずきこーた（WSファシリテータ／演劇デザイ
ンギルド）　吉田小夏（劇作家、演出家、俳優／青☆組主宰）
■¥ 5,000円／先着15名 ※定員になり次第受付終了

1月21日㈯～3月24日㈯　
全13回＋3月25日㈰発表会
[進行役] 瀬戸山美咲（劇作家、演出
家／ミナモザ主宰）
■¥ 5,000円／先着15名　
■締1/12㈭

1月20日㈮～3月24日㈯
全11回＋3月25日㈰発表会
[進行役] 山田珠実（振付家、
ダンサー）
■¥ 3,000円／先着15名
■締1/12㈭

■申①希望コース②氏名（ふりがな）③住所④電話番号⑤年齢⑥職業⑦ひとこと、を書いて、担当まで郵送かファックス、
またはHPから。　■問劇場「地域の物語」担当☎5432－1526　※詳細は劇場HPをご覧ください。

当日の編成は写真とは異なる場合があります。

2012年2月15日㈬～17日㈮　各日19：30  ◎16日㈭ポストトークあり

田中良和（指揮）　世田谷フィルハーモニー管弦楽団　世田谷区民合唱団出演

参加可否の結果は全員にお知らせします

１２月２０日(火) 三軒茶屋キャロットタワー２６階 展望ロビー
①18：00 ②20：00

●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。

3

クリスマスのロビーコンサート せたがや名曲コンサート　ベートーヴェン 交響曲第９番ニ短調「合唱付き」

シス・カンパニー公演『その妹』
［作］武者小路実篤　［演］河原雅彦　［出］市川亀治郎　蒼井優　秋山菜津子　段田安則
鈴木浩介　水野あや　内田亜希子　西尾まり　■問シス・カンパニー☎5423-5906

古武道忘年会
『師走の協奏曲
（コンチェルト）Vol.3』

2011年11月25日号

世田谷区民なら「せたがやアーツカード」  持っていれば“オ・ト・ク”です！ ※2012年1月以降発売のチケットで世田谷区民割引を受けるにはアーツカードが必要です。詳細は12月号に掲載します。

対 出 締 申 問講￥

きりく(＝千住観音)のように華麗にハンドベルを操り、
流れるような息のあった演奏をお贈りします。

せたがやジュニアオーケストラ第２回定期演奏会のチケットは、残席がある場合のみ、12/3㈯10：00より世田谷パブリックシアターチケットセンターにて販売致します。詳細は音楽事業部HPまで。

2012年1月22日㈰ 14:00開演　昭和女子大学人見記念講堂
  

世田谷パブリックシアター

音楽事業部

クラシックからジャズまで、エンターテイメント性の高いコンサートが好評な
「カルテット・スピリタス」が、大人から子供まで楽しめるひと時をお届けします。

「カルテット・スピリタス イブニング・コンサート」

『地域の物語』とは――世田谷を歩いて取材し、地域を見つめ直し、さまざまな物語を掘り起こし、演劇や
ダンス作品をつくりあげるワークショップ。作品はシアタートラムの舞台で発表します。参加者と観客が
出会ったり、色々な考えや思いを共有していくことも目指します。今年のキーワードは「1960年代の世田谷」！

［出］大石将紀(サクソフォン)　沢木良子(ピアノ)　■場成城ホール

公共ホール音楽活性化事業
大石将紀サクソフォンリサイタル音 楽 2012/3/2㈮

19:00開演
発
売11/27㈰

■￥一般 1,500円　子ども(小～高校生) 500円

発売中
室内楽シリーズ
「カルテット・スピリタス」サクソフォン四重奏音 楽 2012/2/4㈯

17：00開演

■￥区民 2,800円　一般3,000円■場玉川髙島屋Ｓ・Ｃアレーナホール
11:30から 「親子で楽しめる60分のコンサート」を開催します。全席自由。
一般 1,000円  子ども(0才～小学生) 無料※但し入場整理券が必要です

〒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

■問世田谷パブリックシアターチケットセンター■￥区民 5,800円　一般 6,000円 

古武道忘年会『師走の協奏曲 Vol.3』12/27㈫
19:00開演音 楽

コンチェルト

17：00
14：00

2/1
㈬
2
㈭
3
㈮
4
㈯
5
㈰

休
演19：00 ■問東京音協☎5774-3030

■￥区民  S席 6,700円　一般 S席 7,000円  A席 5,000円
［出］林英哲　英哲風雲の会

演奏活動40周年記念　林英哲コンサート2012 
『五輪具―あしたのために―』

2012/2/1㈬
～5㈰音 楽

14：00
13：00

1/14
㈯
15
㈰

17：00
18：00 ■問東京音協☎5774-3030

■￥区民 3,900円　一般 4,000円 ※3歳以下入場不可。４歳～要チケット 

N.Y.の暗黒街を孤児の犯罪集団が“小さなしあわせ”を探し求め駆けめぐる！
［作・演］犬石隆
[出]福沢良一　飯沼友規　飯田惣一郎　大胡愛恵　加藤梨里香　他　Wキャストあり　

ミュージカル 
『プリンセス・バレンタイン2～ROCK! PRINCESS～』

2012/1/14㈯
・15㈰

演 劇
音 楽

未就学児童入場不可

発売中

■問オペラシアターこんにゃく座☎044-930-1720
■￥区民 A席 5,700 円　B席 4,700円　一般 A席6,000 円　B席5,000円 
他ペアシートなどあり

［原］尾崎紅葉　[台・演] 山元清多　[曲] 萩京子　[演]伊藤明子　
[出]オペラシアターこんにゃく座歌役者（20名）＋ピアニスト（服部真理子） 

オペラシアターこんにゃく座４０周年記念公演第４弾
山元清多追悼公演　オペラ『金色夜叉』

2012/2/10㈮
～12㈰

演 劇
音 楽

発
売
区民
一般　

12/9㈮
12/10㈯

20：00
15：00

2/23
㈭
24
㈮
25
㈯

■問珍しいキノコ舞踊団　mail@strangekinoko.com■￥区民3,800円  一般4,000円  

珍しいキノコ舞踊団 新作公演 『ホントの時間』2012/2/23㈭
～26㈰ダンス 発

売
区民
一般　

12/15㈭
12/16㈮

26
㈰

■問ムジカキアラ☎5739-1739
■￥区民 S席 5,200円　一般 S席 5,500円　A席 4,500円　他
 [出]大方斐紗子　森丘ヒロキ(ピアノ)

『大方斐紗子　エディット・ピアフに捧ぐ』2012/1/29㈰
14：00開演音 楽

シアタートラム
シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.42012/1/19㈭

～29㈰演 劇

■問世田谷パブリックシアターチケットセンター
■￥  各 区民 2,300円  一般2,500円　2劇団セット券 4,000円

［作・演・出］堀川炎　［原］宮沢賢治「銀河鉄道の夜」

［脚］長田育恵　［演］扇田拓也（ヒンドゥー五千回）
❷1/26㈭～29㈰ 演劇ユニット てがみ座 『乱歩の恋文』

❶1/19㈭～22㈰ 世田谷シルク 『渡り鳥の信号待ち』 

※セット券は枚数限定。店頭、Telにて前売のみ取扱

1/19
㈭
20
㈮
21
㈯
22
㈰

19：00
14：00

19：30

1 1
1
1

1 1
1/26
㈭
27
㈮
28
㈯
29
㈰

19：00
14：00

2
2
2
2 2

2
1 2 ポストトークあり　

国内外で高い評価を受ける鈴木のソロ作品と女性ダンサー４名による新作の２本立てです。

■問金魚制作事務所☎090-5314-9281
■￥全席自由  区民 3,400円　一般3,500円　学生3,000円（当日要学生証）　

金魚（鈴木ユキオ）
『揮発性身体論「EVANESCERE」／「密かな儀式の目撃者」』 

2012/2/3㈮
～5㈰ダンス

16：00
15：00

19：30

2/3
㈮
4
㈯
5
㈰
［振・演・出］ 鈴木ユキオ　　
[出] 安次嶺菜緒　堀井妙子　赤木はるか　町田妙子

演劇実験室◉天井棧敷の初演から世界30都市以上で上演を重ねた作品の登場です。

■￥区民 4,000円　
一般 4,200円　学生3,800円（当日要学生証）

演劇実験室◉万有引力『奴婢訓』2012/2/12㈰
～19㈰演 劇 発

売
区民
一般　

12/9㈮
12/10㈯

発
売
区民
一般　

11/30㈬
12/1㈭

[出] 旺なつき  伊野尾理枝  小林桂太  テツ  村田弘美  他
［作・演］寺山修司　[演・音楽] J・A・シーザー　[構成台本・共同演出・出] 髙田恵篤　

■問Habanera（ハバネラ） ☎5489-3740(平日11:00～18:00)

■￥区民 3,700円　一般 3,800円　★割引日 3,500円
※24歳以下割は劇団のみ取扱 

モダンスイマーズ『ロマンサー～夜明峠編～』　2012/2/23㈭
～3/4㈰演 劇 発

売
区民
一般　

12/11㈰
12/15㈭

未就学児童
入場不可

発売中

2月7日㈫18:30　「三遊亭小遊三とその仲間たち（仮）」
［出］三遊亭小遊三　三遊亭笑遊　桂小南治　ほか
2月8日㈬18:30　「動き出した六代目小さん（仮）」
［出］柳家小さん　柳家花緑　ほか　
［席亭・プロデュース・解説］花井伸夫　

世田谷パブリックシアター稽古場等 シアタートラム　

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

日替わりプログラムで、たっぷりとお楽しみいただきます！

三遊亭小遊三 三遊亭笑遊 柳家小さん 柳家花緑

『MANSAI◉解体新書 その拾九』
（詳細P1参照）

休館日

［出］KOBUDO－古武道－　古川展生（チェロ）　妹尾武（ピアノ）　藤原道山（尺八）　※スペシャルゲストあり

発売中

発売中

発売中

13：30
11：30

18：30
16：00

2/10
㈮

12
㈰

11
（土・祝）

撮影：片岡陽太

未就学児童
入場不可

撮影：PICA PRESS CORPS

17：00
14：00

19：00

2/12
㈰
13
㈪
14
㈫
15
㈬
16
㈭
17
㈮
18
㈯

2/19㈰15:00 ◎ポストトークあり
よあけとうげへん

蓬莱竜太の新作は、3部作を構想して描く壮大な物語の序章。人間ドラマにご期待ください！

19：00
15：00

19：30

2/23
㈭
24
㈮
25
㈯
26
㈰
27
㈪
28
㈫
29
㈬

3/1㈭以降　㈭㈮19：30　
㈯15：00/19：00　㈰15：00

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可
■¥区民 12/2㈮ 3,300円　一般 12/3㈯ 3，500円チケット発売開始日

■¥区民 11/26㈯ 4,000円　チケット発売開始日

一般 12/4㈰ 4，300円　ペア7，000円

ユニークかつガーリーなダンスが魅力、2年ぶりに当劇場に登場！

生き生きとした言葉と力強い音楽の群像オペラがよみがえります！

「愛の賛歌」など女優・大方の歌い手としての魅力をご堪能ください。

［振・構・演］伊藤千枝　
[出]山田郷美　篠崎芽美　茶木真由美　梶原未由　大穂綾子　他
※未就学児童入場不可。但し、土曜15時の回のみ3歳以上可

発売中

［作・演］蓬莱竜太　　[出] 古山憲太郎　小椋毅　西條義将
石田えり　佐藤めぐみ　千葉哲也　松永玲子　粟野史浩　斎藤ナツ子　宮崎敏行　
　

モダンスイマーズ

■問演劇実験室◉万有引力
☎080-5008-8916（10:00～18:00） 『奴婢訓』過去公演より

現代音楽を「楽しく、面白く」お届けします。 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

未就学児童
入場不可

世田谷パブリックシアター

【ソリスト】山田英津子(ソプラノ)　菅 有実子(メゾソプラノ)　安藤英市(テノール)　黒田 博(バリトン)

ス

が

B
「

1月21日

C
「

1月20日

年代



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

教室名

■アソフトテニス

■アジュニア水泳
（A烏山）（B千歳）

ゴルフ
（A成城）（B千歳）

日時／会場 料金／定員（抽選）／対象

スキー

1

2

3

4

コース名
大蔵Ａ
大蔵Ｂ

日時 会場

千歳

総合運動場温水プール
総合運動場温水プール
千歳温水プール

烏山

1
2
3
4 烏山中学校温水プール

梅丘5 梅丘中学校温水プール

2012年1月12日～　毎週木曜　12:00～14:00
2012年1月13日～　毎週金曜　14:00～16:00
2012年1月20日～　毎週金曜　10:00～12:00

2012年1月11日～　毎週水曜　10:00～12:00
2012年1月10日～　毎週火曜　10:00～12:00

各種スポーツ教室

17,000円／各10名
／18歳以上
3,200円／
A40名 B50名／
小学生の水泳初心者

2012年1月22日～毎週日曜／総合運動場テニスコート

2012年2月4日～6日　土～月曜(2泊3日)／
セントレジャー舞子スノーリゾート

3,000円／20名／
高校生以上
29,000円／40名
※最少履行人数20名
／18歳以上

A2012年1月14日～毎週土曜／ニュー成城ゴルフセンター
B2012年1月17日～毎週火曜／千歳ゴルフセンター
A2012年1月17日～毎週火曜 （全8回）／
烏山中学校温水プール　
B2012年1月24日～毎週火曜 （全8回）／千歳温水プール大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

■バスケットボール教室
12月6日～27日 毎週火曜 (全4回）
■対Ａミニ（4歳～小学生） 17：10～　Ｂジュニ
ア（中・高校生）19：10～　■￥各2,400円（月
謝制）／各先着40名　■申■問大蔵第二運動場
管理事務所(大蔵4-7-1　☎3416-1212　
■FAX 3416-1777　FAXは問合せのみ) へ

第37回 区民元旦あるこう会
区内7箇所から総合運動場まで歩き、新年
を祝いましょう！ 事前申込不要
2012年1月1日（日・祝）
■￥無料　※荒天・降雪中止。参加者に参加
賞あり。　※集合場所・時間は本紙12月25
日号、またはホームページをご覧ください。

ふれあいウォーキング
2012年1月15日㈰ 9：00～12：00（予定）
［コース］清澄庭園～浜町・水天宮　■対中学生
以上で、主に軽度の知的障害のある方（保護
者等の参加も可）　■￥1,000円／先着30名
■締 2012年1月4日（必着）　■申ハガキまたは
FAX（欄外記入方法参照、年齢も明記）でNPO

法人サーンズ・北口（〒156-0044 赤堤4-42-2 
■FAX 3323-8250）へ　■問☎090-9010-2275
      めざせトップアスリート

■ライフセービング＆スイミングクリニック
2012年1月22日㈰ 10:20～11:50　
総合運動場温水プール
■　講飯沼誠司(世界選手権準優勝)　■対小学2年
生～中学生で15m程度泳げる方　■￥1,000
円／抽選40名　■締2012年1月9日(必着)
■フットサルクリニック
2012年1月28日㈯ 15:30～17:30
総合運動場体育館
■　講藤井健太(フットサル元日本代表)　
■対小学4～6年生　■￥1,000円／抽選40名
■締2012年1月15日(必着)

　  バレーボール講習会
2012年1月15日㈯ ①9:30～12:00（9人
制）②13:30～16:00（6人制）　
大蔵第二運動場体育館
■　講岩本洋（元全日本監督）、丸山由美（元全日
本キャプテン）ほか　■対①高校生以上の女性
②小・中学生　■￥大人500円、小・中学生200
円／抽選各80名　■締12月15日（必着）

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、申込先
にあります。ホームページからダウンロード可。

◆第117回世田谷区卓球団体戦（中高の部）
12月25日㈰ 9:00～　総合運動場体育館
■￥中学の部3,000円、高校の部4,000円　
■申 12月9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
◆第36回世田谷区スキー選手権大会
2012年1月28日㈯ 9:00～　
長野県菅平高原パインピークスキー場
■対区内在住・在勤・在学者および区スキー協会加
盟クラブ所属者　■￥大回転（年齢別）／3,000円、
距離リレー（1チーム3人）／3,000円、距離個人
／1,000円　■締2012年1月13日（必着）　
■申■問所定の申込書で区スキー協会･柿澤
（〒154-0017 世田谷4-16-11 世田谷四郵便局
留 ☎5432-2518）へ

◆第61回区民体育大会
■スキー大会
2012年1月29日㈰ 9:30～　
長野県菅平高原パインピークスキー場
■対区内在住・在勤・在学者および区スキー協会
加盟クラブ所属者　■締2012年1月13日(必着)
■￥無料　■申 所定の申込書で区スキー協会･柿
澤（〒154-0017 世田谷4-16-11 世田谷郵便
局留）へ　■問柿澤（☎5432－2518）
◆世田谷区新人柔道大会
2012年2月19日㈰ 9:00～　国士舘大学
［種目］小学生、中学生、高校生、社会人、女子（含
む大学生）　■￥200円（小・中学生は100円） 
■締12月15日(必着)　■申ハガキ（欄外記入方法
参照、身長・体重・学校名・会社名・学年・年齢・段
位を明記）で、区柔道会・笠間（〒154-0023 若林
4-33-1）へ

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

●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

2010年
開催時の模様

「黒いダッフルの上の顔と化身」

広河隆一 林典子

企 画 展
報道写真誌「ＤＡＹＳ ＪＡＰＡＮ」が主催する
【DAYS国際フォトジャーナリズム大賞】の受
賞作を中心に、世界の厳しい現実にフォー
カスした写真作品約50点を展示します。
［共催］㈱デイズジャパン  
［企画制作］㈱世田谷社　■￥ 無料　

 関連イベント
1トークイベント
「ジャーナリストの視点から」
12月10日㈯ 14：00～16:30　生活工房5Ｆ
世界の現状を理解して、それらの問題にどう
向き合うべきか？ジャーナリストの想いとメッ
セージを語ってもらいます。
■講広河隆一（DAYSJAPAN編集長、フォト･
ジャーナリスト）
［ゲスト］林典子（フォト･ジャーナリスト）　
■￥ 1,000円／申込先着60名　■申 Eメール
（欄外記入方法参照）か電話で生活工房へ

2NGO活動報告シンポジウム
「世界の現実と解決の取り組み」
12月11日㈰ 14：00～16：30 生活工房5Ｆ
世界各地の様々な問題に取り組んで活動し
ているNGOの方々を招いて、その報告とと
もに参加者と話し合います。 
［パネラー］認定NPO法人難民を助ける会
／NPO法人ACE／NPO法人 IVUSA 　

■￥500円／申込先着60名　■申Eメール（欄
外記入方法参照）か電話で生活工房へ

日本の伝統文化と歳時記vol.2
感謝をつなぐ祝いの決まりごと

～包む・結ぶ・折る
12月23日（金・祝）～2012年1月29日㈰ 9:00
～20：00　3F生活工房ギャラリー　※年末
年始（12月29日～1月3日）を除き会期中無休
日本の伝統文化には、感謝
の心をより豊かに表現して
伝えるための決まりごとが
あります。先人が伝承した
「気配りの心」を日本独自の
伝統文化として紹介します。
■￥無料　［企画］㈲アイ・エ
イチ ファクトリー

関連セミナー
「折形にみる伝統的なこころの表現」
12月23日（金・祝） 14:00～16：00　
生活工房5Ｆ
折形は、結婚や誕生のお祝いを贈る際の折
り包み方を示す礼法のひとつです。年末年
始にあわせた伝統的な折形から日常に使え
るものまで紹介しながら、お話を伺います。
■講花村孝子（美学者、礼法評論家）　
■￥ 1,000円／申込先着50名　■申 Eメール
（欄外記入方法参照）か電話で生活工房へ

   特別企画 環境と生活デザイン
      電気自動車でご飯を炊こう！
～電気自動車が問いかけるエネルギーの未来
12月3日㈯ 14：00～16：30　北沢タウンホール
節電が叫ばれている昨今において、電気自
動車（EV）は私たちの生活にどんな可能性

7つの海と手しごと《第2の海》
北極海とイヌイットの壁かけ展
開催中～
12月18日㈰ 
9:00～20:00
３F生活工房
ギャラリー　
会期中無休
極北の地で暮
らす先住民・イヌイット。その暮らしや思想を
伝えるタペストリー20点と、生活道具や映
像を展示します。　■￥無料

 関連イベント
1上映会＆ミニワークショップ「イヌイットの
暮らしと遊び」
12月4日㈰ 10：30～12：30　生活工房5Ｆ
イヌイットの暮らしを描いた映像を見たあと、
イヌイット・ヨーヨーを作ります。
■講笹倉いる美（北海道立北方民族博物館 学
芸主幹）　■￥800円（材料費込み）／申込先
着40名　■申Ｅメール（欄外記入方法参照）か
電話で生活工房へ
2講演会「イヌイット服飾今昔ものがたり
―材料、技術、精神の世界」
12月17日㈯ 14：00～15：30　生活工房4Ｆ
イヌイットの暮らす地域で長年フィールド
ワークを続けてきた講師が、服飾に見られる
文化をひも解きます。
■講スチュアート ヘンリ（放送大学教授） 
■￥500円／申込先着50名　■申Eメール（欄
外記入方法参照）か電話で生活工房へ

DAYS JAPAN写真展
地球の上に生きる2011

～私たちが世界の未来にできること
12月3日㈯～16日㈮ 11：00～19：00
生活工房4Ｆ　会期中無休

を導いてくれるのでしょう？ 本企画はEVの
仕組みはもとより、暮らしにおける意外で効
果的なEVの活用方法について、日本EVク
ラブ代表・舘内端さんが解説するとともに、
緊急を要する世界のエネルギー問題につい
て考察していきます。
■講舘内端（日本EVクラブ代表）　■￥無料／
申込先着200名　■申Eメール（欄外記入方法
参照）か電話で生活工房へ

連続セミナー第4回 眞田岳彦ディレクション
生命をつつむ未来繊維
移動Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ

「人が移動するためのファイバー」
2012年1月28日㈯ 13：00～15：30　
生活工房４Ｆ
先端繊維をテーマに、私たちの生命や暮らし
の未来を考える連続講座。第４回目は、新幹線
など乗物のデザイン視点から炭素繊維など先
端技術についてお話を伺います。また、眞田氏
による先端繊維の作品提案を行います。
［企画］眞田岳彦（衣服造形家）　※詳細は生活
工房ＨＰ参照　■講福田哲夫（インダストリアルデ
ザイナー）、石山孝二（東邦テナックス開発研究
所 所長）、吉川新吾（繊研新聞社）　■￥1,000
円（学生800円）／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

1～5すべて　■対18歳以上の水泳初心者・初級者　■￥1～47,000円（全10回）58,400円
（全12回）／各抽選160名 2550名 3440名　■締12月14日(必着)

親子体操・ヨガ・ピラティス等を行う3ヶ月間の運動教室です。定員はプログラムにより異なり
ます。一部託児サービスあり。　■申ハガキ・FAXで各管理事務所へ

①総合運動場　■￥7,200円～　■締先着順　※託児サービス希望者は12月10日必着
②■ア千歳温水プール　■￥6,300円～　■締12月1日必着／抽選

大蔵・千歳コース型フィットネス教室 1月～3月

いのち

次 回 企 画 展

■締1～312月18日 42012年1月17日

教室・大会等の詳細はホームページまたは財団に問い合わせ

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）

■アはじめようスイミング

「地震の痛手（ハイチ）」
ヤン･ダゴ

おり がた

おり がた

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/ 

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

11/27㈰～12/24㈯ Surf
12/25㈰～  1/21㈯ 留学生の写真展

開 催 中 ～11/26㈯ ペイントスタジオchou-chou＊
グラスペイント展[煌］


