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次回（4月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
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多摩川の風にふかれて

月のとある休日、大勢の人々が準備運動で体をほぐし、
多摩川を上流へと歩きます。一人颯爽と、親子でわいわい、

のんびり夫婦で、それぞれの思いを胸にゴールへと。遥かな丘、
光る川面、心地良い風に足どりも軽く。
適度なウォーキングは心肺機能や筋力を高め、体脂肪の減少にも
効果的な健康づくりで、体調、疲労に気をつけ、クッションのある
靴で膝を守れば、多世代で楽しく体力向上できます。普段多忙な
方、運動を始めたい方には絶好の機会です。風にふか
れ、まずはハーフコースをゆったりと歩いてみませんか。
一人で参加しても、目的を共有する参加者と目標を持っ
て歩くと不思議に力が湧いてくるものです。完歩証と
爽快感は運動継続への糧となるでしょう。

5
松波典子世田谷区健康体操連盟
まつ なみ のり   こ

定　　 員

参  加   費

申込締切

申込方法

9：00～15：00
5/13日
9：00～15：00
5/13日
9：00～15：00
※荒天中止
※8：10より参加者受付、
　8：40より開会式を実施。

世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒調布市多摩川児童
公園自由広場⇒多摩市一ノ宮公園（多摩市一ノ宮1049）
※最寄り駅／京王線聖蹟桜ヶ丘駅　徒歩7分

健脚コース ＜距離約19km＞※制限時間6時間（9：00～15：00）

先着900名（新小学1年生以上  ※小学生は保護者同伴）

1,000円（小・中学生500円）  ※事前払い

4月13日（先着順）
※電話による申込みは17：00まで

●電話による申込み・申込みに関する問合わせ先
☎0466－52－5448（デジエントリー）　平日10：00～17：00
●インターネットによる申込み　
http://www.se-sports.or. jp/walk2012/
●内容に関する問合わせ先
☎03－3417－2811公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団

多摩川の春を体感できる、多摩川ウォークの季節がやって
きました。多摩川八景のひとつ兵庫島公園を出発して、多摩
川上流へ向かって歩きます。今年も、参加される方の体力、
目的に合わせて選べる2つのコースをご用意しました。
春の新緑の中、小鳥のさえずりを聞きながら、ウォーキング
でこころと体をリフレッシュしませんか。皆さんのご参加をお
待ちしております。

5/13日

第13回

ハーフコース ＜距離約9km＞※制限時間3時間（9：00～12：00）

世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒調布市多摩川児童
公園自由広場（調布市下布田2550-2）
※最寄り駅／京王相模原線京王多摩川駅 徒歩5分

世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒調布市多摩川児童
公園自由広場（調布市下布田2550-2）
※最寄り駅／京王相模原線京王多摩川駅 徒歩5分

申込みについて

問合わせ先
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「鉄腕アトム」17表紙画
Ⓒ手塚プロダクション

世田谷アーティスト・コロニー
「白と黒の会」の仲間たち

3月31日㈯～6月17日㈰　2階展示室
「白と黒の会」は、昭和初期から世田谷に住む
日本画家、洋画家、彫刻家など、幅広い人々
が集った親睦会です。本展では、牛島憲之、
向井潤吉、佐藤忠良、舟越保武らの作品を展
示します。またコーナー展示では吹田文明と
丹阿弥丹波子の版画作品をご紹介します。
■￥一般200円（160円）／大・高生150円（120
円）／65歳以上、中･小生、障害者（一般）100
円（80円）※(　)内は20名以上の団体料金

リオープン記念イベント 
■世田谷美術館さくら祭
3月31日㈯、4月1日㈰ 10:00～16:00
美術館くぬぎ広場 (雨天館内)
■こども美術大学作品展／
葉っぱワークショップ作品展
4月10日㈫～15日㈰ 　区民ギャラリー　■￥無料
■世田谷美術館美術大学・セタビ映画祭
4月15日㈰ 10:00～16:00　講堂
休館中に行った映画ワークショップで制作

世田谷美術館　パティオに
3月31日、カフェ・ボーシャン

オープン
フランスの郷土料理、そば粉のクレープ
「ガレット」や、季節のデザートなどのメ
ニューをご用意しています。テイクアウト
もできますので、お散歩の折にも、気軽
にお立ち寄りください。

された映画の上映会。　■￥無料
■セタビ・リオープン・ミステリーツアー
3月31日㈯、4月1日㈰ 11:00～12:00
4月10日㈫～14日㈯の毎日 14:00～15:00
鑑賞リーダーによる、リオープンした館内の
ツアー（各回20名程度）
■申時間までにエントランスホールに集合　■￥無料
■リオープン記念パフォーマンス
『微か』
4月6日㈮ 14:00、7日㈯ 11:00／14:00、
8日㈰ 11:00／14:00（各回とも開場は開
演の30分前。毎回アフタートークあり）
1階展示室
振付・構成・出演：ボヴェ太郎　音楽：原摩利彦 
■￥予約2,000円／当日2,500円（中学生以
下は無料）／各回40名　■申世田谷美術館教
育普及課へ電話（☎3415-6346）、またはTaro 
BOVE Dance Performance 予約ページより
（http://tarobove.com/reservation/kasuka）

プロムナード･コンサート
佐野良太 ピアノリサイタル「音の絵」
5月26日㈯ 14:00　当館講堂
■￥入場無料／抽選200名　
■申5月1日（消印有効）までに往復ハガキ（P4
欄外記入方法参照）で当館まで。

―萬ＫＥＮＢＵＮ録―
アートを切り口に戦後のレトロ建築巡り
■続・レトロ建築再生ギャラリー
両国（旧・紙問屋倉庫）ギャラリーＭｏＭｏほか
①４月20日㈮ ②４月21日㈯
＊両日とも内容は同じ
■レトロ建築再生ギャラリー（アンコール編）
茅場町「第二井上ビル」ギャラリー須知、

「同時代の二人
―向井潤吉と宮本三郎」　

4月3日㈫～7月29日㈰
■４月のギャラリートーク
「向井潤吉と宮本三郎」
4月21日㈯ 14:00～（30分程度）
■￥無料（要チケット）　■申不要

宮本三郎記念美術館と地域の会共催
人ひろば vol.16 

「江戸城大奥へ奉公した農村女性」
4月14日㈯ 14：00～15：30（開場13：30）
江戸時代のキャリア女性関口千恵は、武蔵
国生麦村の出身です。その実家である名主
関口家の家日記から、千恵の生涯を追いま
す。
■講大口勇次郎（お茶の水女子大学名誉教授）

■￥ 500円／申込先着50名

向井潤吉　陸奥への旅　　
4月3日㈫～7月29日㈰

清川泰次のアトリエⅠ　　
4月3日㈫～7月29日㈰

世田谷美術館分 館

（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

水彩画教室展覧会
セレーネの会
色いろ会
M.H.の絵

4/  3～4/  8
4/10～4/15
4/17～4/22
4/24～4/29

［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
※（　）は20人以上の団体料金

世田谷美術館は3月31日㈯より再開いたします。（3月30日まで世田谷美術館は、改修工事のため休館中です）
空調設備などを新たにし、バリアフリーもより充実。床や壁もよそおい新たに、おいしいカフェも仲間入りしました！

企画展開催のため、コレクション展（旧名称：常設展）は4月20日㈮まで休止します。

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
平成24年10月～平成25年3月
［受付日］4月７日㈯、8日㈰10:00～17:00
［受付場所］当館創作室Ｃ（地下）、清川泰次
記念ギャラリー　［抽選会］4月22日㈰
10:30から世田谷美術館講堂にて。詳細
は受付時にご案内します。

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

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

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

かす

ミュージアム コレクション2012  Ⅰ

次回コレクション展

■申宮本三郎記念美術館へ往復ハガキ、
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 ※1イベントにつき1通、2名まで
     miyamoto.event@samuseum.gr.jp

企 画 展

浅草「旧・竹長内蔵」ギャラリーエフほか
③５月11日㈮ ④５月12日㈯
＊両日とも内容は同じ
各回13：30～17：00（現地集合・解散）
■￥ 500円（交通費等実費は別）／各回抽選
15名　■申往復ハガキ（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
■締①②4月１０日③④4月3０日（いずれも消
印有効）

第２１回世田谷区民写真展
３月３１日㈯～４日８日㈰　※2日㈪は休館　
※最終日は１６：００まで　区民ギャラリー　
■￥無料

世田谷美術館美術大学
25期生 

※詳細はHP参照 

世田谷文学館・世田谷美術館共同企画展
都市から郊外へ
―1930年代の東京

開催中～4月8日㈰　1・2階展示室

関東大震災を契機として、1930年代の東京で
は、多くの文学者や美術家が新たな生活と創造
の拠点を求め、郊外に移り住みました。そして、
郊外は作家たちの創作の場となり、作品の舞台
ともなっていきます。1932年に誕生した世田
谷区も、そうした郊外の一つであり、豊かな自
然を残しつつ、住宅地として都市人口増大の受
け皿となりました。本展は、世田谷文学館と世
田谷美術館のコレクションを核に、「文学」「美
術」「映画」「住宅」など8つのジャンルによって構
成し、東京西南郊外で営まれた生活文化の様相
も視野にとらえながら、拡大する首都＝東京の
文化活動を、「郊外」という角度から検証します。

■￥一般700（560）円、大・高生500（400）円、
65歳以上・障害者350（280）円
＊（　　）内は20名以上の団体料金　＊中学生
以下無料

「地上最大の手塚治虫」展
4月28日㈯～7月1日㈰　2階展示室
日本人なら誰もが知る、手塚治虫。しかし、
私たちは、手塚作品を本当に読んできたの
でしょうか。手塚治虫がその作品を伝えたい
と信ずるに足る〈読者〉になっているのでしょ
うか。「マンガの神様」とも呼ばれる手塚治虫
に、〈読者〉はどう向き合うのか。本展ではこ
の問いに挑みます。
本展会場にて、手
塚作品を読む喜び
をあらためて体験
していただきたい
と願っています。
■￥一般800(640)円、
大・高生600(480)
円、65歳以上・障害
者400(320)円　
＊(　　)内は20名
以上の団体料金　
＊中学生以下無料

関連企画
■記念トーク　
「清水さんに聞け！手塚治虫の現場」
5月20日㈰ 14：00～　1階文学サロン
■出清水義裕（株式会社手塚プロダクション
著作権事務局局長）　■￥1,000円（展覧会
観覧券つき）／当日先着150名
関連子ども文学館企画（大人も参加可）
■アニメ映画上映会
毎回14:00～（30分前受付・開場）  1階文学サロン
■￥無料／当日先着150名
①4月28日㈯　「鉄腕アトム」第１話＋「W３
（ワンダースリー）」第１話+「ジャングル大帝」
第1話（約90分）
②5月5日（土・祝）　「リボンの騎士」第1話＋最
終話+「どろろ」第1話（約90分）
③5月12日㈯　「ふしぎなメルモ」第1話＋
「悟空の大冒険」第1話+「三つ目がとおる」
第1話（約90分）
④5月19日㈯　「100万年地球の旅　バン
ダーブック」（94分）　※2回上映
⑤5月26日㈯　「ある街角の物語」（約40
分）＋「展覧会の絵」（約40分）＋「森の伝説
PART-1」（約30分）
⑥6月2日㈯　「鉄腕アトム」史上最大のロボ
ット（前後2話）+最終話（約90分）
■ワークショップ「マンガ・アシスタント体
験」「ソーマトロープ体験」

5月の毎週土曜日　5日・12日・19日・26日
11:00～16:00　２階講義室
協力：株式会社手塚プロダクション　
■￥1回100円／開催時間中随時受付

  

「文学に描かれた世田谷
―下北沢・三軒茶屋界隈」

4月21日㈯～9月23日㈰　1階展示室
下北沢・三軒茶屋界隈で活躍した森茉莉・
中村汀女・坂口安吾・大藪春彦らを当館収蔵
資料によってご紹介します。
■￥一般200円ほか　＊企画展チケットで観覧可

友の会との共催講座
栗原小巻さんの「朗読とトーク」
～文芸作品の朗読と「私の俳優人生」～

4月14日㈯ 14:00～　1階文学サロン
■出栗原小巻（俳優）　■￥500円　
■申4月1日（必着）までに、往復ハガキ（P4記
入方法参照）で当館友の会へ

ムットーニのからくり劇場
休演のお知らせ

「ムットーニのからくり劇場」は、4月20日㈮
までお休みします。4月21日㈯の再開まで、
しばらくお待ちください。

3月30日㈮～4月1日㈰は世田谷美術
館・世田谷文学館開館記念日のため無料

次 回 企 画 展

みちのく

チケット
販売中

募集中

■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、当館総務課までお問い合わせください。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２回村上忠雄と仲間美術展

●絵手紙の会作品展　●美しき日本の自然　
●「ガラスのmémoire」高井雅子写真展

●こども美術大学作品展
●葉っぱワークショップ作品展

●第13回 紫陽花の会作品展　●雅燦会作品展

●写真の地層展 Vol.14（25日より公開）

●明水会水墨画作品展

4/10 4/15～

3/31 4/  8～

4/17 4/22～

●第２１回 世田谷区民写真展

4/24 4/29～

このマークはアーツカード割引対象です。

「都市から郊外へ―1930年代の東京」割　引
引換券 一　 般 700円→600円　大・高生 500円→450円

65歳以上・障害者 350円→300円　※中学生以下は無料です観覧料

世田谷文学館1・2階展示室 開催中～4月8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。
●世田谷美術館ミュージアム コレクション・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。

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/

世田谷美術館

22012年3月25日号

〒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.jp

3/31リオープ
ン

リオープ
ン



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）

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。世世田世田世田谷パ谷パ谷パブリブリックシアターと音楽事業部の

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

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　

3 2012年3月25日号

●せたがやアーツカード会員割引・先行発売は、世田谷パブリックシアターチケットセンター
　（電話・窓口）とオンラインで前売のみのお取扱いです。

★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￥

■￥アーツカード 割引はございません　一般　S席 6,000円  A席 5,000円（3階）

■問シス・カンパニー☎5423－5906

■￥アーツカード 割引はございません　一般　S席 4,800円  A席 3,800円

[演出］栗山民也　［出］（男女別五十音順、１公演に３名出演します）　蒼井優　麻実れい　伊藤蘭　内山理名　大竹しのぶ　
貫地谷しほり　木村佳乃　黒木メイサ　小池栄子　小泉今日子　小林聡美　白石加代子　鈴木杏　鈴木京香　戸田恵子　広末涼子　
宮沢りえ　本谷有希子／井上芳雄　浦井健治　江口洋介　風間杜夫　篠井英介　笑福亭鶴瓶　鈴木浩介　高橋克実　段田安則　
堤真一　中川晃教　長塚圭史　野村萬斎　平幹二朗　星野源　松尾スズキ　松坂桃李　三谷幸喜　八嶋智人　山本耕史　

シアタースケジュール 253/ 26 32 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 3029282529 30 3127 28 2714/

世田谷パブリックシアター
3/25～4/30

〒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

〒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

シアタートラム とくお組
『深夜の市長』

TAICHI-KIKAKU 身体詩
『Friend～ボクノ大切ナトモダチ～』

劇団東京ヴォードヴィルショー『トノに降る雨』

●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☎5432-1526へ　

『鶴瓶噺2012』トーク 発売中4/18㈬～22㈰
各日19：00開演

こどもの劇場2012
『狼たちの午後～Hungry Like a Wolf～』

沖縄芝居実験劇場
『組踊―伝統と創作―』

『MANSAI◉解体新書
その弐拾』

『上々颱風　シアターLIVE！2012』
幹の会＋リリックプロデュース公演『王女メディア』 「鶴瓶噺2012」　

発売中

世田谷区在住の若手チェリスト・上村文乃は昨年「第80回日本音楽コンクール2位」「第
65回全日本学生音楽コンクール1位」という優秀な成績を収めた新進気鋭の演奏家で
す。上村のチェロ独奏によるハイドンの名曲を、昨年秋に発足し好評を得たレジデント・
アンサンブル「せたがやシンフォニエッタ」の演奏とともにお贈りします。徳永二男が今
最も注目するチェロと弦楽アンサンブルの芳醇な音色をご堪能ください。

世田谷パブリックシアターアルバイト募集　

『デイ・イン・ザ・シアター 2012』 参加者募集！
4月5日㈭13：00～17：00（終了後、小パーティあり）

※学生席(3F)は■問のみ取扱 ■問沖縄芝居実験劇場☎090-1949-4337

沖縄芝居実験劇場 『組踊 ―伝統と創作―』
くみおどり

演 劇 4/1㈰
15：00開演

第１部　組踊『執心鐘入』　　第２部　創作組踊『花の幻』　 未就学児童
入場不可

発売中

［構・映・振・出］近藤良平　［出］コンドルズメンバー

「赤ずきんちゃん」「３匹の子豚」など絵本をモチーフに、ダンスという
ジャンルを超えた大スペクタクル作品に。ご家族そろって劇場へ！

［ゲスト］3/23 白井晃　3/24・25 安田美沙子　3/26 加藤和樹　3/27 小出恵介

こどもの劇場2012
『狼たちの午後―Hungry Like a Wolf―』ダンス 3/23㈮～27㈫ 発売中

■￥アーツカード S席 4,200円　一般 S席4,500円  A席3,000円　
4歳～高校生　一般料金の半額（当日要年齢確認）
■問 世田谷パブリックシアターチケットセンター 19：00

14：00

3/23
㈮
24
㈯
25
㈰
26
㈪
27
㈫

※未就学児童は要保護者同伴。4歳未満入場不可。
前回公演より　撮影：HARU

■￥アーツカード 5,700円　一般6,000円　
MANSAI◉解体新書 その弐拾
「鏡」～虚と実のドラマツルギー～トーク 4/5㈭18：00開演

未就学児童入場不可

『上々颱風  シアターLIVE ！  2012  
～続・空想音楽旅行～』音 楽 4/7㈯18：30開演・

8㈰15：30開演

■￥アーツカード 4,700円　一般5,000円 ■問M＆Iカンパニー☎5453-8899 
※就学前のお子様は膝上無料

発売中

幹の会+リリック プロデュース公演 『王女メディア』演 劇 4/11㈬
～15㈰

■問東京音協☎5774-3030■￥アーツカード S席 9,800円  一般  S席 10,000円  A席 7,000円　19：00
14：00

4/11
㈬
12
㈭
13
㈮
14
㈯
15
㈰ [原]エウリーピデース　[修辞]高橋睦郎　[演]髙瀬久男

[出]平幹二朗／若松武史　三浦浩一／廣田高志　城全能成　斉藤祐一　南拓哉／有馬眞胤　石橋正次　
未就学児童入場不可

発売中

「せたがやアーツカード」は区民のためのカードです！   ２０１２年１月より「世田谷区民割引」は「せたがやアーツカード会員割引」になりました。せたがやアーツカード会員割引・
先行発売を利用するには「せたがやアーツカード」（世田谷区在住の15歳以上の方対象）にお申込みが必要です。入会・年会費無料。詳細はアーツカード事務局☎５４３２－１５４８まで

6月30日㈯15:00開演　成城ホール
  

徳永二男© K.Miura 上村文乃徳永二男© K.Miura 上村文乃

出演 徳永二男(指揮/ヴァイオリン)　上村文乃(チェロ)

曲目 モーツァルト：交響曲第29番イ長調
ハイドン：チェロ協奏曲第2番ニ長調 <チェロ独奏：上村文乃>
ヴィヴァルディ：「四季」 <ヴァイオリン独奏：徳永二男>
※曲目は予告なく変更する場合があります

全席指定 アーツカード 3,000円　一般 3,500円

【業務内容】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）
【勤務日数】月16日以内。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）【時給】850円(研修期間中は
840円。交通費別途支給)　【契約期間】4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】4月3日(必着)迄に、履歴書(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、又は持参してください。　■問劇場☎5432-1526

※車椅子のお客様は事前に■問へ

世田谷パブリックシアター
フリーステージ2012　
※託児サービスなし

洋楽部門

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。

洋舞部門

野村萬斎野村萬斎 篠山紀信篠山紀信■問 世田谷パブリックシアターチケットセンター 

「写真」は世の中のうつし鏡。「演劇」は社会をうつす鏡。篠山紀信氏を
ゲストに招き、“鏡”にひそむ虚構と真実に迫ります。
［企・出］野村萬斎　　［ゲスト］篠山紀信（写真家）　
■￥アーツカード 割引はございません　一般4,000円　

せたがやシンフォニエッタ
チェロと弦楽アンサンブルが奏でる“四季の息吹”  

世田谷パブリックシアター シアタートラム

音楽事業部

4歳未満
入場不可■￥アーツカード 1,800円　一般 2,000円  子ども(4歳～中学生) 500円

夏休みファミリーコンサート 発
売4/25㈬音 楽 7/29㈰15：00開演

[出] オペラシアターこんにゃく座　せたがやジュニアオーケストラ
■場世田谷区民会館

第１部はせたがやジュニアオケ。第２部はこんにゃく座とジュニアオケが共演します。

シス・カンパニー公演 
朗読『宮沢賢治が伝えること』（仮題）朗 読 5/9(㈬

～6/3㈰

大地から宇宙へと、私たちを誘う宮沢賢治の世界。いま、38名の舞台人が、その言葉に思いを託す。

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☎5432-1526）

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

■問アタリ・パフォーマンス☎5572-7571（平日12:00～18:00）

『地域の物語～1960年代の世田谷』14:00開演
入場無料（先着順）　※託児サービスなし  ■申 ■問劇場チケットセンター

演劇にちょっと触れてみたい ！ 稽古場に入ってみたい ！
なんか面白いことないかなあ？など、どんな方でも大歓迎。
開館から15年間続いている演劇ワークショップです。
■対どなたでも/先着20名　■￥1,000円　■締3/28㈬
■申（1）希望日（2）氏名（3）住所（4）電話番号（5）年齢（6）ワーク
ショップ経験の有無（7）ひとことを書いて、郵送、FAX、または
HPより　■問劇場／「デイ」担当

親の因果で盲に生まれた男が、盗み、脅し、
殺人と悪の限りを尽くし、江戸の盲人に
とっての最高位、検校まで登りつめる――
稀代の大悪党、杉の市のちの二代目藪原
検校の一代記。井上ひさしの傑作悪漢物
語（ピカレスク）を、劇場芸術監督・野村萬斎ほか多彩な出演者
と、演出家・栗山民也を筆頭とする井上芝居を知り尽くしたス
タッフが集結し、満を持しておおくりします。

6月12日㈫～7月1日㈰　世田谷パブリックシアター

チケット発売開始！ 未就学児童
入場不可

［作］井上ひさし　［演出］栗山民也　[出演］野村萬斎　秋山菜津子　浅野和之　小日向文世　
熊谷真実　山内圭哉　たかお鷹　大鷹明良　津田真澄　山﨑薫　千葉伸彦（ギター奏者）　

■問世田谷パブリックシアターチケットセンター

『藪原検校』　井上ひさし生誕77  フェスティバル’12　
こまつ座＆世田谷パブリックシアター公演

やぶ          はら        けん       ぎょう

13：00

18
㈪

18：30

6/12
㈫
13
㈬
14
㈭
15
㈮
16
㈯
17
㈰
休
演

●せたがやアーツカード会員先行  4/7㈯発売  S席 8,300円　
●一般  ４/８㈰発売  S席8,500円  A席 6,500円

6月4日㈪～24日㈰　シアタートラム

ラテンアメリカの同名小説「南部高速道路」に想を得た新作。出演は、07
年以来の舞台となる真木よう子をはじめ、個性的な面々が顔を揃えます。

『南部高速道路』

チケット発売開始！ 未就学児童
入場不可

■問世田谷パブリックシアターチケットセンター

［原作］フリオ・コルタサル　　
［構成・演出］長塚圭史　　
［出演］（五十音順）安藤聖　植野葉子　梅沢昌代　
江口のりこ　黒沢あすか　真木よう子／　
赤堀雅秋　梶原善　加藤啓　小林勝也
菅原永二　裵ジョンミョン　横田栄司　他

●せたがやアーツカード会員先行  4/20㈮発売  4,700円　
●一般  ４/21㈯発売  5,000円   ○プレビュー公演 4,000円　

長塚圭史長塚圭史 真木よう子真木よう子

とくお組 『深夜の市長』演 劇 3/29㈭
～4/1㈰

［作・演・出］徳尾浩司   [出］篠崎友　堀田尋史　鈴木規史　柴田洋佑　本折智史　鬼塚俊秀

■問とくお組☎080‐5536-1090◎ポストトークあり

未就学児童入場不可
18：00
14：00

3/29
㈭
30
㈮
31
㈯

4/1
㈰

19：30

■￥アーツカード 3,300円　一般3,500円  

発売中

■￥アーツカード 5,300円　一般5,500円　学生4,000円（当日のみ、要学生証）
■問劇団東京ヴォードヴィルショー☎3227-8371

TAICHI-KIKAKU 
身体詩 『Friend ～ボクノ大切ナトモダチ～』演 劇 4/5㈭

～8㈰

■￥全席自由 アーツカード 2,900円  一般 3,000円　 
［作・演・出］モリムラルミコ　［映］田渕英生　[出］オーハシヨースケ  他

■問TAICHI-KIKAKU☎5385-9137
14：00
18：00
19：00

13：00

4/5
㈭
6
㈮
7
㈯
8
㈰

発売中

ロンドン・ヤングヴィック劇場 『カフカの猿』
～フランツ・カフカ「ある学会報告」より～〈英語上演・日本語字幕付〉演 劇 5/2㈬

～6㈰

未就学児童入場不可

イキウメ 「ミッション」演 劇 5/11㈮
～27㈰

発
売

アーツカード
一　般　4/1㈰

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

3/31㈯

18：00
14：00

19：00

4/13
㈮
14
㈯
15
㈰
16
㈪
17
㈫
18
㈬
19
㈭ ［作］中島淳彦　［演］ラサール石井　［主題歌／唄］前川清
[出］佐藤B作　佐渡稔　石井愃一　市川勇　山口良一　他

4/20㈮以降　㈮14：00/19:00　
㈯㈰14：00

<客演>松金よね子　ベンガル　井之上隆志　栗田桃子　えなりかずき

世界中で話題沸騰、イギリスの天才女優キャサリン・ハンター
の一人芝居。「人間になった猿」の物語。

［翻案］コリン･ティーバン　［演出］ウォルター・マイヤーヨハン　
［出演］キャサリン・ハンター
■￥アーツカード 4,700円  一般 5,000円　 
■問世田谷パブリックシアターチケットセンター

未就学児童入場不可
5/2
㈬
3
㈭
4
㈮
5
㈯
6
㈰

18：00
14：00

19：00

◎毎回ポストトークあり

本年の読売演劇大賞で大賞を受賞した前川知大の新作が登場します。
［作］前川知大　［演出］小川絵梨子　　
［出演］浜田信也  盛隆二  岩本幸子 伊勢佳世 森下創　
大窪人衛 加茂杏子 安井順平 他
■￥アーツカード 4,000円  一般 4,200円　 
■問イキウメ☎3715-0940

5/11
㈮

18：00
13：00

19：30

前回公演『太陽』　撮影:田中亜紀

13
㈰

12
㈯

14
㈪
15
㈫
16
㈬
17
㈭

休
演

5/18㈮以降　㈮㈫㈭19:30　㈪休　
㈬14:00/19:30　㈯13:00/18:00　㈰13:00

劇団東京ヴォードヴィルショー『トノに降る雨』演 劇 4/13㈮
～22㈰ 発売中

せたがやシンフォニエッタ【三浦章宏(ヴァイオリン)、百武由紀(ヴィオラ)、
山本裕康(チェロ)、松崎裕(ホルン)、荒絵理子（オーボエ）　他】

未就学児童
入場不可

○プレビュー公演　◎ポストトークあり

6/4
㈪
5
㈫
6
㈬
7
㈭
8
㈮

18：00
14：00
13：00

19：00

9
㈯
10
㈰

休
演

6/11㈪以降　㈪㈭㈮19:00但し21㈭は14:00も　㈫14:00/19:00  ㈬休演  ㈯13:00/18:00　㈰14:00

6/19㈫以降  ㈫㈭㈮㈰13:00  但し29㈮は
18:30  ㈪休演  ㈬㈯13:00/18:30

野村萬斎 秋山菜津子 浅野和之 小日向文世野村萬斎 秋山菜津子 浅野和之 小日向文世

6歳未満入場不可

※学割は■問のみ取扱

 ※学割は■問のみ取扱

発
売

アーツカード
一　般　4/7㈯ ※

4/6㈮のみ※

開演　14:00/19:00　但し5/10、13、20、27は14:00のみ　5/16、25、29休演　

※出演日時・組み合わせなど詳細はシス・カンパニーHP＜http://www.siscompany.com/＞でご確認ください。

●アーツカード先行発売　4/6㈮10:00～23:00　特別電話：☎0570-084-634のみ受付（店頭、オンラインなし）　受付専用Ｌコード：31848
●一般発売　4/7㈯10:00～18:00　特別電話：☎0570-084-624のみ受付（初日のみ店頭、オンラインなし）　
    4/8㈰以降、劇場チケットセンターへ ※お１人様１公演につき4枚まで

未就学児童入場不可

4/7「北半球編」  4/7「南半球編」　［出］上々颱風

※発売初日は特別
電話のみ取扱

［出演］5/2 野村萬斎  5/3 池内紀   5/5昼 西岡智（西岡兄妹）  5/5夜 ケラリーノ・サンドロヴィッチ 他、 決まり次第劇場HPで発表

発売中

発売中
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●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

に着目します。その色に付けられた名前か
ら季節を感じていただいたり、先人達から
伝承した日本独自の色合わせや挿し色、江
戸庶民の“色遊びの粋”もご紹介します。こ
の春の暮らしのヒントを見つけてください。
■￥無料   ［企画］㈲アイ・エイチ ファクトリー

関連セミナー
「歌舞伎の衣装にみる色の役割と粋」 
4月14日㈯ 14：00～16：00　生活工房5Ｆ
江戸の粋を表現する大衆文化といえば歌舞
伎の世界。歌舞伎の衣装の話や裏話を交え
て江戸文化についてお話しいただきます。
■講中山和子（歌舞伎解説者）

■￥1,000円／
申込先着50名
■申Ｅメール（欄外
記入方法参照）ま
たは電話で生活
工房へ

世田谷アートフリマvol.17
キャロットタワーで遊ぶ2日間

4月21日㈯・22日㈰  11：00～18：00
生活工房3～5Ｆ
キャロットタワ
ーの3・4・5階
を会場に、２日
間で延べ150
組のアーティ
ストが集まる
世田谷アートフリマ。３階では大人から子ども
まで当日参加可能なワークショップも開催
（右欄参照）します。４・５階の各アーティスト・

ブースでは手づくりの工芸品やアクセサリ
ー、和小物などが購入できるほか、カフェや
軽食のコーナーもあります。お気に入りの
アート作品を見つけに、キャロットタワーへ
ぜひ遊びにきてください！　
※出展者募集は終了しています。
■￥入場無料　■問世田谷アートフリマプロジェ
クト：中根（世田谷233） ☎5430-8539（火・
水曜以外）　  setagaya@artfleama.net 
［詳細］http://artfleama.net/

当日参加可能なワークショップ
1～4いずれも両日開催　生活工房3F
■申いずれも不要、直接会場へ（予約不可）
1「巻き巻き☆動物キーホルダーを作ろう！」 
針金に好きな色の布を巻き
つけて目を付けたらオリジ
ナルキーホルダーの完成！  
■　講外村友紀(Yellow Pony)
■￥500円／各日30名程度
■対4歳以上
2「エコグッズ☆オリジナルのタンブラー
を作ろう」 
コーヒー等を入れて持ち
歩けるタンブラーをオリ
ジナルのデザインで飾り
ます。
■　講遠藤ナミコ
■￥500円／各回3名（1日3回
実施）　■対小学１年生以上

3「簡単☆折り豆本を作
ろう！」
蛇腹に折って３cmほど
の小さな「折り豆本」を
作ります。
■　講九十九耕一

「14歳のワンピース」の記録 
開催中～4月１日㈰　9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー　会期中無休　
昨年12月、生活工房では14歳対象のデザ
インワークショップ「14歳のワンピース」を
開催しました。9名の参加者が4日間かけて
つくったのは、14歳の心と体を記録するワ
ンピース。講師として、ファッションブランド
spoken words projectのデザイナー
飛田正浩さんを講師に迎え、14歳の思いや
感情を、模様におこし、布にプリントしまし
た。この展覧会ではその成果展として、ワン
ピースを身にまとった参加者のポートレイト
写真を展示します。　■￥無料

日本の伝統文化と歳時記 vol.3
『和の色彩と紋様にみる「江戸の粋」

～重ね色・合せ色・挿し色』 
4月7日㈯～5月20日㈰　9：00～20：00
３F生活工房ギャラリー　会期中無休
日本には色彩で季節を表現して暮らしの中
に取り込むことで、心を豊かにしてきた文化
があります。草花が芽吹き、繊細な色であ
ふれる春、本展は日本古来より伝わる「色」

企 画 展 ■￥ 300円／各日20名程度　■対小学１年生
以上
4「オリジナル☆革のカメラストラップを作
ろう！」
革工作を体験しなが
ら首からかける革製
カメラストラップを作
ります。
■　講山本浩一郎
（HOPPENDAKKO） ■￥1,500円／各回3名
（1日3回実施）　■対中学生以上

「ギャラリーカフェくりっく」
改装休業のお知らせ

カフェ壁面が市民作品発表の場としてお馴
染みの、2階「ギャラリーカフェくりっく」は改
装工事のため、次の期間、休業いたします。
新装オープンは5月1日㈫、壁面の作品展示
は5月20日㈰からスタートする予定です。
［カフェ休業日］ 4月23日㈪～4月30日（月・祝）

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

4/22㈰～5/19㈯

開催中～4/21㈯ 写真展－無農薬野菜の
おたより－本城正治
壁面展示はありません

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/ 

イメージパース

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

大 会 情 報 ※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）

◆第45回  世田谷区空手道選手権大会
4月22日㈰ 9：00～　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8日㈰10：00～11：00に経堂地区会館
別館会議室で受付。 
■問区空手道連盟・小池（☎3484-8323）へ 
◆アーチェリー春季世田谷選手権大会
4月29日（日・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4月22日まで
に所定の申込書に記入■問区アーチェリー協会・
松村（☎090-3247-4645）へ
◆第62回  世田谷区民体育大会

武術太極拳選手権大会
5月27日㈰ 9：00～ 総合運動場体育館  　
［種目］個人、団体各種 ■対区内在住・在勤・在学者
■￥個人1,000円、小中学生400円（団体5,000
円） ■申4月10日まで ■問区武術太極拳連盟・
西井（☎■FAX 3413-3721）へ
テニス社会人大会
6月2日～9月30日　総合運動場テニスコート
■￥（単）300円（複）600円  ［種目］一般男女（平日、
休日）壮年男子（40歳、50歳、60歳以上）（すべて
先着順）  ■申 4月29日（日・祝） 9：30～12：00 総合運
動場会議室兼軽運動室で受付。所定の申込書と
参加費を持参。※受付終了後、空きのある種目は
5月8、9日に区テニス協会（10：00～18：00、桜丘
1-17-18 ☎5451-0691）で受付（郵送不可）

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、事業開催時の学年、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　※対象学年は事業開催時の学年

事前申込が不要な教室
◆フィットネス  ①大蔵②千歳③大蔵第二
4月1日～　休館日等を除き毎日開催
■￥200円～※②は別途施設利用料金が③は
施設利用料金のみかかります ■対高校生以上
■問①総合運動場管理事務所  大蔵4-6-1
☎3417-4276 ■FAX 3417-1734 ②千歳温水
プール管理事務所 船橋7-9-1☎3789-3911  
■FAX 3789-3912 ③大蔵第二運動場トレーニ
ングルーム 大蔵4-7-1 ☎3749-2223
◆社交ダンス(毎週土曜)
4月21日～7月21日（5月5日、6月23日を除く）
19：00～20：30（12回）  桜丘中学校格技室
事前申込不要。直接会場へ。
※運動のできる服装、室内履き持参。
■￥200円（中学生以下100円）
※革靴などの底の硬い靴は不可（ダンスシュ
ーズはヒールカバー着用）

親子スポーツ観戦デー （サッカー）
東京ヴェルディ ＶＳ 湘南ベルマーレ～
4月22日㈰ 14：30キックオフ　
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
■対小学生とその家族　■￥小学生：無料、中高
生：300円、大人：1,000円　65歳以上：300
円　■締 4月8日（必着）①ピッチ見学②ハイ
タッチキッズ③エスコートキッズを募集！！
同日ベレーザ戦観戦可（11：00キックオフ）
※詳細はスポーツ振興財団へ問合せ。）

   生涯健康づくり体操
体操やストレッチ、軽度の筋力トレーニング。
初日に体力測定あり。
5月7日～7月30日　毎週月曜　

19：00～20：30　太子堂小学校体育館
■対55歳以上　■￥3,000円／抽選50名　
■締4月13日（必着）

       ティーボール講習会
5月19日㈯ 10：00～12：00　総合運動場野球場
■　講安藤信二（元西武ライオンズ）（予定） 
■対小学生以上　■￥ 600円（中学生以下は
300円）／抽選60名　■締5月7日(必着) 

ふれあいボウリングスクール
5月26日、6月9日、23日　隔週土曜　
10：00～11：30  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（ゲーム代等）／先着36名
■締4月30日（必着）■申ハガキまたはFAX（欄
外記入例参照、参加希望日、年齢も明記）で
NPO法人サーンズ事務局（〒157-0073 砧
7-8-23 ☎■FAX 3416-5875）
へ　■問北口☎090-9010-2275

    わくわくサッカー教室
5月19日、27日、6月2日、16日  （全4回）
9：30～11：00　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
付添者の同伴が可能な方　■￥ 1,000円／
抽選25名　■締4月30日（必着）　■申障害の
内容も明記でスポーツ振興財団へ

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
①バスケットボール教室
5月8日～5月29日　毎週火曜（全4回）　
■対Aキッズ(5歳～小学3年生） 17：10～18：20
Bミニ（小学3年～6年生） 17：10～19：00 
Cジュニア(小学6年～高校生) 19：10～21：40

写真判定装置を使った50m記録会もあり。
■　講NPO法人日本ランニング振興機構講師　■対小学生  A新3年生  B新4年生  C新5、6年
生　■￥1,500円／抽選各50名　■締4月12日（必着）

■￥各2,400円(月謝制)／各定員40名　
※1回のみの参加は800円　
■申■問大蔵第二運動場管理事務所へ
大蔵4-7-1 ☎3416-1212  ■FAX 3416-1777
②デイタイムテニススクール　
A月曜コース 5月21日～6月25日
B金曜コース 5月25日～6月29日

■ア

■ア

※ABとも午前中、初心者～上級者のクラス
分けあり　■対18歳以上　■￥7,100円～（クラ
スにより異なります）／抽選各8～16名
■締4月3日（必着）　※詳細は要問合せ　
■申■問ハガキ（欄外記入方法参照、希望クラス
も明記）で区テニス協会（〒156-0054桜丘
1-17-18 ☎5451-0691）

教室名 日　時 ／ 会　場 料金 ／ 定員（抽選） 対　象

⑤ジュニア
　ソフトテニス教室

5/13～ 毎週日曜 9：00～
総合運動場テニスコート

小学3～6年生
とその保護者

■¥ 保護者3,000円、小学生
1,800円／30名

18歳以上

18歳以上

小学生以上

■¥ 17,000円／10名

■¥ 17,000円／10名

■¥ 9,000円／14名

③ゴルフ教室
　（成城の部）

5/12～ 毎週土曜 18：00～
ニュー成城ゴルフセンター

②ゴルフ教室
　（千歳の部）

5/8～ 毎週火曜 13：30～
千歳ゴルフセンター

④ジュニア
　ゴルフ教室

5/12～ 毎週土曜 13：00～
成城ゴルフクラブ

小学3年生～
中学生

⑦初心者・初級者
　なぎなた教室

5/23～ 毎週水曜 19：00～
代田小学校体育館

■¥ 3,000円（中学生以下
2,000円）／20名

1歳半～4歳と
その保護者⑥親子体操教室 5/13～ 毎週日曜 13：30～

経堂小学校体育館 ■¥ 2,500円／20組40名

①ジュニア
　水泳教室

小学生 
初心者
初級者

■¥ 4,000円
A50名　BC40名

A5/8～ 毎週火曜 16：15～ 千歳温水プ
ール、B5/8～ 毎週火曜 18：00～ 烏山
中学校温水プール、C5/7～ 毎週月曜 
16：15～ 梅丘中学校温水プール

5月5日㈯ 9：00～12：35　総合運動場陸上競技場

■締①4月13日、②4月15日、③～⑤4月17日、⑥4月22日、
⑦5月6日　※いずれも必着各種スポーツ教室

■ア

■ア

■ア

■ア

■ア


