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ジョン・ケージというと、微
ほほ

笑
え

んだ優しい眼
まな

差
ざ

しを投げか
ける晩年の肖像写真を思い出します。例えばあんな目で、
例えば森でみつけた小さなキノコを愛

め

でるように、音と静
寂の一つ一つを生命のように尊重して耳をすます。ささや
かで大胆な、音と世界に対する眼差し。そんな眼差しが生
みだす音楽は、この上なく優しくも、この上なく凶暴にもな

り得る。例えば自然や宇宙がそうであるように。アルディッ
ティ・カルテットの演奏を生で聴くという体験は、とてもス
リリングな体験です。卓越したプレーヤー達による個人技
とチームプレイ。奏でる為に研ぎ澄まされた、身体と音の
ダイナミズム。見ているだけでワクワクしてくる。これは体
験する為の音楽です。

※ケージ「アパートメントハウス1776」公演でアルディッティ弦楽四重奏団と共演（2006、2008年）Cageの宇宙を滑空する、音の体験。白井剛（ダンサー／振付家）

2012年9月12日　19:00開演
［会場］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（狂言師）　中川賢一（ピアニスト）
 ［曲目］ジョン・ケージ：4部の弦楽四重奏曲〔＋野村萬斎〕
　　    ジョン・ケージ：Five3〔＋中川賢一〕
　　    エリオット・カーター：弦楽四重奏曲 第5番　　※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（前売りのみ）
 　　　　　 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「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!～」を開催します。 詳細はP5をご覧ください

次回（7月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

水

☎5432-1515 （10:00～19:00）
［パソコン］http://setagaya-pt.jp/ticket_buy/　［携帯］http://www.setagaya-pt.jp/m/

チケットのお申し込み 世田谷パブリックシアターチケットセンター　

遊びと学びの子ども
プロジェクト 2012

夏休み期間に実施する、子どもの豊かな感性や創造力を
育むことをめざす総合プロジェクトです。世田谷区共催。夏 集画み 号特企休

音楽の歴史に新しい1ページを加えたアメリカの作曲家、ジョン・ケージ。

彼の生誕100年を記念して、世界最高峰の現代音楽カルテット、アルディッ

ティ弦楽四重奏団が登場します。

禅について学び、東洋思想への関心を深めるといった、独特の表現や音楽論

によって、音楽の定義を広げたケージ。音だけでなく、聴衆との関係をも含

めた実験的な試みは、前衛芸術全体に影響を与えています。また、日本との

思想的・精神的かかわりが強調された楽曲が多いことでも知られています。

今回の注目は、演奏はもちろん、昨年『狂言劇場その七』でラヴェルの「ボレロ」

を舞った世田谷パブリックシアター芸術監督でもある狂言師・野村萬斎、ダ

ンスなど異分野とのコラボレーションを積極的に行うピアニスト・中川賢一

との共演です。

世田谷でしか味わえない『狂言の世界×現代音楽』。異世界の交わりによる新

たな試みにご期待ください。

アルディッティ弦楽四重奏団    野村萬斎／中川賢一

アルディッティ弦楽四重奏団 野村萬斎　撮影：久家靖秀 中川賢一

ジョン･ケージ生誕100年記念プロジェクト

̶ ケージの中の日本 ̶
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自筆原稿・原画、掲載誌、愛用品、関
連資料など展示総数約350点によっ
て、スタンダード文学としての手塚
作品を紹介。
一般800（640）円、高校・大学生

600（480）円、65歳以上・障害者
400（320）円、中学生以下無料
※（　）内は20名以上の団体料金 

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

“親友・井上ひさし”を語っていただきます。
ロジャー・パルバース（作家）　 1,000円　 6月26日（火）

10:00より先着受付。電話（☎5374-9111）で世田谷文学館友
の会へ

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「ミステリー講演会」係へ　 6月30日（必着）

小学生・中学生は土、日、休日、夏休み中、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

世田谷区内のフシギを再発見するシリーズ。
等々力渓谷の昔話ゆかりの地を訪ねます。
（二子玉川駅集合・解散）
須藤正男ほか　 小・中学生　 抽選

10名　 無料　 往復ハガキ（P8記入方
法参照、連名可）で当館「子どもさんぽ」係へ　
8月9日（必着）

大
切
な
本
が
、一冊
あ
れ
ば
い
い
。　
　
宮
崎
駿

7月21日（土）～9月17日（月・祝）
一般500（400）円／高校・大学生300（240）円／65歳以上250（200）円／中学生以下無料

※（　）内は20名以上の団体料金 
※障害者の方は250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
［共催］「借りぐらしのアリエッティ」製作委員会　［特別協力］岩波書店

大人にはなつかしく、
子どもには新鮮な永遠の名作
世界中の物語を通じて少年少女たちに勇気と励まし、異文化
へのあこがれを与えつづけてきた岩波少年文庫。この展覧会
では、アニメーション映画監督の宮崎駿が選んだ50冊を、本
人の直筆メッセージとともにご紹介します。50冊の中から、あ
なたの人生を豊かにする一冊が必ず見つかるはずです。

宮崎駿が選んだ50冊の直筆推薦文を展示
スタジオジブリ作品の源流のひとつでもある児童文学。400冊をこえる岩波少年文庫を実際に手にと
りながら、宮崎駿が3カ月かけて選んだ50冊を、本人の言葉・文字でご紹介します。

岩波少年文庫60年のあゆみ
戦後から現代までの岩波少年文庫60年の軌跡
とともに、創刊時に企画編集を手がけた児童
文学者・石井桃子や『星の王子さま』の翻訳者・
内藤濯

あろう

らの功績もご紹介します。

◆記念対談　7月22日（日）14:00～15:30
江國香織（作家）×金原瑞人（翻訳家・法政大学教授）　
抽選150名　 1,000円　 7月8日（必着）

◆子ども向けワークショップ 「ものがたりとの出会いかた」
8月25日（土）14:00～16:30
心に残る「フレーズ」や「挿絵」、色々なテーマで岩波
少年文庫を読みながら、お気に入りの一冊を見つけます。
ブックピックオーケストラ（代表：川上洋平）　 小学3年

生以上　 抽選30名　 無料　 8月11日（必着）

◆大人に捧げる、ジュニアたちの直筆推薦文展
8月1日（水）～9月17日（月・祝）
夏休みの期間中、小・中・高校生が選んだ大人たちに読んで
ほしい本を文学館で展示する、毎年恒例の〈ジュニア堂書店〉。
今年は「宮崎駿が選んだ50冊の直筆推薦文展」にあわせて、み
なさんが書いたアンケートの一部を館内に展示します。文学館
に来た人たちに、あなたのおすすめの1冊を推薦しちゃおう！ 
●推薦図書を1階エントランスおよびライブラリー内で展示します。
●期間中、みなさんからリクエストがあった本のリストを無料配布。
●期間中も文学館内でアンケートを募集します。

岩波少年文庫の挿絵原画展
物語と切りはなせない挿絵の魅力を、近年出版
された岩波少年文庫の書き下ろしの表紙・挿
絵原画からご紹介します。

カッパ・コミクス『鉄腕アトム』17
表紙画（1965年5月1日発行）

手塚プロダクション

企　画　展 コレクション展Ⅰ

開催中～7月1日（日）　2階展示室

「地上最大の手塚治虫」展
開催中～9月23日（日）　1階展示室

「文学に描かれた世田谷―下北沢・三軒茶屋界隈」

［会場］1階文学サロン　 各締切日までに往復ハガキ（P8記入
方法参照、3名まで連名可）で当館「推薦文展イベント」係へ

◆アニメ映画上映会
7月1日（日）14:00～
（30分前受付・開場）　1階文学サロン
［上映作品］ 「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）
当日先着150名　 無料　 事前申込不要。直接会場へお

越しください。

〈子ども文学館〉

関 連 企 画

関 連 企 画

◆子どものための読み聞かせ 
「お話の森」
8月9日（木）14:00～15:00
小林顕作（俳優・脚本家・演出家・「コンド

ルズ」脚本担当）　 抽選150名（未就学児童
可）　 無料　 7月26日（必着）

遊びと学びの子どもプロジェクト2012事業

8月23日（木）10:00～15:00　等々力渓谷周辺

夏休み子ども文学さんぽ
「等々力渓谷・昔話さんぽ」

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

友の会との共催講座
ひさしとわたし～35年のつきあいの中から～

7月7日（土）13:30～　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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夏休みこども映画ワークショップ

8月7日（火）、8日（水）、9日（木）10:30～16:30　創
作室ほか、上映会19日（日）13:00～15:00　講堂
3日間でシナリオから出演まで全て自分たちで
作ります。
小学4年生～中学生　 抽選15名
2,000円（作品DVD代込）　 当館ＨＰ
7月31日

対話する時間展プレワークショップ
「こども美術大学」

8月14日（火）、15日（水）、16日（木）、9月16日
（日）、17日（月・祝）13:30～16:30　創作室ほか
5日間で美術を丸ごと実感する本格的な講座。
小学4年生～中学生　 抽選20名
3,000円　 当館ＨＰ　 7月31日

［デンハーグピアノ五重奏団］
［曲目］フンメル「ピアノ五重奏　変ホ短調　
作品87」ほか　 抽選200名　 無料　 往
復ハガキ（P8記入方法参照）で当館へ　 7月
3日消印有効　※詳細はHP参照

夏のオープンワークショップ
「色とりどりの自画像」
8月8日（水）～12日（日）13:00～17:00
（16:30まで受付）

夏休み恒例のオープンワークショップ。今年
は色彩に注目して自画像を描きます。
高橋大輔（画家）　 100円　 事前申込不要

向井潤吉　陸
みち

奥
のく

への旅
開催中～7月29日（日） 

清川泰次のアトリエ Ⅰ
開催中～7月29日（日）

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

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/

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/

割　引
引換券

世田谷美術館 1階展示室 7月14日（土）～9月2日（日） 「すべての僕が沸騰する 村山知義の宇宙」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 　※障害者割引あり。

世 田  谷  美  術  館  分  館

向井潤吉《六月の田園》1971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
6/26～7/1 星の子展（27日より公開） 南川展「たまゆら」 （27日より公開）

7/3～8 第50回世田谷アトリエ会展
野田俊和水彩画展
第1回世田美24期アート展

7/10～15 ’12.子どものアトリエくれぱす作品展 世田谷美術大学21期生作品展
’12　陶響展　～彩りの土の舞～ 千葉一夫個展

7/16～22 七彩展 「桜の園」展美大イッパチ会作品展 -2012-
7/24～29 静水書道会書作展 モナミ会展
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時頃終了。
■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

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー
（観覧無料）
6/26～7/1 烏山切り絵同好会展
7/3～8 杉山澄子　水彩・板絵展

7/10～15 世田谷ステンドグラススタジオ美作品展
（11日10:00から公開）

7/16～22 八木則子作品展（18日10:00から公開）
7/24～29 成城油彩グループ

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

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 
※障害者割引あり。　※本展に限り、2回目割引あり。

『暮しの手帖』編集長にして、ジャーナリスト、
装釘家、デザイナーといった多彩な顔を持つ
花森安治（1911-1978）。『暮しの手帖』表紙
原画をはじめて全点公開し
ます。また、素朴派のアンド
レ・ボーシャンの作品もあ
わせて展示します。
一般200（160）円／高校・

大学生150（120）円／65歳
以上、小・中学生、障害者（一
般）100（80）円　※（　）内は
20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり。

福原コレクション
駒井哲郎1920－1976

第Ⅱ部  夢をいざなう版の迷宮  1961-1976
開催中～7月1日（日）　1階展示室

同時代の二人―向井潤吉と宮本三郎
開催中～7月29日（日）

■7月のギャラリートーク
7月14日（土）14:00～（30分程度）　
「向井潤吉と宮本三郎戦後の歩
み」　 無料　 不要
■講演会「二紀と行動、戦後団体展の展開」
7月15日（日）14:00～15:30（開場13:30）
宮本三郎と向井潤吉がそれぞれ戦後に設立し
た二紀会と行動美術協会を中心に、戦後団体
展の展開についてお話を伺います。
宝木範義（明星大学造形芸術学部特別教授）
申込先着50名　 500円　 右記参照

「心のふれあい　はがき絵展」
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　
木曜日と土曜日の13時～15時定員先着20
名の自由参加のワークショップあり。
［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

音広場「ビューティフルハミングバード」
7月21日（土）　19:30～21:00（19:00開場）
小池光子（ヴォーカル）、 田畑伸明（アコース
ティック・ギター）の二人が奏でる、清々しく
伸びやかな歌声と調べ。
ビューティフルハミングバード
申込先着60名　 2,000円　 右記参照

向井潤吉《不詳（軍用機の中）》
1937-44年頃

［募集部門］ 日本画・洋画（アクリル、コラージュその他の技法・材料を含む）・水彩画・版画
［受付日時］ 8月11日（土）、12日（日）10：00～16：00
［受付場所］ 講堂　※詳しくは美術館、区役所、支所、出張所、図書館、区民センターなどで配布の募集要項をご覧ください。
［展覧会］10月3日（水）～7日（日）　 世田谷美術館　☎3415-6419

第35回 世田谷区民絵画展作品募集

花森安治と『暮しの手帖』
「こんどの暮しの手帖　じつにたのしいですよ」
6月30日（土）～9月2日（日）　2階展示室

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

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

展 覧 会 関 連 企 画

7月14日（土）～9月2日（日）

花森安治《『暮しの手帖』
2世紀21号

（1972年12月号）》表紙原画

宮本三郎記念美術館へ往復ハガキ、メール（P8
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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　画　展 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

『マヴォ』第3号
1924年9月
京都国立

近代美術館蔵

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 　※障害者割引あり。

「こぐまさんの家族」原画（部分）
『子供之友』1927年1月号 婦人之友社蔵

すべての僕が沸騰する

◆講演会「村山知義のベルリン1922」　7月21日（土）14:00～  講堂
五十殿利治（筑波大学芸術系教授）　 当日先着150名（10:00よりエントランスで整理券配布）
無料　※手話通訳つき

◆講演会「在りし日の籌
かず

子
こ

を追って」　7月28日（土）14:00～  講堂
岩崎清（ギャラリーTOM副館長）　 当日先着150名（10:00よりエントランスで整理券配布）
無料　※手話通訳つき

◆中野成樹+フランケンズ　「現在に『スカートをはいたネロ』を試演する」　
7月16日（月・祝）13:00/15:00/17:00開演 （開場は各回15分前）講堂　
気鋭の演出家・中野成樹が、村山の人形芝居の戯曲を現代に甦

よみがえ

らせます！　 各回150名　
HP限定予約（公演＋展覧会チケット）1,300円　当日1,000円　（当日の展覧会チケットをお持ちの方500円）

◆100円ワークショップ《君の舞台をカードに演出しよう！》　8月3日（金）～25日（土）の毎週金・土
曜日14:00～16:00 　創作室　こどもから大人まで気軽に参加できます。　 1回100 円　 随時受付

◆ぷる・ま・しぇり～こどもといっしょに～　8月26日（日）11:00～11:45/14:00～14:45　講堂
絵本『しんせつなともだち』、『おなかのかわ』の読み聞かせと創作。　 3～5歳の幼児とその親　
藤田百合（絵本研究）　 各回抽選20組　 500円　 当館HP　 8月10日

◆やなぎみわ演劇プロジェクト「1924  人間機械」　8月3日（金）16:00～、4日（土）・5日（日）14:00～　講堂
前売4,000円　当日4,500円　 やなぎみわ演劇プロジェクトチケット予約ページ
http://www.yanagimiwa.net/1924/　 ☎080-8305-2158

清川泰次《イタリーの空》
（『群像』1962年8月号表紙絵）1962年

村山知義《美しき少女等に捧ぐ》
1923年頃

　神奈川県立近代美術館蔵

村山知義《コンストルクチオン》
1925年 東京国立近代美術館蔵

企　画　展

ミュージアムコレクションⅡ

牛乳は苦手だけれど砂糖入りなら喜んで
飲んでしまう、仲良しの３匹のこぐまのお話
『３びきのこぐまさん』。1926年～1928年、
雑誌『子供之友』に連載され、今もロングセラー
の絵本です。ユーモラスなこぐまの絵は、大正期
の「マヴォ」など前衛的な芸術活動を繰り広げた
村山知義（1901－1977）によるものです。
本展では、絵本の挿絵から絵画、建築、演劇など多岐
にわたる村山知義の創造の世界を初めて紹介します。

〒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（月曜日が休日の場合は翌日）世田谷美術館 Art

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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イスラムの女性
が母から娘へ
と伝え続けて
きた、スカーフ
の縁飾り・イー
ネオヤ。トルコ
に伝統手工芸
の店を構える
野中幾美氏の
所蔵品約100点と映像を通し、地域ごとの特
色や風習などを紹介しながら、貴重な手仕事
の数々を展示します。
無料

❶ギャラリートーク「イーネオヤ・ロード」
6月30日（土）・7月14日（土）・7月22日（日）　
14:00～14:30　3F生活工房ギャラリー
野中幾美（「ミフリ」代表）　 無料　
不要、直接会場へ

７つの海と手しごと　第３の海
地中海とトルコのイーネオヤ
開催中～7月22日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

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 メール（P8記入方法参照）
または電話で生活工房へ

『触
さわ

れる地球』はリアルタイムな地球の様子が
手にとるようにわかる世界初のデジタル地球
儀です。気象情報から地球温暖化まで、最新
の科学データに基づく地球の様子が、地球の
1千万分の1の球体に映し出されます。
地球は宇宙的にも奇跡に満ちた惑星です。私
たちは地球の危機を語るだけでなく、もっと
地球の尊さに目を向けるべきではないでしょ
うか。会場では『触れる地球』の実演とともに、
開発者・竹村真一氏が最新科学に基づく「新た
な地球の見方」をお話しします。　

メール（P8記入方法参照、希望日も明記）ま
たは電話で生活工房へ
❷子ども企画・『触れる地球』を体感しよう
詳細は上段特集参照。

私たちが普段食べている野菜はどのような
種で出来ているかご存じですか？　植物の
種には、人間や動物の生命を支える可能性だ
けでなく、現代社会が抱える様々な課題も詰
まっています。F1種（一代雑種）と固定種、都
市と農業、市場経済と自然の循環経済など、
種をめぐる問題と希望について、種のエキス
パート、野口勲氏にお話を伺います。
野口勲（野口種苗研究所）　 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

地球に触
さわ

ろう、
“希望の地球”を語ろう！
8月3日（金）～5日（日） 11:00～20:00
（関連企画開催時は入場不可）　生活工房4F

❸みんなの なまえで
　アニメーション！
①小学生コース 8月15日（水）
②中学生コース 8月16日（木）
各１日完結　各日10:00～16:30　生活工房4F
自分の「なまえ」の文字をおもしろく変形させて、1枚1枚絵
を描き、自己紹介アニメーションをつくります。中学生コー
スでは、よりレベルアップしたレクチャーや作画に挑戦し
ます。我こそはという中学生、応募ください！
小柳貴衛（アニメーション作家）　 ①小学生コース：小学

3～6年生、②中学生コース：中学1～3年生
各日抽選20名　 1,000円
8月1日必着

※竹村氏による実演プログラムのスケジュールは
HP参照

❶『触れる地球』開発者による
デモンストレーション＆ゲストとの対談
◆不動の大地も“動いている”!
8月3日（金）19:00～21:00　展覧会場内
ゲスト：鎌田浩毅（地球科学者、京都大学大学
院教授）
◆渡り鳥の眼で地球を旅する
8月4日（土）16:00～18:00　展覧会場内
ゲスト：樋口広芳（鳥類学者、慶應義塾大学大
学院特任教授）
◆10年後の地球をどう創ろう？～次世代にむけて
8月5日（日）16:00～18:00　展覧会場内
ゲストなし、竹村氏による特別総括講演
いずれも竹村真一（京都造形芸術大学教授、

Earth Literacy Program代表）　 各回申込
先着60名　 一般1,000円、高校生以下無料

知の航海2012　Vol.2
ぐるぐるエネルゴロジー

これからの種
たね

7月28日（土）14:00～15:30　生活工房5F

❶くらし・うるし・研究室
7月28日（土）10:00～16:00　生活工房4F
うるしは木の樹液からとれる天然の塗料として、縄文時代
から食器や家具などに活

い

かされてきました。実験や制作、 
器
うつわ

を使う体験をしながら、うるしの秘
ひ

密
みつ

を大解明します。
※生のうるしを取り扱う場面があります。 保護者の見学可。
コド・モノ・コト、桐本泰一（輪島キリモト）　 小学3年生

以上　 抽選15名　 1,000円　 7月14日必着

❹おはなしいっぱい
8月22日（水）～24日（金）
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
なプログラムを上演します。3日間で計18グ
ループと、特別ゲストの飯野和好氏（イラスト
レーター、絵本作家）が出演します。
※詳細HP参照
［共催］世田谷おはなしネットワーク
幼児～小学生（親子でも参加可、幼児は保護者と

参加）　 無料　 不要、当日直接会場へ。ただし、
特別ゲストの回のみ整理券を配布。

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～7/14（土） 「お庭」―クラフトアート
koko＆花音

7/15（日）～8/11（土） スケッチで遊ぶ水彩画展

❷　『触
さわ

れる地球』を体験しよう！
　　 生活工房15周年記念企画　※下段記事参照

8月4日（土）・5日（日） 2日間完結
各日13:30～15:00　生活工房4F 
自分の手でぐるぐる回転させながら、地球の様々な情
報をリアルタイムに映し出す、世界初のデジタル地球儀
『触れる地球』―。自由に操作しながら、地球の魅力や面白
さを語ってくれるデモンストレーターを募集します。開発
者の竹村真一さんと地球環境について考え、新たな発見を
導く体験学習です。地球や宇宙に関心のある君！　―ぜひ
挑戦してみましょう。
世田谷区在住・在学の小学5年生～高校生
抽選20名　 無料　 7月26日必着

❶ ❷ ❸いずれも往復ハガキ（P8記入方法参照、❶ ❷は学
年も、❸は学年と希望日も明記）で各締切日までに生活工房へ

夏休みは子どもが主役！  生活工房に新しい体験をしにきませんか？  子ども・親子を対象に、
創造的な発見に満ちたワークショップを用意してお待ちしています。

企　画　展

生活工房15周年記念企画

関 連 企 画

関 連 企 画

竹村真一  

入場無料

遊びと学びの子どもプロジェクト2012事業

〒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

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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★夏休みファミリーコンサート
ワクワク♪楽器体験コーナー
7月29日（日）　世田谷区民会館
夏休みファミリーコンサート終演後に、ステージ上にて、「楽器体験コーナー」を開催
します。今年はジュニアオーケストラのメンバーも講師役となり、楽器の使い方など
をサポートします。オーケストラの楽器を見て、さわって、音を出してみよう。
無料　 夏休みファミリーコンサートご観覧の方　 不要

7月29日 （日） 15:00開演
世田谷区民会館
子どもから大人まで楽しめるコンサートと
して毎年開催しているファミリーコンサー
ト。今年は“せたがやジュニアオーケストラ”と
“オペラシアターこんにゃく座”による2つのステージでお贈りします。
今年で創立3年目を迎える“せたがやジュニアオーケストラ”の若さと情熱
あふれるリズムにのった演奏、そして「日本語がはっきりわかるオペラを創
作上演するオペラ劇団」として活躍する“オペラシアターこんにゃく座”によ
る歌あり演奏ありの躍動感あふれるステージをお楽しみください。
加門伸行（指揮）　萩京子（ゲスト／オペラシアターこんにゃく座音楽監督）

池辺晋一郎（お話）　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
［曲目］第1部 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
　　　第2部 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）
　　　　歩くうた（詩：谷川俊太郎　曲：林光）　他
全席指定 　  せたがやアーツカード会員 1,800円　一般 2,000円　
　　　　　　 子ども（4歳～中学生）500円　※４歳未満入場不可       

世田谷区民のみなさまに多彩な特典をご用意。15歳から入会できます。
入会金・年会費無料!

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

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）　※詳細はP7へ。

家族で　　　音楽体験♪

日本のうた リクエスト曲募集！
心を笑顔に、そして家族みんなと一緒に楽しめるコンサート
として『日本のうた 成城ほっとコンサート』（2013年3月20日
（水・祝））を開催します。
当公演では『親子で歌いつごう 日本
の歌百選〈2006年文化庁・（社）日本
PTA全国協議会により選考〉』の中か
らリクエスト曲を募集します。思い
出やエピソード等を添えて、ふるっ
てご応募ください。 ※1回の応募につき、1曲とさせていただきます
メール（ info@setagayamusic-pd.com）、FAX（P8記入

方法参照、曲目、エピソードを明記）で音楽事業部「日本のうた」
係へ　※曲の一覧はHPをご覧ください

まちかどコンサート　出演者募集
世田谷のあらゆる街角から生演奏を身近に楽しんでいただ
く『まちかどコンサート』。これまではプロの演奏家を中心に
お届けしてきましたが、
世田谷区民の出演の機
会を増やしていこう！ と、
世田谷で音楽を楽しま
れている方々から出演者
を募集いたします。ジャ
ンルや形態は問いません。
「我こそは！」という方、
参加してみませんか？
　  　■10月28日（日） しもたか音楽祭
　 　　 メンバーに世田谷区内在住・在学・在勤がいること　
　 　　※会場の都合により、電源や使用できる楽器編成に制限あり
　　  　 ※詳細はHPをご覧ください

せたがやバンドバトル
～集まれG

グループサウンズ

S世代！～　出場者募集
2013年2月17日（日）13:00開演　烏山区民会館
世田谷の音楽好きのパフォーマンスの場として、毎年バラエ
ティ豊かな参加者でおくる『アマチュアライブ』。今年はこれま
では出場できなかった「バンド」に限定し、出場者を募集しま
す。バンドブームに青春時代を捧げた“いけてる”オヤジたちの
参加をお待ちしています。　　　　　（事前にテープ審査あり）
［応募資格］
・メンバーに世田谷区内在住・在学・在勤がいること
・全員がアマチュア（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
・当日及び前日リハーサルに参加できること
［募集期間］9月1日（土）～30日（日）　［審査員］エド山口 他
参加申込書（ＨＰからダウンロード）と、演奏が収録された音

源を一緒に、音楽事業部に持参または郵送

7月21日（土）　①小学1～3年生 13:00～14:30
　　　　　　　②小学4～6年生 16:00～17:30
7月22日（日）　①②ともに14:00～16:00　※終了時間は予定です
三茶しゃれなあどオリオン
絵や言葉何でも“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、音楽ともっと仲良くなろう！ 
サイコロをふって作曲、おもしろい楽譜、不思議な音体験。楽しさいっぱい♪
中川賢一（ピアニスト）　 小学1～6年生　 先着40名（①②各20名ずつ）　 1,500円　
FAX、メール（ 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

夏休み子ども向けワークショップ

★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〈ジョン・ケージ生誕100年記念プロジェクト関連企画〉

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!～

家族でコンサート

昨年の“夏休みワークショップ”より

※1日のみの参加は募集しておりません
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世田谷区民のアート体験を応援します！

会 員 募 集 中

〒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　［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

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。）

世田谷パブリックシアター　芸術監督企画「マクベス」（2013年2月～3月予定）
せたがやジュニアオーケストラ定期演奏会（12月開催予定）
世田谷文学館「斎藤茂吉と『楡家の人びと』展」（10月より開催予定）

これからの
おすすめ！ 事務局　☎5432-1548　 5432-1559

　　　　　　　　　　　申込書にご記入の上、お申し込みください。
申込書は、せたがや文化財団ホームページおよび財団各施設受付で入手できます。
　　　窓口で 　　　　郵送で 　　　FAXで

今月号の特典対象は が目印！ 各ページをご覧ください。

特典
１

世田谷パブリッ
クシアター、

音楽事業部

公演チケット先
行発売

特典
2

世田谷パブリッ
クシアター、

音楽事業部

公演チケット会
員割引

特典
3

生活工房の

セミナー・ワー
クショップ

などの受講料割
引

特典
4

世田谷美術館（
本館・分館）、

世田谷文学館の

観覧料割引

※一部、対象と
ならない公演・

展覧会等があり
ます

特典
5

メールマガジン
で

最新情報を配信
！

ジンで

申込方法

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。



       

2012年6月25日 6

“Dream Jazz Band”

“ト バ ズ ニ ハ”
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シアター
スケジュール

藪原検『藪原検校校 やぶはらけんぎょう）（やぶはらけん ょう 』』 大駱駝艦・天賦大駱駝 ・天賦典式 ウイルス』『ウ ルス
クリンドルクラックス『ク ンドルクラック ！』

～ 8/5～ 8/5 ままで
久世光彦 マイ・ラスト・ソング『久世光 マ ・ラ ト ソン
～あなたは最後に何を聞きたいか～～あなた 最後に何を聞きたいか～』

『トヨタコレオグラフィーアワード 2012』トヨ コレオグ フィ アワード 012
“ネクステージ（最終審査会）”ネク テージ（最終審査会）”

康本雅子カンパニー『絶交わる子、ポンッ』 演劇集団 円『ガリレイの生涯』 『千に砕け散る空の星』　

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

プロのアーティストとつくるパフォーマンス開館15周年記念

月4日（土）・5日（日）8月4
場］シアタートラム［会場］シアター

 仲村トオル  白井晃
4日（土）
11:00（4歳以上向け）
14:00（小学校中学年以上向け）

 ROLLY
4日（土）
18:00
（小学校高学年以上向け）

 小林顕作
5日（日） 
11:00
14:00

  7/1（日）発売　割引はございません　　　　　　　　　　　　　　　       
　 一般　7/7（土）発売　4歳～小学生500円　中学生・高校生1,000円　おとな2,000円
※4歳～高校生までのチケットをご購入いただいた方は、当日要年齢確認（保険証、学生証など）。
※おとなの方のみのご入場はご遠慮ください。
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

◇関連事業◇　「お話の森」は、世田谷文学館でも開催！ 詳しくはP2参照⇒

中高生、“熱い”夏に向けて活動中！

子どもとおとなのための◎読み聞かせ

『お話の森』『お話の森』
■小学生のためのダンス・ワークショップ
7月25日（水）・26日（木） 10:00～12:00 〈全2回〉　進行役：白神ももこ（モモンガ・コンプレックス）
小学4～6年生　 抽選20名　 1,000円　 7月17日必着

■小学生のための演劇ワークショップ
①低学年7月コース　 7月27日（金）～29日（日） 10:30～15:30 〈全3回〉
　進行役：大久保慎太郎　上ノ空はなび・野崎夏世（to R mansion）　 小学1～3年生　 抽選20名　 1,500円 
②低学年８月コース　8月20日（月）～22日（水） 10:30～15:30 〈全3回〉
　進行役：大西由紀子（NPO法人演劇百貨店）　 小学1～3年生　 抽選20名　 1,500円
③高学年コース　8月7日（火）～9日（木）・11日（土）・12日（日） 10:30～16:00 〈全5回〉
　進行役：すずきこーた（演劇デザインギルド）　 小学4～6年生　 抽選15名　 2,500円 
①②③7月17日必着

■中学生のための演劇ワークショップ
7月30日（月） 13:00～16:00、31日（火）・8月1日（水）・3日（金）～5日（日） 11:00～16:00 〈全6回〉
進行役：富永圭一（abofa）　 中学生　 抽選20名　 3,000円　 7月23日必着

■高校生のための演劇ワークショップ
8月23日（木） 13:00～16:30、24日（金）～26日（日） 10:30～16:30 〈全4回〉
進行役：とみやまあゆみ　藤原ちから　 高校生　 抽選20名　 2,000円　 8月13日必着

夏休み、何をしようかと迷っている人は劇場へ！ 小学生・中学生・高校生の皆さんが
スペシャルな夏休みを過ごせるよう、とびきりの体験プログラムをそろえています。

夏休み小・中・高校生
ワークショップ

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』。
今年も、私たちと一緒に街を盛り上げる「三茶・お祭り大好き」な仲間を大募集！！
気分は大人の文化祭？あなたも、ボランティアスタッフとして参加してみませんか？

夏に公演を控えた若き２つのグループが、ワークショップを重ねています。
その様子をレポート！ 皆さんも応援してください！

日野皓正 presents “Jazz for Kids”―JAZZ POWER ジャズの力―
［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』

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）
第一部：ドリバン卒業生バンドによるオープニングアクト　第二部：日野皓正LIVE
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
  3,800円　一般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。劇場スタッフが
お声掛けする場合もございますので、ご了承ください。託児サービスあり。

YOUTH-PERFORMANCE 2012　トバズニハ『新作パフォーマンス』
8月14日（火）14:00/19:00開演 ※14:00公演後、ポストトークあり　［会場］シアタートラム

トバズニハ（中学生・高校生メンバー）
伊藤キム（振付家・演出家）
楠原竜也（振付家・演出家）　棚川寛子（舞台音楽家）　

  2,200円　一般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

☆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。日野をはじめ、ジャズミュージシャ
ンによる約4カ月のワークショップを経て、8月の舞台に立ちます。

公　演　情　報

☆トバズニハとは…劇場開館15周年記念プロジェクトとして、振付家・伊藤キムの呼びかけにより結成された現役中学生・高校生
によるパフォーマンスグループ。夏の発表に向けて5月よりプロのアーティストによるワークショップがスタート。ダンス、演劇、音
楽など様々なパフォーマンスを通して、表現者としてだけでなく、ひとりの人間として大きく成長することを目指しています。

伊藤キム
撮影：竹田岳

楠原竜也

“Dream Jazz Band”ワークショップより
撮影：牧野智晃

“トバズニハ”初回ワークショップより

日野皓正クインテット
（8月11日出演）

棚川寛子

世田谷アートタウン2012　　　　　　　　 　 ボランティアスタッフ募集！！　　 　　 　

適当な紙に、①ワークショップのタイトル・コース名②氏名（ふりがな）③住所④電話番号⑤性別
⑥学校名・学年⑦生年月日⑧ワークショップ経験の有無⑨ひとことを明記の上、郵送またはFAXで
劇場「夏休みワークショップ」担当まで。または劇場ＨＰから。　 劇場「夏休みワークショップ」担当

発 売 開 始
もうすぐ

【活動期間／内容】
■フェスティバルまで！〔8月下旬から。ご都合に
合わせて参加可〕　①ものづくり（街の装飾など）　
②その他、自分の“得意”を生かしたい方
■フェスティバル当日！〔10月20日（土）・21日（日）〕
③パフォーマーの付人／通訳　④フェイスペイン
ト　⑤各会場のお手伝い　⑥写真・映像撮影
⑦その他、自分の“得意”を生かしたい方

【説明会＆まちあるき開催】
8月～10月、毎月1回ボランティアスタッフの
説明会＆まちあるきを開催。説明会の詳細＆
お申込の受付は公式ホームページをご覧ください。
劇場／「アートタウンボランティア」担当　 

公式ホームページ
http://setagaya-ac.or.jp/arttown/　

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

4月下旬にスタートしたワークショップも6回目。楽器ごとに分かれ
てパート練習に励んでいます。メンバーのなかには初心者も多く、講
師の丁寧な指導のもと、口の形や指の動きをひとつずつ確認しなが
ら覚えています。校長の日野皓正をはじめ講師陣は、ジャズや音楽
の魅力、そして、目標をもって努力することについて、実際に楽器を
鳴らしたり、身体を動かしながら全力でメンバーに伝えています。

5月27日、ワークショップがスタート。まずは、総合演出・伊藤キムの
話を熱心に聞き、身体を実際に動かしてみます。「飛ばずには（跳ばず
には）いられない」という状態を語源にした“トバズニハ”。伊藤は、子
どもたちの日常と非日常を交錯させ、彼らの等身大の姿を時にナチュ
ラルに、時に生々しく描き出すことを試みたい、と語っています。既存
のイメージにとどまらない、オリジナル作品の創作を目指しています。

日野皓正 presents“Jazz for Kids”
―JAZZ POWER ジャズの力―WORKSHOP REPORT！

WORKSHOP REPORT！

ド リ バ  ン

“YOUTH - PERFORMANCE 2012”
ユース　パフォーマンス

ジャズ  フォー キッズ

ここ、お話の森には、みんなが知っているお話や、知っていると思っていても忘れているお話、
はじめて聞くお話がいっぱい。4日に登場する仲村トオルは、午前はいろいろな絵本を、午後は
少し長めのお話を読みます。続いて登場するROLLYは、ちょっぴり大人の雰囲気の「夜の森」！
5日は小林顕作が楽しい絵本をたくさん読みます。ご家族いっしょに、おでかけください。

※（　）内は対象年齢のめやす。4日18:00の回は、4歳未満入場不可。

劇 場 で 過 ご す 夏 休 み！

遊びと学びの子どもプロジェクト2012事業

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。

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



7/28（土）～8/5（日）

8/24（金）～9/9（日）

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）

  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

▲8/4（土）以降、（土）13:00、（日）12:00/17:00

未就学児童
入場不可

大駱駝艦・天賦典式 創立40周年公演　『ウイルス』

ダンス

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

アカデミー賞４冠映画の舞台化。吃音症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）  ※お一人様1回のみ４枚まで
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

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

6/25 7/126 2827 2930

13:00
18:30

休
演

発売中

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 

※当日要学生証・枚数限定
石井光三オフィス　☎5428-8736（平日12:00～19:00）

  木村光一　  （五十音順） かとうかず子　古村比呂　高橋礼恵　床嶋佳子　西山水木　原日出子
［短歌・俳句の朗読］ 荒木真有美／世田谷区内の中・高校生

 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

※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

7/6（金）～15（日）

ダンス

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）』

インドネシア×日本　国際共同制作公演
『 To Belong ― dialogue ― 』

6/28（木）～7/1（日）

8/8（水）～11（土）

9/21（金）～23（日）

演 劇 演劇集団 円　『ガリレイの生涯』

世界で賞賛を浴びた、井上ひさしの傑作悪
ピ カ レ ス ク

漢物語をお見逃しなく！

原爆で大切な人を亡くした人々の手記をもとに、命の尊さを朗読で届ける。

薬師丸ひろ子が14年ぶりに舞台出演。『Q10』等の木皿泉が描く
ヴァンパイアと人間の物語。

振付家・ダンサーとして国内外で活躍する北村明子の待望の新作公演。

  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

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

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

    遠田誠　  向雲太郎／荒悠平　入手杏奈　江戸川卍丸　
王下貴司　長井江里奈　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 木皿泉脚本 × 内藤裕敬演出　『すうねるところ』
未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

 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

    北村明子　  マルチナス・ミロト  三東瑠璃  リアント  他
  3,300円　一般 3,500円
 3,000円　
office A/LB　☎090-8855-6829

神谷百子がマリンバの多彩な魅力をお届けします。マリンバの様々な音色
と響きが作りだす、鮮やかな世界をお楽しみください。
 神谷百子（マリンバ）　他　  ピアソラ：タンゴの歴史　村松崇継：光の幻影　他
  2,800円　一般 3,000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
 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  ※本公演に限り は引換券をご購入いた

だき、当日劇場にてチケット引換。
ゴーチ・ブラザーズ  ☎6809-7125（平日10:00～18:00）

◀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

未就学児童
入場不可

音  楽  事  業  部  主  催 
発売中10/7（日）  15:00開演

成城ホール
音 楽 室内楽シリーズ

神谷百子マリンバ・ワンダーランド

未就学児童
入場不可

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

6/12（火）～7/1（日）

8/18（土）
13:00/17:00開演

 19（日） 14:00開演

演 劇

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）』

朗読劇
『この子たちの夏 1945･ヒロシマ ナガサキ』

　　  7/1（日）
一般  7/2（月）

発　売
開始日

　　  7/9（月）
一般  7/10（火）

発　売
開始日

萩原聖人
sachiko

horasawa

村井良大

Witjak Widhi Cahya

篠井英介薬師丸ひろ子

小日向文世浅野和之秋山奈津子野村萬斎

9/212223

16:00
19:30

東山紀之

8/2425 2726 282930

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

休
演

原日出子西山水木床嶋佳子高橋礼恵古村比呂かとうかず子

  2,900円　一般 3,000円
ファミリー割引 1,000円　※保護者同
伴の中学生以下、年齢確認できるもの要提示
世田谷パブリックシアターチケット

センター 

8/2728 3029 31

14:00
19:00

休
演

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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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。

●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。）

会員先行発売・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
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トレッキング「志賀高原・焼額山」
7月16日（月・祝）～17日（火）

コースレベル★★☆（一般向き）　集合時間6:50　出発7:00
〔記号の説明〕⇒バス　→徒歩
［コース］（１日目）世田谷区役所⇒練馬IC⇒（関越道）⇒信州中
野IC⇒志賀高原焼額山登山口→稚児池→焼額山→奥志賀高
原ホテルバス停⇒石の湯ロッジ（徒歩約3時間）
（２日目）石の湯ロッジ⇒前山スキー場リフト→渋池→四十八
池→大沼池（昼食）→池尻→大沼池入口⇒信州中野IC⇒（関越
道）⇒練馬IC⇒世田谷区役所（徒歩約3時間30分）
18歳以上　 抽選40名　 19,000円
7月1日（必着）　

※コースは変更になる場合があります
※初日弁当・水筒・雨具持参
登山靴着用（物品の貸し出しはありません）

めざせトップアスリート
バレーボールクリニック

７月31日（火）10:00～11:30  総合運動場体育館

落合真理（元全日本代表）　 小学5年～中学3年生
抽選40名　 1,000円
7月12日（必着）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
※詳細はホームページをご覧ください。

①バスケットボール教室
8月7日～9月4日　毎週火曜（全4回）　※8月14日除く
 キッズ（5歳～小学3年生） 17:10～18:20
　 ミニ（小学3年～6年生） 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レディースバレーボール教室
8月3日～9月28日　毎週金曜　9:00～12:00（全8回）
40名　 6,000円
大蔵第二運動場管理事務所（大蔵4-7-1  ☎3416-1212　
3416-1777）へ

第62回世田谷区民体育大会
■サッカー大会
①中高生大会　7月28日（土）、8月4日（土）、8月5日（日）　
②社会人大会（土曜大会・休日大会）　8月26日（日）～平成
25年1月6日（日）　③壮年大会（四十雀・五十雀） 9月9日（日）
～平成25年1月6日（日）二子玉川緑地運動場ほか
①2,000円／チーム　②③4,500円／チーム
所定の申込書を区サッカー協会WEBサイトからダウ

ンロードし、必要事項を記入のうえこちらのメールアドレス
info@setagayaku-fa.comへメール添付送信。
①7月7日　②7月22日　③8月5日（いずれも必着）

※詳細は http://setagayaku-fa.com/
※代表者会議は①7月14日18:30からキャロットタワー5
階セミナールーム　②8月4日18:30から梅丘パークホール　
③8月25日18:30から成城ホールCD
■少年サッカー大会
8月19日（日）～12月9日（日） 9:00～　二子緑地グランドほ
か　 区内在住・在学の小学生　 1,000円／チーム
所定の申込書で区少年サッカー連盟事務局までFAX
3417-1777　 7月7日（必着）

■水泳大会
9月2日（日）9:30～　総合運動場温水プール　 区内在住・
在学・在勤者　［種目］自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、
個人メドレー、リレー、メドレーリレー　※1人2種目まで（リ
レー種目を除く）　 個人400円／種目（小・中学生は300
円）、リレー500円／チーム　〔申込期間〕7月17日（火）～23
日（月）（必着）までに所定の申込書・個人票に参加費振込済
みのコピーを添付して区水泳協会・飯野（〒156-0054 桜丘
4-1-11-405　☎3439-2089）へ郵送
■ソフトテニス大会
（ミックス・小学生男女・小学生男女団体戦）9:00～　総合
運動場テニスコート　①9月2日（日）　②9月16日（日）　③9
月23日（日）　④10月7日（日）　 区連盟登録者及び区内在
住・在勤・在学者　［種目］①ミックス大会（バラ・スミレ）
②ミックス大会（アジサイ・ユリ）　③小学生男女　④小学
生団体戦　 ①②700円　③400円　④1,200円／1チー
ム　 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）
①②8月2日　③8月23日　④9月7日（いずれも必着）　

■陸上競技大会
9月2日（日） 9:00～　総合運動場陸上競技場
※一般の部は1人2種目まで、小学・中学・高校の部は1人1
種目（リレーは除く）
個人500円／種目（小学100円・中学200円）、リレー

1200円／チーム（小学400円・中学800円）　振込もしくは
現金書留　 詳細は区陸上競技協会ホームページをご覧く
ださい。郵送の場合、東京農大一高・上野（〒156-0053　桜
3-33-1）へ　 8月16日（必着）　 setagayarikujyou@
gmail.com

共催大会
■第91回世田谷区民バドミントン大会（前期）
8月5日（日）9:00～　総合運動場体育館　［種目］高校生男女　
1,400円／ペア（別途登録料500円／人）　 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　 7月20日（必着）
■世田谷区学年別水泳大会
8月5日（日）9:30～（小学生）  12:00～（中学生）  玉川中学校　
区内在住・在学の小・中学生　［種目］小学生／男女別44

種目、中学生／男女別38種目　※1人2種目まで（リレー種目
を除く）　 個人300円／種目、リレー400円／チーム

所定の申込書に参加費振込済みのコピーを添えて区
水泳協会・赤木（〒158-0082　等々力7-23-11☎3701-
6605）へ　 7月2日（必着）

 スポーツ教室 大  会 ※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（水泳大会は区内温水プール）にあります。ホームページからもダウンロード可。

プールでの体力測定会

7月16日（月・祝）～8月31日（金）の
11:50～  13:50～  15:50～  17:50～（各10分）

※施設休館日を除く

肺活量・握力測定を期間中毎日開催。
家族みんなで比べてみよう。

泳法は初心者対象・心肺蘇生法（CPR）は制限なし
プール利用料金
開始時間にプール監視室前集合

11:50～　13:50～　15:50～　17:50～（各10分）
※詳細はホームページをご覧いただくか、
各施設にお問い合わせください
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

※施設休館日を除く

プール利用料金
親子の方（家族等も含む）1人での参加も可能

※詳細はホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください
総合運動場温水プール
☎3417-0017　 3417-0013

種　目

一般の部 高校の部 中学の部 小学生の部

男 

子
50
歳
以
上

男
子 女 

子
男 

子
女 

子
男 

子
女 

子
男 

子
女 

子

 ①100メートル
（小学1・2年生50メートル） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②200メートル ○
③400メートル ○ ○ ○ ○
④800メートル ○ ○
⑤1,000メートル ○ ○
⑥2,000メートル ○
⑦3,000メートル ○ ○ ○
⑧5,000メートル ○ ○
⑨4×100メートル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑩走り幅跳び ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑪砲丸投げ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水泳ワンポイントアドバイス
プールスタッフがプールサイドにて泳法・心肺蘇生法（CPR）のアドバイスをします。

総合運動場温水プール・千歳温水プール
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プールで

①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・メール記入方法

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　※小学生は保護者同伴　
※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

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/

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。

申込
方法

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


