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開館時間：10:00～18:00（展覧会入場・ミュージアムショップは17:30まで）
休 館 日：毎週月曜日

一般800（640）円／高校・大学生600（480）円／65歳以上400（320）円　※（　）内は20名
以上の団体料金　※障害者の方は400円（介助の方1名までは無料）、高校・大学生の障害者の
方は無料　※アーツカード会員は団体料金に割引

次回（6月25日号）は「区のお知らせ」と別折り込みです

世田谷文学館は、手塚
作品とはこれからの時
代を生き抜く際に手元
に置くべき〈文学〉で
あると考えています。
人生の危機や困難

に際したときに、いつもそばに
寄り添い、立ち返ることのできる拠り所のよ
うな文学＝スタンダード文学として、本展で
はぜひ、手塚治虫の〈読者〉であることの喜び
をあらためて体験していただきたいと願って
います。手塚治虫が、作品を受け継いでほし
いと未来を託した〈読者〉たちの、これからを
生きる力につながるものになれば幸いです。

会期中の週末には、アニメ映画
上映会やワークショップなど、
子どもから大人まで楽しめる関
連イベントを開催しています。
いずれも事前申込は不要です。
ぜひご参加ください。
詳細はP2をご覧ください⇒

『ジャングル大帝』『鉄腕アト
ム』『リボンの騎士』『ブラッ
ク・ジャック』など、みんなの
大好きなキャラクターが描か
れた作品原画が、会場に一堂
に会します！

手塚治虫がもたらした「ス
トーリーマンガ」とは何かを、
本展では1話まるごと原画で
読むことで体験していただ
けます！

手塚治虫はキャラクターを劇
団員と考え、さまざまな作品
に役柄を与え登場させていま
した。本展ではスターの詳細
データをまとめた自筆の「ス
ター名鑑」をスライドショーで
全ページご覧いただけます！

自筆原稿・原画、掲載誌、愛
用品、関連資料など、展示総
数約350点！

手塚治虫
の

読者であ
る

喜びを力
に！

「地上最大の手塚治虫」展
開催中～7月1日（日） 世田谷文学館

6月2日は無料開館日です

外国には手塚治虫がいなかったから　関川夏央（作家）
日本のマンガが産業として隆盛だった一九八〇年代、あまり利巧
とはいえない外国マスコミや日本の大新聞はしばしば、「日本のオ
トナはなぜ電車の中で堂々とマンガを読むのか」といった記事を
掲載した。そこには、揶

や

揄
ゆ

や失望のトーンがあった。
何をバカな、と当時の私は思っていた。答は簡単だ。
日本には手塚治虫がいて、外国には手塚治虫がいなかったからだ。
手塚治虫が、物語マンガというジャンルそのものをつくり上げた

からだ。そうして、その影響下に育った才能ある子どもたちの多く
がマンガ家をめざし、日本の物語マンガを多様化させつつ、世界
がいまだ知らぬ高みにみちびいたからだ。
――ただし、高度なリテラシーを要求する水準にマンガが達してし
まうと、「むずかしくて」読まれにくくなる。皮肉な現状だが、それ
は手塚治虫の責任ではない。

手
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中学生以下無料
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「文学に描かれた世田谷―
下北沢・三軒茶屋界隈」

開催中～9月23日（日）　1階展示室

コレ クション 展Ⅰ

小学生・中学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館コレクション展  ●世田谷美術館ミュージアム コレクション  ●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

割　引
引換券

世田谷文学館2階展示室　開催中～7月1日（日）　「地上最大の手塚治虫」展
　　　　 一般800円→700円　高校・大学生600円→500円　65歳以上・障害者400円→350円
　　　　 ※中学生以下は無料です。
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます。　※他の割引との併用はできません。

観覧料

■アニメ映画上映会
各回14:00～（30分前受付・開場、15:30～16:00
頃終了予定）
1階文学サロン　 当日先着150名　 無料

■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26日（土）11:00～16:00　2階講義室
1回100円／開催時間中随時受付　［協力］株式会社手塚プロダクション

「地上最大の手塚治虫」展

詳細はP1を
ご覧ください⇒

開催中～7月1日（日） 2階展示室

企　画　展

今年度前期のコレクショ
ン展では、下北沢・三軒
茶屋界隈に着目し、ゆか
りの作家とその作品を当
館収蔵資料によってご紹
介します。

主な作家
［下北沢］萩原朔太郎、宇野千代、横光利一、中村汀女、
森茉莉、坂口安吾、萩原葉子、大藪春彦ら
［三軒茶屋］芹沢光治良、三好達治、
林芙美子、山田風太郎、佐藤愛子ら

一般200（160）円、高校・大学生150（120）円、
小・中学生100（80）円、65歳以上・障害者100（80）円
※（　）内は20名以上の団体料金 
※企画展チケットでご覧いただけます
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人ならではの国語語語問題問題問題問 に関に すすするす 洞察洞察などなど 多、多くくの貴重貴重ななもものをを残残さ残されまれましした。
　井上氏のそのよのようななな多多面的な的的 業績は、あらためて総合的に考察することを求めているのではないか。かか
その課題に応えるるべくく、世世田谷田田谷文学文学館で館では井上氏上氏の業の業績に績に精通精通したした講師講師のの方 を々々をお迎お迎えしえしてて、講演演講演
シリーズを開催するるこることととととといたしました。数多くの読者の方々のご参加、ご協力を待望しております。

世田谷文学館 館長　菅野 昭正

『鉄腕アトム』第1巻　表紙画
（光文社、1956年6月1日発行）

手塚プロダクション

西村京太郎

各回14:00～15:30　1階文学サロン

各回抽選150名　 各回1,000円（全5回参加の場合は4,000円）　 往復ハガキ
（P8記入方法参照、連名可、1講座につき1通※）で当館「井上ひさしウィーク」係へ　
各開催日の2週間前（必着）　※全5回参加の場合は、1通に「全回参加」と明記のう

え、6月2日（必着）までに申込み

〈子ども文学館〉関 連 企 画

5月26日（土）「ある街角の物語」＋「展覧会の絵」＋「森の伝説PART-1」
6月  2日（土）「鉄腕アトム」史上最大のロボット前・後編2話＋最終話
追加上映決定！
6月  3日（日）

「鉄腕アトム」祭り　「鉄腕アトム」第1話＋「鉄腕アトム」アトムの初
恋＋「ASTRO BOY 鉄腕アトム」第1話

6月  9日（土）「ぼくの孫悟空」

7月  1日（日）アンコール上映「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

大藪春彦の世田谷での活動をたたえる記
念ミステリー講演会。第10回目となる本年
は、作家の西村京太郎氏をお迎えしてトーク
ショースタイルで開催します。
西村京太郎（作家）、聞き手：津田令子（ト

ラベルキャスター）
抽選150名　
500円　 往復

ハガキ（P8記入方法
参照、連名可）で当館
「大藪春彦記念ミス
テリー講演会」係へ
6月30日（必着）

 6月16日（土）「井上ひさし―小説の書き手として、読み手として」阿刀田高（作家）

 6月17日（日）「井上ひさし―自立と共生の街・ボローニャに恋して」横山眞理子（映像プロデューサー・作家）

 6月23日（土）「『藪原検校』―ことばが掘り出すもの」　小田島雄志（英文学者・演劇評論家）

 6月24日（日）「井上ひさし―稽古場から劇場へ」鵜山仁（演出家）

 6月30日（土）「遅筆堂への七本の道」小森陽一（東京大学教授・文芸評論家）

第10回大藪春彦記念
ミステリー講演会

7月14日（土）14:00～　1階文学サロン

会員割引対象

〒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/Li t e r a t u r e世田谷文学館

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　東京都世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

清川泰次のアトリエ Ⅰ

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　☎5450-9581
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

向井潤吉　陸
みち

奥
のく

への旅

割　引
引換券

世田谷美術館　1階展示室　開催中～7月1日（日）　「駒井哲郎 1920‒1976展」
　　　　　一般1,000円→900円　高校・大学生・65歳以上800円→700円
　　　　　小・中学生500円→450円
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます。
※他の割引との併用はできません。

観覧料

［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／高校・大学生150（120）円／65歳以上、小・中学生、障害者100（80）円
※（　）内は20名以上の団体料金 

世 田  谷  美  術  館  分  館

開催中～7月29日（日）
独自の抽象的な表現を探求
した清川泰次（1919-2000）
の1960年代の作品を中心
に紹介。雑誌『群像』（講談社）
の表紙に使われた作品など
16点を展示します。

開催中～7月29日（日）
陸
みち　のく

奥と呼ばれる、福島・宮城・岩手・青森は、
向井が好んで歩き描いた場所です。特に岩手
県には頻繁に訪れ、アトリエ館にある土蔵は
一関の旅館から移築され
るなどゆかりの深い場所
です。本展では向井が歩
き、描いた陸奥の風景を
集めて紹介します。
 向井潤吉《奥会津十月》1974年

清川泰次
《白の中のペールグリーン》

（『群像』1963年3月号表紙絵）
1962年

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中～5/27 第25回　世田谷美術館友の会会員作品展 第25回　世田谷美術館友の会会員作品展

5/29～6/3 Ｂallet展 パレット・サークル展
啓明水墨画会 サロン・ド・アマツール作品展

6/5～6/10
長島昭明・平永登与信「写真＆絵画」展 桜美会グループ展
第41回ミモザの会絵画展 第25回桂友展

6/12～6/17 雅風会絵画展 第5回ｍ-act展モロニ展9
6/19～6/24 彩アート展 月・水・木の会
月曜日は祝日のときは開館、翌火曜日を休館日とします。
■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時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

［デンハーグピアノ五重奏団］小川加恵
（フォルテピアノ）、高橋未希（ヴァイオリ
ン）、アダム・レーマー（ヴィオラ）、山本徹
（チェロ）、角谷朋紀（コントラバス）
［曲目］フンメル「ピアノ五重奏 変ホ短調 作
品87」、シューベルト「ピアノ五重奏 イ長調 
作品114〈ます〉」ほか　
抽選200名
入場無料　 往復

ハガキ（P8記入方法参
照）で当館へ　 7月
3日（火）（消印有効）
※詳細はHP参照

■講演会「わが師 駒井哲郎を語る」
6月2日（土）14:00～　講堂
中林忠良（版画家・東京藝術大

学名誉教授）、渡辺達正（版画家・
多摩美術大学教授）
当日先着150名（10:00よりエン

トランスで整理券配布）　 無料
※手話通訳付

■「100円ワークショップ」
6月30日まで展覧会期間中
毎週土曜日
13:00 ～15:00　地下創作室Ｃ
世界でたった一枚の版画を作ろう!
1回100 円　 随時受付

①6月9日②6月16日③6月30日④7月7日
（全て土曜日）全日とも13:30～17:00（現地
集合、解散）　※①のみ13:00～17:00
意匠を凝らした銭湯建築を鑑賞するととも
に、地域と共存する銭湯の役割を再考しま
す。全日程とも体験入浴あり。
［案内人］町田　忍（庶民文化研究家）ほか
［場所］①横須賀コース其の壱②横須賀コース
其の弐③横浜コース其の壱④横浜コース其
の弐　※コースの詳細はHP参照　※1日だけの参
加可（参加費1,000円）
16歳以上　 抽選30名　 3,000円（4
回分・交通費など実費は別）　 往復ハガキ
（P8記入方法参照）で当館「スカのゆ・ハマ
のゆ」係へ　 6月1日（消印有効）

　　　　　　　若き日のエッチャーの夢 1935-1960　開催中～5月27日（日）
※大幅な展示替を行うため、5月29日（火）は、本展展示室のみ特別休室いたします。

　　　　　　　夢をいざなう版の迷宮 1961-1976　5月30日（水）～7月1日（日）
日本の銅版画のパイオニア駒井哲郎。生涯にわたる作品を前期と後期に分けてご紹介いたします。
後期は、病におかされながらも鋭い感性によって表現された芸術の軌跡に迫ります。
一般1,000（800）円／高校・大学生・65歳以上800（640）円／小・中学生500（400）円

※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者の方は500円（介助の方1名までは無料）、小・中学生・高校・大学生の障害者の方は無料。
※本展に限り、入場券半券をお持ちいただくと、2回目のチケット購入時に観覧料が2割引になります。ぜひ、前・後期あわせて展覧会をお楽しみください。

福原コレクション

駒 井 哲 郎
1920 －1976

駒井哲郎 詩画集 『人それを呼んで反歌という』 
（1966年 エスパース画廊刊）表紙1965年

駒井哲郎 《帽子とビン》1975年
©Yoshiko Komai 2010 /JAA1000185

関 連 企 画■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　画　展 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー
（観覧無料）　※初日は午後から、最終日は16:00頃終了。
開催中～5/27 正藍型染と織　野田典子展

5/29～6/3 絵手紙展「私の大好きなもの、大切なもの」
（30日10:00から公開）

6/5～6/10 土遊びⅡ（6日10:00から公開）

6/12～6/17 1～3歳児向け可愛いアートTシャツの展示
（13日10:00から公開）

6/19～6/24 TEA Com.アートの会

プロムナード･コンサート
オリジナル楽器で聴く

～華麗なるピアノ五重奏の世界～
7月29日（日）14:00　講堂

― 建 築 意 匠 學 入 門 ―
スカのゆ・ハマのゆ

銭湯パラダイス初夏特別編

一 般200円（160円）／
高校・大学生150円（120
円）／65歳以上、小・中学
生、障害者（一般）100円（80
円）　※（　）内は20名以上の団
体料金 

「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、本郷新、
柳原義達、佐藤忠良、舟越保武らの作品を展示し、個々の表現世界と世田谷を
舞台にした交友の軌跡をご覧いただきます。

ミュージアムコレクションⅠ

世田谷アーティスト・コロニー
「白と黒の会」の仲間たち
開催中～6月17日（日）　2階展示室

向井潤吉《漂人》1946年

牧原くみ子（筝）、冨緒清津（三絃）、長谷川愛子
（胡弓）、黒田煌山（尺八）、高橋章子（フルート）
ほか　こども邦楽教室有志　司会：長谷川慎
［曲目］つるのおんがえし（映像と音楽）、瀬音、
春の海ほか　 1,000円（高校生以下無料）
世田谷三曲協会・牧原☎3426-4163

　　　　　　［前期］ 第Ⅰ部

［後期］ 第Ⅱ部

開催中～7月29日（日）
世田谷ゆかりの作家であ
る向井潤吉と宮本三郎。
同じ主題の二人の作品を
展示することで、画家と
しての特徴を比較し、ご
覧いただきます。

■6月のギャラリートーク
6月16日（土）14:00～（30分程度）
「戦前の向井潤吉と宮本三郎」
無料　 不要

6月26日（火）～7月1日（日） 10:00～18：00（最
終日は17時まで）　講座室
講座室でのはがき絵の展覧会。木曜日と土曜
日の13時から15時までは、定員先着20名
の自由参加のワークショップも行います。
［共催］宮本三郎記念美術館　地域の会
楽多の会　サークルゆうゆう
観覧及びワークショップ参加無料

宮本三郎《（不詳）兵士》
　1943年

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/
miyamoto.event@samuseum.gr.jp

同時代の二人―向井潤吉と宮本三郎

「心のふれあい　はがき絵展」

展 覧 会 関 連 企 画

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

世田谷美術館子どもコンサート企画
大人も楽しめる  子どものための
物語と邦楽のひととき　No.7
６月１０日（日）14:00～16:00　講堂

〒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
［開館時間］ 10:00～18:00（展覧会入場は17:30まで）  ［休館日］ 毎週月曜日世田谷美術館 Art

会員割引対象

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。
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岩井正（ＮＨＫ日本語センター）
朗読作品：三島由紀夫著「潮騒」
②水曜教室　シリーズ［名作を読む］
7月4、18、25日、8月1日　13:30～15:30
岩井正（ＮＨＫ日本語センター）

朗読作品：三島由紀夫著「潮騒」
③木曜教室
シリーズ［はじめての朗読］－初心者向け講座－
7月5、12、19、26日　13:30～15:30
金野正人（ＮＨＫ日本語センター）

朗読作品：太宰治著「女生徒」
④金曜教室
7月6、13、20、27日　13:30～15:30
松田喜和子（ＮＨＫ日本語センター）

朗読作品：池澤夏樹著「きみのためのバラ」
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、話し方
などを丁寧に指導します。ご都合にあわせて
受講曜日をお選びください。
申込先着15名　  せたがやアーツ

カード会員18,000円　一般20,000円（4回
分）　  （財）ＮＨＫ放送研修センター
☎3415-7121（受付時間9:00～18:00）
http://www.nhk-cti.jp/

西江雅之（1937－、言語学者・文化人類学
者）による初の大規模な写真展。「自分の皮膚
の外はみな異郷である」という西江が活写し
た約200点の写真と、映像および関連資料、
講演会を通
して、驚き
に満ちた異
郷の世界に
足を踏み入
れてみてく
ださい。
無料

　　　　　　　
❶ 「わたしと異郷」
6月2日（土）14:00～15:30　生活工房４Ｆ
❷ 「世界でことばを探る」
6月9日（土）14:00～15:30　生活工房４Ｆ
❸ 「世界で文化を考える」
6月16日（土）14:00～15:30　生活工房４Ｆ
※いずれも 西江雅之（言語学者・文化人類
学者）　 申込先着70名　 500円　 メー
ル（P8記入方法参照）または電話で生活工房へ

企　画　展

異郷　西江雅之写真展
開催中～6月17日（日）11:00～19:00
3F生活工房ギャラリー＆生活工房4F

会期中無休

地中海とトルコのイーネオヤ
6月24日（日）～7月22日（日） 9:00～20:00　
3F生活工房ギャラリー　会期中無休
　慣習・宗教上の理由から、髪の毛をスカーフで覆っているトルコの女性たち。その
スカーフの縁を彩る飾りが、「オヤ」と呼ばれるレース編みです。
　トルコでは手先の器用な女性が評価されるので、嫁入りの際にはさまざまな手芸
品を持参し、披露することになっています。オヤは持参品の中でも重要な位置を占め
るため、嫁入りの何年も前から母親や親類たちと一緒に用意します。
　オヤには使う道具・手法や素材によってさまざまな種類がありますが、中でもイー
ネオヤは最も古いとされています。1本の縫い針（イーネ）と糸のみを使用し、結び目
を作る作業の連続によって、繊細なモチーフを編み上げていくイーネオヤ。現代では
作る人もだいぶん少なくなってしまいましたが、「オヤがなければ嫁にいけない」とい
う地域もいくつも残っています。
　本展では、地中海沿いの町・アンタルヤにトルコ伝統手工芸の店を構える野中幾美
さん所蔵の、貴重なイーネオヤほか関連資料約100点を展示します。地域ごとの特
色や風習などを紹介しながら、トルコの女性たちが母から娘へと伝え続けてきた手
しごとの美しさに迫ります。

❶イーネオヤ・ワークショップ
7月1日（日）「ステッチの練習～コースターの縁飾り」 
7月8日（日）「モチーフに挑戦～アサガオのストラップ」
【1回目】10:00～12:30　【2回目】14:30～17:00
生活工房5Ｆ ※各日の1回目・2回目の内容は同じ
日常の小物にも取り入れやすい、オヤの基本を学ぶ体験コースです。
いずれも 小島優子（オヤの会講師）　 高校生以上　 各回申込先
着10名　 各回2,000円（材料費込み）

❷講演会「イーネオヤを訪ねて」
7月16日（月・祝）14:00～15:30　生活工房4Ｆ
15年にわたり、トルコ各地の村々を訪ね歩いてその土地ならではの
オヤと出合ってきた野中氏。
現地の写真を多数交えながら解説していただきます。
野中幾美（「ミフリ」代表）　 申込先着70名　 500円

入場無料

関 連 企 画

７つの海と手しごと　第３の海

❶❷いずれもメール（P8記入方法参照、❶は希望日時と年齢も明記）または電話で生活工房へ

上:ストラップ 　下2枚:コースター

上で行いながら話し合います。 ※詳細HP参照
［企画進行］市民活動支援コーナー／NPO法人
国際ボランティア学生協会
生活工房市民活動支援コーナー登録団体の
方、または市民活動をしている方（個人も可）　
申込先着60名　 500円　 6月15日以

降、メール（P8記入方法参照、団体名も明記）
または電話で市民活動支援コーナー（ info@
shimin-yoyaku.setagaya-ldc.net　☎5432-
1511 月曜定休）へ

赤ちゃん向け絵本の定番
として親しまれ、海外で
も出版されている『くっつ
いた』の制作にまつわる
裏話を、 作者の三浦太郎
さんにお聞きします。
三浦太郎（絵本作家）　 読み聞かせをし

ている、またはしてみたい方　 抽選30名　
100円（資料代込み）　 往復ハガキ（P8記

入方法参照、団体所属の方は団体名も明記）
で生活工房へ　 6月4日必着

①水曜午前教室　シリーズ［名作を読む］
7月4、18、25日、8月1日　10:30～12:30

講　演　会
絵本『くっついた』誕生のひみつ

朗読講座　豊かなことばの世界

6月19日（火）10:00～12:00　生活工房５F

【西江雅之講演会】

2Ｆギャラリーカフェくりっく壁面展示
8:00～22:00（土・日・祝は11:00～21:00）
開催中～6/16（土） 「デジタルカメラで遊ぶ」

6/17日（日）～7/14（土）「お庭」―クラフトアートkoko＆花音

“これからの世田谷に本当に必要なこと”を
テーマにした連続講座・知の航海。第1回目
は思想家・人類学者の中沢新一氏を講師に迎
え、私たちが自然とつな
がりを作りながら、自律
して生活するための「世
田谷モジュール」につい
てお話しいただきます。
中沢新一（思想家・人類学者、明治大学

野生の科学研究所所長）　 申込先着70名　
1,000円　 メール（P8記入方法参照）ま
たは電話で生活工房へ

大地震などの緊急事態は時間と場所を選びま
せん。外出先や仲間たちとの市民活動中に、
もし首都直下型地震が起きたら、私たちはど
んな行動ができるのでしょう？　本企画は、
講師とともに災害時のシミュレーションを図

知の航海2012　Vol.１
ぐるぐるエネルゴロジー

世田谷暮らしの
モノ・コト・ココロの循環を作り替える

市民活動支援コーナー企画
災害対応図上訓練
大地震が発生したら、

私たちはどう行動すべきか？

7月1日（日）14:00～15:30　生活工房4F

7月22日（日）14:00～17:00　生活工房５F

中沢新一

野中幾美

〒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/生 活 工 房 Des ign

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

会員割引対象

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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その他の公演はP7をご覧ください

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

チケットの ☎5432-1515申し込みお問い合わせ

せたがや文化財団では、世田谷区との共催で文化・芸術分野で活躍する将来性のある
若手アーティストの創作活動を奨励・支援する芸術賞「世田谷区芸術アワード“飛翔”」
を開催します。募集は〈生活デザイン〉〈舞台芸術〉〈音楽〉〈美術〉〈文学〉の5つの部門で
す。受賞者には、創作支援金を交付し、区およびせたがや文化財団の支援のもと、2013
年度に区内施設等で作品を発表していただきます。あなたの才能、待っています！
●募集要項は、ホームページ（せたがや文化財団、世田谷区）ほか、世田谷文化生活情報センター、世田谷
美術館、世田谷文学館、区内出張所、まちづくりセンター、図書館で入手できます。

■■■ 応募資格 ■■■
・メンバーに世田谷区内在住・在学・在勤の方がいること
・全員がアマチュア（作詞・作曲・演奏など音楽活動を職業としていない方）
　であること
・メンバーの平均年齢が40歳以上であること
・開催日および前日のリハーサルに参加できること
■■■ 募集期間 ■■■ 
9月1日（土）～9月30日（日） 
■■■ 申込方法 ■■■    
参加申込書（ＨＰからダウンロード）と、演奏が収録された音源（CD、MD、ファ
イナライズDVD等）を一緒に、音楽事業部に持参または郵送
■■■ 審査員 ■■■
エド山口　他　　　　　　　　　　　　　　　　 ※詳細はHPをご覧ください

ジョン･ケージ生誕100年記念プロジェクト

　　　　　　 中川賢一 現代音楽レクチャーコンサート
　　　　　　 ～現代音楽の迷宮へようこそ。～
6月2日（土）18:00開演　サロン・テッセラ
一切の音を出さずに演奏する「4分33秒」（ジョン・ケージ作曲）をはじめ、
20世紀を代表する音楽家たちの作品をひも解いていきます。
［出演］中川賢一（演奏／おはなし）
［曲目］ メシアン：「幼子イエスに注ぐ20の眼差し」より抜粋、カーゲル：MM51、
武満徹：雨の樹素描Ⅱ －オリヴィエ・メシアンの追悼に－　他
全席自由　 2,000円　※未就学児童入場不可

アルディッティ弦楽四重奏団＋野村萬斎／中川賢一
～ケージの中の日本～
9月12日（水）19:00開演　世田谷パブリックシアター
［出演］アルディッティ弦楽四重奏団　野村萬斎　中川賢一
［曲目］ジョン・ケージ：4部の弦楽四重奏曲〔＋野村萬斎〕、
Five3〔＋中川賢一〕　他　※曲目は予告なく変更する場合があります
全席指定　 せたがやアーツカード会員　S席5,300円　A席4,300円
　　　　　　一般S席5,500円　A席4,500円　※未就学児童入場不可　   

関 連 企 画

■■■ 大会概要 ■■■
◆テープ審査（予選）
・応募資料をもとに、審査委員および音楽事業部による審査
◆決勝大会 2013年2月17日（日）13:00開演　烏山区民会館
・テープ審査通過の10団体による演奏（約10分ずつ）
・審査委員による審査

世田谷パブリックシアター友の会会員先行予約・割引あり　 車椅子スペースあり（定員有・要予約）　 託児スペースあり（定員有・要予約）　※詳細はP7へ。

若 手
アーティストを
応援します！

■１日目〈7月21日（土）〉
～ワークショップ ～
①小学1～3年生
　13:00～14:30
②小学4～6年生
　16:00～17:30
■２日目〈7月22日（日）〉
～ワークショップ＆コンサート～
① ② 14:00～16:00
※１日だけの参加は募集しておりません

　　　　　　 中川賢一 現代音楽ワークショップ
　　　　　　 ～サイコロで作曲しよう!～
7月21日（土）・22日（日）
三茶しゃれなあどオリオン
絵や言葉（もしかすると味でも匂いでも!?）、何でも“音
楽”にしてしまうピアノの魔術師・中川賢一さんと一緒
に、サイコロをふって作曲したり、面白い楽譜で遊んだ
り、不思議な音を体験したり…。
2日間で音楽ともっともっと仲良くなれるワークショッ
プです。
申込先着 各20名　 1,500円　
 5432-1536、 info@setagayamusic-pd.com

（P8記入方法参照、学年を明記）で音楽
事業部「ワークショップ」係へ

関 連 企 画

今年のアマチュアライブは
バンドバトル！！
世田谷の音楽好きによるパフォーマンスの場として、
毎年バラエティ豊かなプログラムをおおくりしてい
る「アマチュアスペシャルライブ」。今年は「バンド」
をテーマに参加者を募集します。
60’s・70’s、空前のバンドブームに青春時代をすご
した“いけてる”オヤジたち。今も消えることのない
その情熱をぶつけてみませんか？

せたがやバンドバトル

集まれ
GS世代！

1 応募資格
　将来にわたって、文化・芸術活動を継続的に展開していく意志・意欲のある個人また
はグループで、次の（1）～（6）の要件すべてを満たしていること。
（1）下記①か②のいずれか、または両方を満たすこと
　 ①世田谷区内に在住・在学（高校・大学・大学院・専門学校など）・在勤、また　  
　 は主な活動場所を設けて文化・芸術の創造・創作活動を継続的に行っていること
　 ②世田谷を舞台とした、もしくはイメージした作品。または世田谷にゆかりの人物・
　 歴史・出来事などをモチーフとした作品を制作できること（こちらの枠で応募の場 
　 合は、翌年度に予定している受賞記念の発表作品についても同様とします）
（2）個人の場合は、2012年4月2日現在で15歳以上35歳以下であること
（3）グループの場合は、2名以上で、代表者が上記（1）の①または②を満たし、かつ上記 
　 （2）に該当すること
（4）受賞した場合、翌2013年度内の主催者が設定する時期および会場で作品等を展 
　 示・発表できること
（5）過去に本アワード芸術賞を受賞した経験のないこと
（6）各部門で示すその他の要件を満たすこと
※詳しくは、各部門の応募資格欄をご覧ください

2 応募方法・応募先
　ご自身の創作活動について応募する「自薦方式」とします。共通応募用紙に、必要事
項を記入のうえ、各部門の審査に必要な応募資料等も作成し、あわせて、各分門の「ア
ワード係」までお送りください。
※具体的な応募方法および応募資料については、部門ごとの募集要項をご覧ください

３ 応募締切
2012年9月2日（日）消印有効
※応募受付の開始の時期は、部門ごとの募集要項をご覧ください

４ 受賞人数と発表支援
◆芸術アワード“飛翔”5名（または5グループ）以内
◆創作支援金50万円（うち30万円は、受賞記念発表の必要経費の支援として、翌 　
　2013年4月以降に支給します）
◆翌2013年4月以降の受賞記念発表に向けて、一定の支援をします
※詳しくは、部門ごとの受賞記念発表欄をご覧ください

５ 結果発表および通知
選考結果は、応募者全員に対して11月12日（月）頃に郵送によりお知らせします。

●芸術アワード全体に関すること
世田谷区文化・国際課「アワード事務局」　
〒154-8504　世田谷区世田谷4-21-27　☎5432-2124　 5432-3005
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/menu/subtop02.html

●各部門のお問い合わせ
〈生活デザイン〉 部門
　世田谷文化生活情報センター生活工房「アワード係」　☎5432-1543
〈舞台芸術〉 部門
　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「アワード係」
☎5432-1526
〈音楽〉 部門
　世田谷文化生活情報センター音楽事業部「アワード係」　☎5432-1535
〈美術〉 部門
　世田谷美術館「アワード係」　☎3415-6011
〈文学〉 部門
　世田谷文学館「アワード係」　☎5374-9111

共通募集要項 お問い合わせ

世田谷区制
80 周 年

グループサウンズ

中川賢一

〒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/Musi c音楽事業部

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

まもなく開催

6月10日（日）募集開始

会員先行発売・割引対象（世田谷区民割引は、「せたがやアーツカード会員割引」となりました。）

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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ユース パフォーマンスジャズ フォー キッズ

■公演情報
『YOUTH-PERFORMANCE 2012』　［会場］シアタートラム
8月14日（火）14:00/19:00 開演　
※14:00の回はポストトークあり（本公演チケットをお持ちの方、入場可）
トバズニハ（中学生・高校生からなるユースメンバー）
伊藤キム　 楠原竜也　棚川寛子

  せたがやアーツカード会員　6/9（土）発売 2,200円
　一般　6/10（日）発売 2,400円　高校生以下1,000円（要年齢確認）
     未就学児童入場不可　
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

劇場開館15周年を記念して立ち上げた、この
プロジェクトは、振付家・演出家の伊藤キムを
総合演出に迎えて、中高生とともにダンス、演
劇、音楽などを経験し、作品づくりをしていく
というもの。3月からメンバーを募り、体験ワー
クショップを経て“トバズニハ”というグループ
を結成しました。5月末から本番に向けて本格
的なワークショッ
プを開始。彼らの
柔軟なアタマとカ
ラダから生まれる
パフォーマンスに、
どうぞご期待くだ
さい！

「考えるワークショップ」とは、毎回キーワードを掲げて、集まった人たちが一緒に「考える」
ワークショップです。ある結論をだしたり、演劇作品をつくったり、技術を磨いたりすること
を目的としているものではありません。「みんなで考える」。それがスタートであり、ゴール
です。とはいえ、あくまで、演劇ワークショップ。 身体を動かしたり、他の人の言葉や考えに
触れたり、そこから想像をめぐらせたり・・・ 「演劇」を通して、「いま、みんなで、考えたいこと」
を考えていきます。 今回のキーワードは「子育て」です。頭とカラダ、全身で考えてみません
か？　※特別なご用意はありませんが、小さなお子さん連れの方も大歓迎です

5 6
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 305/25 ～ 6/302012

シアター
スケジュール

ス・カンパニー公演　朗シス・カンパニー公 　朗読読 宮沢賢治が伝えること』『宮沢賢治が伝える と』
こまつ座＆世田谷パブリックシアこまつ座＆世 谷パブリ クシアターー『藪原検校』　～7/『藪原検校 ～ /1までまで

イキウメ『ミッション』
『南部高速道路』

康本雅子カンパニー
『絶交わる子、ポンッ』　
～7/1まで

世田谷パブリックシアター

シアタートラム 前川知大　　　小川絵梨子　　イキウメ　 川知大　 小川絵 子　 イ ウメ ☎373 15--0940940

　栗山民也　　シス・カンパニ栗山民也 シス・ ンパニー　☎☎ 4254 3-5905 06

日野皓正presents “Jazz for Kids” 
“ドリームジャズバンド”ワークショップ開始!

YOUTH-PERFORMANCE 2012

■公演情報
日野皓正 presents “Jazz for Kids”　［会場］世田谷パブリックシアター
8月11日（土）15:00開演　『日野皓正 Live』　※DJB plus＋によるオープニングアクトあり
日野皓正（Tp） 石井彰（Pf） 日野"JINO"賢二（EB） 須川崇志（B） 田中徳崇（Ds）

8月12日（日）14:00開演　『Dream Jazz Band 8th Annual Concert』　
Dream Jazz Band　日野皓正　ほか講師ミュージシャン
  せたがやアーツカード会員　6/9（土） 発売 3,800円
　 一般　6/10（日）発売4,000円　高校生以下2,000円（要年齢確認）　      ※4歳未満のお子様も、お席が
必要な場合は要チケット。未就学児童も入場可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
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

 考えるワークショップ2012

「子育て」を考えるワークショップ

［時間］10:00～12:00
［会場］キャロットタワー４F　ワークショップルームA

阿部初美（演出家）
子育てに関心のある方ならどなたでも　 先着15名程度　 1回500円　 ①希望日時 

②氏名（ふりがな） ③住所 ④電話番号 ⑤年齢 ⑥ひとことをご記入の上、郵送かFAXまたは劇場
HPから、右記担当まで　 世田谷パブリックシアター／学芸「考えるワークショップ」担当

開館15周年記念
プロのアーティストと
一緒につくる
パフォーマンス

発 売 開 始 発 売 開 始

☆Dream Jazz Bandとは…世田谷区立の中学生を対象とした「才能
の芽を育てる体験学習事業“Dream Jazz Band Workshop”」（世田
谷区教育委員会主催・世田谷パブリックシアター企画制作）で結成
される中学生ビッグバンド。日野皓正を校長に迎え、ジャズを通し
て自己を表現することを体験し、子どもたちの夢をはぐくむことを
目的としています。

劇場へなかなか足を運べない方々にも気軽にお芝居を楽しんでいただこうと、毎年、区内の
高齢者施設にでかけて上演している、「あっとほーむ公演」。この公演をより多くの方々に観て
体験していただきたく、特別お披露目公演に抽選で20名様をご招待いたします。『チャチャ
チャのチャーリー』は、人間の女の子に恋をしてしまった人形が、自分の想いを伝えようと大
奮闘する物語。脚本・演出は第56回岸田國士戯曲賞を受賞したノゾエ征爾。歌ありパントマ
イムあり、どなたにでも楽しんでいただけます。
ふるってご応募ください！

［ご招待日］6月15日（金）10:10開演　※上演時間40分
［会場］三軒茶屋キャロットタワー26階　展望ロビー
※お客様は設営された椅子でご覧いただきます
  ノゾエ征爾　
山本光洋　石村みか　たにぐちいくこ
世田谷区在住の方　 抽選20名　 ハガキかFAXに、

「チャーリー希望」と明記し、①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話番号 ④性別 ⑤年齢
⑥申込希望人数（3名まで）をご記入の上、下記担当まで 6/4（月）必着　※結果は6/10（日）まで
に当選者のみにご連絡します　 世田谷パブリックシアター／「チャーリー26階公演」担当

Dream Jazz Band 2012メンバー

 “トバズニハ” 結成！

世田谷パブリックシアター＠
あ っ と ほ ー む

ホーム公演

チャチャチャのチャーリー
～たとえば、恋をした人形の物語～

［日程］　※全6回。途中からの参加、1回のみの参加も可能です。
❶ 5月15日（火）  ※終了しました　
❷ 5月19日（土）  ※終了しました　

❺ 6月23日（土）
❻ 6月30日（土）

❸ 5月29日（火）
❹ 6月12日（火）

撮影：姫田蘭

参 加 者 募 集 ！

今年で8年目を迎える“Jazz for Kids”。日野クイ
ンテットの本格ジャズライブと、“ドリームジャズ 
バンド（通称：ドリバン）”のコンサートで世田谷
の夏を熱く盛り上げます。世田谷区立の中学生か
らなるドリバンは、約4カ月間に及ぶワークショッ
プを経て本番に臨みます。4月29日の開講式で
は、校長である日野が新メンバーに向けて「ワーク
ショップの間、僕も講師のみんなも厳しいです。い
つも怒っています（笑）。でも、怒るのは音楽や君た
ちに愛情をもっているから。これまでのメンバー
は、その心を理解して勇気をもってぶつかってき
てくれました。僕たちのパワーが、東北の被災地
の皆さんを元気づけられるくらい頑張りましょ
う！」と力強く語りました。ドリバンの成長と夏の
ステージを、お楽しみに！

今年年年年年今年年今年でで8で8で8で8で8年年年目年年年年目年年年年目年年年年目年目年目を迎を迎を迎を迎を迎を迎えるえるえるえるえるえるるえる

“Dream Jazz Band Concert” 
撮影：青柳聡

中高生、夏に向けて始動!!

世田谷区民世田世田世田世田世田世田世田世田世田谷区谷区谷区谷区谷区谷区谷区谷区谷区区民民民民民民民民民民
招待招待ご招待ごごごごごごごごごご招招招招招招招招招招待待待待待待待待待待待

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

中高生、夏に向けて始動!!

伊藤キム　撮影：竹田岳 楠原竜也 棚川寛子

伊藤キム『激しい庭』より
撮影： 阿波根治

会員先行発売・割引対象（世田谷区民割引は、「せたがやアーツカード会員割引」となりました。）

〒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.jp/世田谷パブリックシアター Thea t r e世 田 谷

文 化 生 活
情報センター

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

割引サービス／観劇サポート　 世田谷パブリックシアターチケットセンター

Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録、枚数限定） 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。オンラインのみ取扱。
高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認） 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。
車椅子スペースあり（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

託児サービスあり（定員有・要予約）　
生後6カ月～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
世田谷パブリックシアター友の会会員
先行予約・割引あり

●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。

入会金・年会費無料!

会員募集中
15歳以上の世田谷区民の方
せたがや文化財団各施設で
多彩な特典が利用できます。

　　　　　　　　　  事務局
☎5432-1548 　　　　　　　

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも
お引取りが可能です。　手数料105円／1枚

携帯 http://setagaya-pt.jp/m/
P C http://setagaya-pt.jp/ 電話で   ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00

 窓口で   三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階　10:00～19:00
オンラインで
 （要事前登録・

登録料無料）　

田園
都市
線

世田谷通り

キャロット
タワー

キャロット
タワー

三軒茶屋駅

三軒
茶屋
駅

世田谷線

地下連絡通路

至 渋谷

▲

マクドナルド

世田谷パブリックシアター（3F）
世田谷
パブリックシアター
チケットセンター（5F）

シアタートラム（1F）

世田谷区在住の15歳以上の方を対象としたサービスです。公益財団法人せたがや文化財団が発行する「せたがやアーツカード」にお申
込みいただくと、世田谷パブリックシアターチケットセンター（電話・窓口）及びオンラインチケットにてご予約・ご購入いただけます。

会員先行発売・割引対象（世田谷区民割引は、「せたがやアーツカード会員割引」となりました。）

会員先行予約・割引（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）

T世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 世田谷パブリックシアター／シアタートラムと音楽事業部の公演チケットを
取り扱っています。

i c k e t  I n f o rma t i on

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

7/28（土）～8/5（日）

8/24（金）～9/9（日）

未就学児童
入場不可

8/2425 2726 282930

12:30
13:30
17:30
18:30

休
演

演 劇

演 劇

『クリンドルクラックス！』

FANCL presents 『英国王のスピーチ』

発売中

 井上ひさし  栗山民也   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）

◀6/19（火）以降、（月）休演、（火）（木）（金）（日）13:00但し29（金）は18:30、（水）（土）13:00/18:30

▲8/4（土）以降、（土）13:00、
（日）12:00/17:00

▲8/31（金）以降、（月）休演、（火）（木）13:30/18:30、（水）（金）13:30但し9/7は18:30、（土）12:30/17:30、（日）12:30、9/2（日）17:30は貸切

未就学児童
入場不可

ダンス 大駱駝艦・天賦典式 創立40周年公演　『ウイルス』

ダンス 『トヨタコレオグラフィーアワード2012
～次代を担う振付家の発掘～ネクステージ（最終審査会）』

7/5（木）～8（日）

7/22（日） 15:00開演

才能あふれる振付家の発掘と育成を目指す本アワード。
公募から選ばれたファイナリスト6名が登場！

英国・人気児童文学作家の代表作を舞台化。大人も心躍るヒーロー物語。

アカデミー賞４冠映画の舞台化。“吃音”に悩み苦しむ王の涙と感動の物語。

   麿赤兒
 村松卓矢　向雲太郎　田村一行　我妻恵美子　高桑晶子　鉾久奈緒美　他
  S席 4,400円　一般 S席 4,500円　A席（3F整理番号付自由）3,000円
大駱駝艦　☎0422-21-4984

 （五十音順） 岡本優　北尾亘　篠田千明　鈴木優理子　関かおり　竹内梓　※上演順未定
  割引はございません　一般 A席 3,000円　B席 2,500円（3F）
トヨタコレオグラフィーアワード事務局　☎3373-1166（平日13:00～19:00）

7/5 6 87

19:30
15:00

未就学児童
入場不可

５歳未満
入場不可

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

音 楽 『久世光彦 マイ・ラスト・ソング
～あなたは最後に何を聞きたいか～』

7/14（土） 18:30開演
     15（日） 15:00開演

 浜田真理子（歌・ピアノ）／小泉今日子（朗読）
  佐藤剛［ファイブディー・ラボ］
  6,100円  一般 6,300円 ※3歳以上要チケット  ディスクガレージ ☎050-5533-0888

7/28 8/129 3130 2 3

13:00
14:00

19:00
18:00
17:00

ポストトークあり

8/8 9 1110

19:30
15:00

ポストトークあり

6/1213 1514 161718

13:00
18:30

休
演

発売中

発売中

発売中

 フィリップ・リドリー　  谷賢一　  陰山恭行
 阿久津愼太郎　伊阪達也　小野健斗／酒井敏也　宮地雅子　

大河内浩／鈴木勝秀　小田豊　ぼくもとさきこ　西本裕行／
ROLLY　安寿ミラ
  6,100円　一般 6,300円
ラスキンシート（高校生以下）3,150円 
石井光三オフィス　☎5428-8736（平日12:00～19:00）

 デヴィッド・サイドラー　  鈴木裕美　  倉持裕
 東山紀之　安田成美   近藤芳正   葛山信吾   西尾まり   有福正志   久保酎吉   高橋長英   ラサール石井

  割引はございません　一般 S席 11,000円　A席 9,000円
●アーツカード先行抽選電話予約：［エントリー期間］6/6（水）12:00～10（日）23:59
［特電（ローソンチケット）］☎0570-084-228　［専用Lコード］34263
［当落確認及び引取期間］6/15（金）12:00～17（日）23:00（電話のみ受付、店頭・オンラインなし） 
※先行抽選チケットのお引換はローソン店舗のみ

  長塚圭史　  フリオ・コルタサル　
 （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
  4,700円　一般 5,000円　○プレビュー4,000円
　　　　 世田谷パブリックシアターチケットセンター

▲6/11（月）以降、（月）（木）（金）19:00但し21（木）は14:00も、（火）14:00/19:00、（水）休演、（土）13:00/18:00、（日）14:00

6/4 5 76 8 9 1011

14:00
13:00

18:00
19:00

ポストトークあり 6/14（木）・15（金）もプレビュー公演

休
演

7/6（金）～15（日）

ダンス

ダンス

康本雅子カンパニー　『絶交わる子、ポンッ』

まことクラヴ＋　新作公演 『密 室 （みっしつ）』

6/28（木）～7/1（日）

8/8（水）～11（土）

演 劇 演劇集団 円　『ガリレイの生涯』

日常の風景の中に“非日常”のダンスを織り込む。客演陣との化学反応にも期待！

『野ブタ。をプロデュース』『Q10』等の木皿泉が描く、ヴァンパイアと人間の物語。

  康本雅子
 あらた真生　遠田誠　菊沢将憲　小山まさし　下司尚実　鈴木美奈子　泊麻衣子

（整理番号付自由席・日時指定）　  3,600円　一般 3,800円
学生 3,500円　※当日要学生証　 プリコグ　☎3423-8669 

 ベルトルト・ブレヒト　  森新太郎　
 吉見一豊　野村昇史　柏木隆太　高林由紀子　大谷朗　小川隆市　中平良夫

山崎健二  廣田行生  伊藤昌一  青山伊津美  福井裕子  石田登星  田原正治  他
  5,300円　一般 5,500円　※学生・ペアチケットは のみ取扱
演劇集団 円　☎5828-0654

▲7/13（金）以降、（金）18:30、
（土）（日）14:00

7/6 7 98 101112

13:00
14:00
18:30

6/2829 7/130

15:00
19:30

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

    遠田誠
 荒悠平  入手杏奈  江戸川卍丸  王下貴司  長井江里奈　

向雲太郎　澤田有紀  高橋美和子+森下真樹（歌）　他
  3,100円   一般 3,200円   ハイウッド   ☎3320-7217

8/27（月）～9/9（日）演 劇 木皿泉×内藤裕敬　『すうねるところ』
未就学児童
入場不可

4歳未満
入場不可

8/2728 3029 31

14:00
19:00

休
演

 木皿泉　  内藤裕敬　  薬師丸ひろ子　篠井英介　村井良大　萩原聖人
  6,600円　一般 6,800円
サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337

せたがやジュニアオーケストラによる演奏と、こんにゃく座による“歌のス
テージ”の2本立てです。　※終演後に「楽器体験コーナー」を実施します。
 1.せたがやジュニアオーケストラ バレエ組曲「ガイーヌ」「バラの乙女たちの踊り」「剣の舞」　他

2.こんにゃく座 歌のステージ≪林からきこえる森のうた≫三十五億年のサーカス（詩:佐藤信　曲:林光）　他
  1,800円　一般 2,000円  子ども（4歳～中学生）500円

世田谷パブリックシアター（主劇場） シアタートラム（小劇場）

7/19（木）～30（月）演 劇 『千に砕け散る空の星』

 デヴィッド・エルドリッジ　ロバート・ホルマン　サイモン・スティーヴンズ

◀7/26（木）以降、（月）（日）14:00、（木）14:00/19:00、（金）19:00、（土）13:00/18:00

▲9/1（土）以降、（月）（金）19:00、（火）（木）14:00/19:00、（水）休演、（土）13:00/18:00、（日）13:00

7/1920 2221 232425

14:00
13:00

18:00
19:00
ポストトークあり 7/26（木）19:00も

休
演

 上村聡史　  中嶋しゅう　大滝寛　中村彰男　古河耕史　牧田哲也
碓井将大　安藤サクラ／西尾まり　倉野章子
  4,700円  一般 5,000円  ゴーチ・ブラザーズ  ☎6809-7125

未就学児童
入場不可

音  楽  事  業  部  主  催 
発売中7/29 （日） 15:00開演

世田谷区民会館
音 楽 夏休みファミリーコンサート

こんにゃく座＆ジュニアオーケストラサマーフェスタ

  S席 8,300円　一般 S席 8,500円　A席 6,500円
世田谷パブリックシアターチケットセンター

　　  6/3（日）
一般  6/9（土）

発　売
開始日

　　  6/5（火）
一般  6/6（水）

発　売
開始日

発売中

発売中

発売中

6/4（月）～24（日）演 劇 『南部高速道路』 発売中6/12（火）～7/1（日）演 劇 こまつ座＆世田谷パブリックシアター公演
『藪原検校 （やぶはらけんぎょう）』

　　  6/8（金）
一般  6/9（土）

発　売
開始日

　　  6/6（水）
一般  6/23（土）※発売初日は　特電のみ

発　売
開始日

●一般発売日：6/23（土）10:00～18:00　［特電］☎0570-084-636（初日
のみ店頭・オンラインなし）　6/24（日）以降、劇場チケットセンターへ
※お一人様1公演6枚まで　※車椅子のお客様は、公演前日までに へ
サンライズプロモーション東京  ☎0570-00-3337

sachiko
horasawa

まことクラヴ『事情地域』より※当日要学生証
　枚数限定

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



2012年5月25日 8①イベント名  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・氏名をご記入下さい。
●宛先は各記事申込み先へ ●重複申込み不可 ●特別に条件がある場合は明示します。 ●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

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/

Sports はアイディクラブ協賛会員割引対象　 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（記入方法参照、参加希望教室、学年、年齢、性別を明記）でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

種　目 曜　日 対　象 総合監修
世田谷アスレティクスアカデミー 毎週水曜 小学1年生～中学生以上 高野　進
世田谷フットボールアカデミー 毎週火曜・水曜 幼児～中学3年生 北澤　豪
世田谷器械運動アカデミー 毎週木曜 幼児～中学3年生 高橋正典
世田谷柔道アカデミー 毎週金曜 幼児～小学6年生 瀧本　誠
世田谷ベースボールアカデミー 毎週水曜・木曜 幼児～小学6年生 倉田　誠
世田谷スイミングアカデミー 毎週木曜 幼児～中学3年生 飯沼誠司
世田谷テニスアカデミー 毎週水曜 小学1年生～中学3年生 坂井利彰

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

3ヶ月継続して運動します。親子体操・ヨガ・
ピラティス・骨盤ストレッチなど。一部託児
サービスもあります。
※詳細はスポーツ振興財団ホームページまた
は各施設に問い合わせ
①総合運動場
プログラムにより異なる　 7,200円～
先着順　※託児サービス希望者は6月10日
必着
　 ②千歳温水プール
プログラムにより異なる　 5,600円～
6月1日必着／抽選　  ①②ともハガキ・

FAX（記入方法参照）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　 3417-1734）
②千歳温水プール管理事務所（〒156-0055 
船橋7-9-1 ☎3789-3911　 3789-3912）

こんな効果があります！！
○腰痛・膝痛をおこさない歩き方の習得
○正しい姿勢の維持
○運動効果が出る歩き方の習得
小学生以上　 先着60名　 大人1,000

円　高校生以下500円　  ハガキ・FAX
（記入方法参照）で総合運動場体育館へ
（〒157-0074大蔵4-7-1 ☎3417-4276
3417-1734）　 6月8日（必着）

18歳以上　 抽選40名　 4,000円
6月6日（必着）

［コース］→徒歩、⇒バス他
世田谷区役所⇒調布IC⇒（中央道）⇒諏訪南
IC⇒富士見パノラマスキー場山麓駅→山頂駅
→マナスル山荘→入笠山頂→マナスル山荘→
山頂駅⇒富士見パノラマスキー場山麓駅⇒諏
訪南IC⇒（中央道）⇒調布IC⇒世田谷区役所　
歩程時間：2時間程度
※コースは変更になる場合があります。
※昼食持参・トレッキングシューズ着用・物
品等の貸し出しはございません。

①バスケットボール教室　毎週火曜（全4回）
 キッズ（5歳～小学3年）17:10～18:20
　 ミニ（小学3年～6年） 17:10～19:00
　 ジュニア（小学6年～高校生） 19:10～21:40
各40名　 各2,400円（月謝制）　※1回の

みの参加は800円
②コース型フィットネス教室
婦人体操（月曜・水曜）　ヨガ（火曜・土曜）
気功（木曜）　健康体操（金曜）
詳細はホームページをご覧いただくか直接お
問い合わせください。
 ①大蔵第二運動場管理事務所（大蔵4-7
☎3416-1212　 3416-1777） へ
②はトレーニングルーム（☎3749-2223）へ　
※いずれも先着

スポ・レクネットに登録し、地域で活動しま
せんか。
スポ・レクネットは指導者を必要としてい
るクラブや学校の部活動等に既定の講習会
を受講し登録された指導者を紹介する制度
です。基礎講習会を受講された方は「ボラン
ティア指導者」「部活動指導者」に登録できま
す。（制度・受講科目の詳細についてはホー

［種目］中長距離　 原則高校生以上  1種
目1,000円／応募多数の場合抽選　 所定
の申込書を郵送またはFAXでスポーツ振興財
団へ。 6月14日（必着）　※種目、時間な
どの詳細は要項参照。

区連盟登録者、区内在住・在勤者
［種目］スキート・トラップ　 4R 7,000円　
当日直接会場へ　 区クレー射撃連盟・

河村（☎090-3068-8990）

区連盟加入クラブ及び区内在住・在勤・
在学クラブ　［内容］軽体操・リズムダンス・
ゲーム　 無料　 当日自由参加　 区健
康体操連盟・宮本（〒157-0074 大蔵6-18-
7-401　☎3749-3406）

［種目］基本の部（小中高生の部）（一般の部）・
演技競技（段外の部）（有段の部）・個人試合（段
外の部）（有段の部）　 500円　 ハガキま

たはFAX（記入方法参照）で区なぎなた連盟・
武田（〒157-0071 千歳台2-20-14　☎・  
5490-0640）へ　 6月9日（必着）

■ソフトテニス（中学生男子、女子、高校女子）
①8月20日（月）②8月21日（火）③8月23日
（木） 9:00～　総合運動場テニスコート
区連盟登録者及び区内在住・在勤・在学者 

［種目］①中学生男子②中学生女子③高校女
子  ①②400円  ③700円  所定の申込
書で、郵便振込で、区ソフトテニス連盟・山根
（〒154-0004 太子堂5-17-15　☎3410-
7886）  ①②7月20日  ③7月23日（必着）

［種目］ARS・ARP・AP・HR　 連盟会員及
び区内在住、在勤、在学者で競技銃の保持者。
大学の射撃部やグループでの参加は不可
各回先着24名　 無料（弾と標的は各自

持参）　 当日受付　 区ライフル射撃連
盟・佐田（☎・ 5477-6262）

［種目］①一般男女ABC　②中学生男女
①1,400円（別途登録料500円／人）

②1,200円／ペア　  所定の申込書で区
バドミントン協会・安藤（〒157-0074 大蔵
5-8-6　☎3415-0692）へ
①6月8日　②6月29日（必着）　

区内在住・在勤・在学の18才以上の家庭
婦人　4チーム　 5,000円／１チーム
 ハガキ（記入方法参照、チーム名も明記）
で区ソフトボール連盟・田井（桜2-20-11　
☎3425-6167）　 6月15日（必着）

 スポーツ教室 大 会 ※所定の申込書は、スポーツ振興財団、スポーツ振興課、各申込み先で配布しています。

～お父さんの似顔絵を書こう！～

総合運動場温水プール
☎3417-0017　 3417-0013
千歳温水プール
☎3789-3911　 3789-3912

対象施設の受付にある似顔絵用紙に
似顔絵を書いてご提出ください。
7月１日（日）まで館内で展示します。

期間終了後に、似顔絵と
引き換えに参加賞を差し
上げます。

詳細については各施設に
お問い合わせください。

7月2日（月）～8月1日（水）
5月30日（水）～6月17日（日）

世田谷ジュニアアカデミーでは空きのある種
目・カテゴリーの募集を随時行っています。
「空きカテゴリー 一覧」をホームページより
ご確認いただきぜひお申込みください！

※各種目の詳細はホームページをご覧ください。 http://www.se-sports.or.jp/stja/index.php

世田谷ジュニアアカデミー空きカテゴリー募集中!! 総合運動場温水プール　千歳温水プール

返却
期間

その他

特 典対象
施設

募集
期間

内 容

ムページをご覧ください。）
※日本体育協会等の公的機関の資格等をお
持ちの方は、一部の科目の受講のみで登録で
きます。
原則20歳以上で、スポ・レクネットに登録
し地域で活動できる方、または活動したいと
いう意欲のある方。　 120名　 2,000円
スポ・レクネットの登録には別途登録料500
円がかかります。　※一部の科目のみの受講
は一科目につき500円
 ハガキ・FAX（記入方法参照）でスポー
ツ振興財団へ（一部の科目のみ受講希望者は
科目名も明記）　 6月10日（必着）

スポーツ施設での就労を目指す学生、また
は就労している社会人（区内在住・在勤・在
学）　 先着100名  35,000円（区在学生は
30,000円  ※一部除く）  ※合格した場合、別
途認定料・登録料20,000円　 所定の受講
願をスポーツ振興財団へ郵送または持参（所
定の受講願はホームページからもダウンロー
ド可）　 7月31日（必着）  

月会費6,000～12,000円、 年会費5,000円　 電話でスポーツ振興財団へ
テニスアカデミーの様子

柔道アカデミーの様子

期間：4月～2013年3月まで
総合運動場・大蔵第二運動場
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　講習会

大蔵・千歳コース型フィットネス教室
7月～9月

  ハイキング「入笠山」
6月24日（日） 6:50　世田谷区役所集合

世田谷陸上競技会
7月7日（土） 　総合運動場陸上競技場

世田谷区クレー射撃共催大会
6/23（土） 9:00～　須山射撃場

第62回世田谷区民体育大会

会長杯争奪なぎなた大会
7月1日（日）8:30～14:00　笹原小学校体育館

ソフトボール家庭婦人大会
7月8日（日）　砧公園野球場

第39回トリムのつどい
6月17日（日） 9:00～

総合運動場体育館、会議室兼軽運動室

ライフル射撃
7月8日㈰～9月30日㈰の間の9日間 9:00～　

総合運動場エアーライフル場

第91回世田谷区民
バドミントン大会（前期）
①6月24日（日）　②7月15日（日）

①大蔵第二運動場体育館   ②総合運動場体育館

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
6月5日～7月3日（6月12日除く）

健康ウォーキング
7月7日（土） 12:30～14:30　総合運動場体育館

スポ・レクネット「基礎講習会」
6月23日（土） 9:00～17:50  世田谷区民会館集会室

～スポーツ施設で活用できる資格講座～
（公財）日本体育施設協会認定体育施
設管理士養成講習会・資格認定試験
9月4日（火）～7日（金） 9:00～17:00


