
1986年の開館以来、同時代の美術作品を収集してきた世田谷美術館。
昨年度の改修工事休館を終え、再開した本年、1970年代以降の作品を中心
に、およそ130点を全館展示いたします。作品は、「自然との対話」「日常／非
日常の対話」「旅での出会い」「ものとの対話」「歴史との対話」「物語」「神秘」
「冥界とパラダイス」という8つの章と、「作り手の話法‒自作と話す」「先駆者
たちの語法」という2つのコーナーに分けて展示します。全体のテーマは「対
話」。ガイド役の鳥たちをお供に、お気に入りの1点と出会い、作品の語りに
耳を傾けて、対話が始まる。そんな時間をもっていただきたい展覧会です。

各章へ“鳥”がご案内！
イントロダクションで出会うのは、脇田和の《対話す
る鳥たち》（1972年）。以降、いろいろな鳥たちが各章
でお待ちしています。

10年ぶりの大型作品大公開
15メートルを超す蔡國強作品、7メートルを越す榎倉康二
作品。他にもジェームズ・タレル、ジェフ・ウォールな
ど10年ぶりの展示となる作品が多数出品されます。

魯山人も現代美術  ！
北大路魯山人6点を展示するコー
ナーがあります。今年度、世田谷美
術館では1度だけの展示。

ワークショップが充実！
展示の最後に、見知らぬ人へ、あなたのメッセージを伝
えるコーナーをはじめ、ワークショップやイベントが充
実。詳しくは、2ページで。

10月7日（日）、8日（月・祝）は、入場無料！
世田谷区制80周年記念としてこの2日間観覧が無料です。
リオープンした美術館へこの機会に訪れてみませんか。

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
公益財団法人  せたがや文化財団　〒154－0004 世田谷区太子堂4－1－1

http://www.se-sports.or.jp/
http://www.setagaya-bunka.jp/
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公園の木立のなかに沈んだ建物。薄暗くしずかな場所で
ひっそりと待っている彫像の眼に見つめられ、切り取られ
た風景の窓からさしこむ光に照らされて、足をとめ一目見
て、眼にとまる色面から視点がひろがり、別な部分にひっ
かかり、ことばにならない対話がうごきはじめる。焦点がた
えず移りながら、見えるものから見えない全体の構図が現

れては崩れていく。部屋から部屋へ歩きまわり、通りすぎて
は振り返り、壁に沿って、あるいはまばらに置かれた像の間
を抜けて、ひろびろとし、さむざむしい空間を旅する時間に
変えていく。
言うに言われない彩りのかげりや輪郭の曲がりに眼でそっ
と触れていく感触の記憶を残して。

動かないものとの対話　　　　高橋悠治（作曲家／ピアニスト・世田谷区在住）

次回（10月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

開催中 ― 11月11日 日

開館時間
会   　場

休  館  日

観 覧 料

北大路魯山人《雲錦大鉢》
1935-44年頃

第1章  自然との対話より：
アンディ・ゴールズワージー

《穴の周囲に小石を置く、曇り始める
紀伊長島町1987年12月7日》1987年

第4章  ものとの対話より：李禹煥《線より》1980年

第5章  歴史との対話より：
フランチェスコ・クレメンテ

《二つの大地》1981年

第2章  日常／非日常の対話より：
舟越桂《夏のシャワー》1985年

第6章  物語より：横尾忠則
《ジュール・ヴェルヌの海》2006年

第8章  冥界とパラダイスより：
草間彌生《君は死して今》1975年

区制80周年

世田谷美術館コレクションによる現代美術展
対話する時間

毎週月曜日　※ただし10月8日（月・祝）は開館、翌日火曜日の10月9日（火）は休館
10:00～18:00（入場は閉館30分前まで）
世田谷美術館　1階展示室および2階展示室、エントランスホール  他
一般1,000円（800円）　65歳以上800円（640円）
高校・大学生500円（400円）　小・中学生300円（240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 

第3章  旅での出会いより：
加納光於《旅と種子とⅠ》1983年

「対話する時間」展５つの注目ポイント

ム ズ カシ クナイ！現 代 美 術 展

え：柳生弦一郎

第7章  神秘より：蔡國強《延長》1994年
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せたがやアーツカード事務局　☎5432-1548

15歳以上の世田谷区民を対象とする、せたがや文化財団の無料の会員制度です。
世田谷美術館・世田谷パブリックシアター、世田谷文学館等で多彩な特典を利用できます。 

会員登録受付中！



世田谷美術館 10月7日（日）、8日（月・体育の日）
世田谷文学館 10月7日（日）、11月3日（土・文化の日）

区制80周年

無 料 観 覧 日
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ギャラリーツアー「青い鳥を探して」
会期中の毎週土曜日13:00～（約1時間）　1・2階展示室
童話『青い鳥』のストーリーになぞらえて、展覧会をご案内

するツアーです。  小学生以上　 先着各日20名　 無料［展覧
会入場券が必要です］　 各日13:00にエントランスホールに集合

割　引
引換券

割　引
引換券

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

世 田  谷  美  術  館  分  館
［開館時間］10:00～18:00（入館は17:30まで）　［休館日］毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）
［料金］一般200（160）円／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。

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中～9/30 ＡＫ3企画
じゆうに１２
植物画教室作品展

10/3～7 第35回世田谷区民絵画展 第35回世田谷区民絵画展　

10/8～14
人物を描く会 和紙造形展「漉き込まれたイメージ」（10日より公開）
超精密寺社建築模型他　 Time（10日より公開）　

10/16～21 水彩画の会“美匠”、“美匠Jr”
（“美匠Jr”は17日より公開）

第3回水無月会展　
写真塾「わいわい」第7回写真展 

10/23～28 世田谷児童作品展（24日より公開）
水彩画展（野田俊和・コリスミチ）
髙田邦秀木工家具展
世田谷和紙造形会展　 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～9/30 朔画会作品展（26日10:00から公開）
10/2～7 第8回砧ネット美術展
10/8～14 めぐる季節第2回たかはしたかこ染色展
10/16～21 それぞれの虹彩
10/23～28 カーテンコール

宮本三郎クロニクル　1922⇒1974
開催中～12月2日（日）
コレクション中最
初期から絶筆ま
で、半世紀にわた
る画業を油彩中心
に紹介します。

■10月のギャラリートーク
10月13日（土） 14:00～（30分程度）
「宮本三郎とその時代」　 無料　 不要

音広場・篠笛のひびきをめでる秋の宵
10月19日（金） 19:30～21:00（19:00開場）
漆芸家にして、笛の名手を迎えます。秋風の
なか、皆さまに風雅な篠笛の響きをお届け
します。

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

展 覧 会 関 連 企 画

〒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

世田谷文学館　2階展示室　10月6日（土）～12月2日（日）　齋藤茂吉と『楡家の人びと』展
　　　　   一般700円→600円　高校・大学生500円→450円　小・中学生250円→200円
　　　　     65歳以上350円→300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
世田谷美術館　1・2階展示室　開催中～11月11日（日）  対話する時間 世田谷美術館コレクションによる現代美術展
　　　　   一般1,000円→900円　65歳以上800円→700円　高校・大学生500円→450円　小・中学生
　　　　   300円→250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

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

展覧会

清川泰次のアトリエ Ⅱ　開催中～12月2日（日）
清川泰次のス
テンレスの立
体作品と絵画
作品、25点を
紹介。

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

展覧会

《Painting No.5390-91》1991年

［案内人］町田忍（庶民文化研究家）
［共催］川口市立アートギャラリー・アトリ
ア　 往復ハガキ（P8記入方法参照）で当館
へ　 10月20日（必着）

吉川具仁子（ソプラノ）、海野春絵（ピアノ）
［曲目］スカルラッティ「熱き血潮よ」、トス
ティ「夢をみて」　他
抽選200名　 入場無料　
往復ハガキ（P8記入方法参照）で当館へ
11月1日（消印有効）　※詳細はHP参照

第35回世田谷区民絵画展開催
［会期］10月3日（水）～7日（日）10:00～
18:00（最終日は16:00まで）
世田谷美術館区民ギャラリーA・B
［表彰式］10月7日（日）14:30～15:15頃
（場所：講堂）

アートを切り口にして戦前・戦後のレトロ
建築を中心に巡ります。
［コース］千駄木、根津、谷中　他　※全て徒
歩での移動。かなり歩きます　 500円（交通費
など実費は別）　 申込先着30名　 16歳
以上の大人　 往復ハガキ（P8記入方法参
照）で当館へ　 10月17日（必着）

昭和の趣きがある商店街、路地、工場、銭湯な
ど街の特色や文化を身近に感じる街歩きです。
［場所］3日は川口駅周辺／17日は西川口、
蕨駅周辺　 16歳以上　 無料（交通費、
入浴料など実費は別）　 25名

―萬ＫＥＮＢＵＮ録―
続々・レトロ建築再生ギャラリー
10月27日（土） 13:00～16:30（現地集合、解散）

プロムナード･コンサート
「イタリア古典歌曲から近代まで」（仮）
11月23日（金・祝） 14:00開演　講堂

―建築意匠學入門―
銭湯のある街歩き〈川口編〉
別冊・銭湯パラダイス
11月3日（土・祝）、17日（土）

13:00～16:00（両日とも体験入浴あり）

八木繁　 申込先着50名　 1,500円
下記参照

宮本三郎記念美術館と地域の会共催　人ひろば vol.18
「絵画教室『星の子』の39年」
10月28日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
子供から大人まで、国
籍も色々、ハンディ
キャップのある人もな
い人も、一緒に絵を描
く絵画教室「星の子」の
あゆみの講演会です。
鈴木誠子（絵画教室「星の子」代表）
申込先着50名　 500円　 下記参照

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

世田谷美術館 区民ギャラリー

区民ギャラリー利用申込受付
平成25年4月～9月分の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） 
［受付日］平成24年10月6日（土）・7日（日）10:00～17:00 

［受付場所］世田谷美術館地下１階創作室A・B、清川泰次記念ギャラリー
［抽選会］平成24年10月21日（日）世田谷美術館講堂にて。詳細は受付時
にご案内します。

■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16:00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。

100円ワークショップ
会期中の毎週土曜日 13:00～15:00  時間中随
時受付   2階展示室ワークショップ・コーナー
1回100円

ライヴ
「平井真美子 Piano Diary 2012～対話する時間～」
 11月11日（日） 13:00開場、14:00開演　講堂

展覧会の作品によせて作曲されたピアノ曲などをお届けし
ます。　 平井真美子（ピアニスト・コンポーザー）　
100名・全席自由（未就学児童

はご遠慮ください）　 予約3,000
円・当日3,500円（詳細は当館HPに
て）　［主催］novus axis　 novus 
axis ホームページより要事前申込 
http://www.novusaxis.com

関 連 企 画

五感を使って現代美術とあそぼう！

プレワークショップ「こども美術大学」作品展
開催中～11月11日（日）　ライブラリー前

小学4年生から中学生までを対象にしたプログラム「こども美術
大学」の参加者が、夏休みから9月にかけての5日間に、美術史を
学び、現代美術に触れて制作した作品の展示。　 無料

ぷる・ま・しぇり～こどもといっしょに～
「この作品、どんな匂いがするのかな？」
10月26日（金） 14:00～15:30　講堂　他　
井上尚子（美術作家）　 3～5歳の幼児とその保護

者（親子2人1組、兄弟がいる場合3人1組も可）
抽選20組　 1組500円　 当館HP　 10月7日

美術と演劇のワークショップ
「えんげきのえ」
10月28日（日） 13:00～18:00　地下創作室
絵があり、木々があり、風が吹く。そんな世田谷美
術館で、小さなドラマを発見しませんか？
柏木陽（演劇家・NPO法人演劇百貨店代表）　
10歳以上の方　 申込先着20名　 500円　
当館HP

世田谷美術館コレクションによる現代美術展
開催中―11月11日 日

対話する時間

生徒作品：中村孔一

ワークショップコーナー
「見知らぬあなたへの手紙～青い鳥にたくして」
会期中随時　２階ワークショップ・コーナー
同じ展覧会を見て、同じ作品が気になった、見知らぬ誰か
への手紙を書いてみませんか？
無料

ボランティア・シンポジウム
「対話を介する美術鑑賞について～誰かと一緒に
作品を見るということ」
10月8日（月・祝） 14:00～（13:30開場）　講堂
一條彰子（東京国立近代美術館主任研究員）、郷泰典（東京

都現代美術館学芸員）　他　 当日先着150名（10:00より
エントランスホールで整理券配布）　 無料

向井潤吉  語らいの時間
開催中～12月2日（日）
民家とともに、農夫
を描いた水彩など
も加え、様々な人物
表現を探ります。

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/

展覧会

《生活の河》1954年頃

《假眠》1974年

平井真美子

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。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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室内楽シリーズ
神谷百子 マリンバ・ワンダーランド
10月7日（日） 15:00開演　成城ホール
 神谷百子（マリンバ）　西久保友広（マリンバ）　本島阿佐子（ソプラノ）
 村松崇継 ：光の幻影　ピアソラ：タンゴの歴史　他
全席指定 2,800円　一般 3,000円　※未就学児入場不可　

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

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。

1講演会「茂吉短歌の魅力」
10月14日（日） 14:00～15:30
篠弘（歌人）　 500円
2講演会「『楡家の人びと』とドイツ教養小説」
10月20日（土） 14:00～15:30
池内紀（ドイツ文学者・エッセイスト）　 500円
3北杜夫追悼対談　その1
「北杜夫との日々」
10月24日（水） 14:00～15:00
斎藤喜美子（北杜夫夫人）、宮田毬栄（元編集者、

エッセイスト）　 無料

［会場］文学サロン

4北杜夫追悼対談　その2
「どくとるマンボウ家のてんやわんや」
10月27日（土） 14:00～15:30
磯﨑憲一郎（小説家）、斎藤由香（エッセイスト、

北杜夫長女）　 500円
5朗読会「朗読でたのしむ齋藤家の人びと
茂吉、茂太、杜夫…」
11月23日（金・祝）第1部 13:00～14:30
                     　　第2部 15:15～16:45
声を楽しむ朗読会（代表：大谷紀幸）

解説：福島勝則（多摩美術大学教授）　 無料

梨屋アリエ（作家）   中学・高校生（一般参加
可）   抽選30名   無料   往復ハガキ（P8
記入方法参照、連名可、年齢も明記）で当館「子ど
も担当」へ   10月19日（必着）  ※詳細はHP参照

万葉集でも歌われた古道だよ。
住宅地にのこされた山道を探検
してみよう！
［活動場所］京王線「若葉台」駅周
辺の多摩丘陵　 小学4年生～
中学生　 抽選10名　 無料
※ただし別途交通費必要（小学生240円、大人480円予定）
往復ハガキ（P8記入方法参照、連名可、年齢も

明記）で当館「子ども担当」へ   10月27日（必着）

「どくとるマンボウ昆虫展」

北杜夫の『どくとるマンボウ昆虫記』に基づく昆虫標本の展示を、会期中、
1階ロビーにてご覧いただけます（入場無料）。
［協力］日本アンリ・ファーブル会、日本昆虫協会

世田谷で生まれた詩歌とその作家たち（北原白秋、
萩原朔太郎、三好達治、中村汀女など）、詩歌を
はじめ日本文学
の魅力と真価を
問い続けてきた
山本健吉の生涯と
業績を、当館のコ
レクションによっ
てご紹介します。
一般200（160）

円　他
※（　）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

10月6日（土）～2013年4月7日（日）  1階展示室

「文学に描かれた世田谷
―世田谷の詩歌と山本健吉」

コレクション展Ⅱ

関 連 企 画

関 連 展 示

モーツァルトを大解剖★きらきら星をアナリーゼ
10月28日（日） 14:00～16:30　三茶しゃれなあどオリオン
モーツァルトの「きらきら星変奏曲」をアナリーゼ（楽曲分析）します。
田村緑　 親子（子どもは小学4～6年生）　 1組3,000円

※応募については音楽事業部までお問い合わせください

「詩人と作曲家、その出会いと軌跡」
異分野とのコラボレーション「詩と音楽」

2013年1月19日（土） 15:00開演　成城ホール　

池澤夏樹

松尾俊介池辺晋一郎

9月25日（火）

150名（1～4は抽選、5は当日先着）　 1～4は各開催日の2週間前
（必着）までに往復ハガキ（P8記入方法参照、連名可）で当館「茂吉展」係へ

まもなく開催

今年の「異分野とのコラボレーション」は、池澤夏樹氏をお迎えし、「詩と音楽」をテーマに
繰り広げます。池澤氏は、芥川賞受賞作「スティル・ライフ」を筆頭に、最近では独自の視
点で編集した「世界文学全集」の刊行などで話題になった小説家ですが、その原点には優
れた詩作品があります。本公演では、池辺音楽監督との共作による合唱曲のほか、ギター
演奏をまじえ、詩と音楽の関係を解き明かします。

池澤夏樹　池辺晋一郎（おはなし）　松尾俊介（ギター）　栗友会（合唱）　他
 混声合唱組曲「3つの不思議な仕事」　女声合唱組曲「この世界のぜんぶ」　他
全席指定  3,000円　一般 3,500円　子ども（小～高校生） 1,500円

※未就学児入場不可　

近代短歌の巨人・齋藤茂吉。短歌という
表現形式の可能性に懸けたその姿は、次
男の北杜夫による自伝的大河小説で世田
谷を主要な舞台とする『楡家の人びと』、評
伝〈茂吉四部作〉に深い敬愛をもって描か
れています。本展は、北杜夫の著作を通し

て、茂吉の波乱多い生涯と作品を展望す
るものです。偉大な父
の死後、文学者とし
て飛躍してゆく作家・
北杜夫の足跡もあわ
せてご紹介します。

その他の公演はP7をご覧ください
チケットの ☎5432-1515申し込みお問い合わせ

一般700（560）円／高校・大学生500（400）円／小・中学生250（200）円／65歳以上350（280）円
※北杜夫氏一周忌の10月24日（水）は無料となります　※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

箱根での齋藤茂吉と次男・宗吉
（のちの北杜夫）1949年8月頃

子ども文学さんぽ「多摩よこやまの道」
11月24日（土） 9:30～15:30　当館集合・解散

梨屋アリエ「読書と星のワークショップ」
11月4日（日） 9:30～16:30　弦巻区民センター

山本健吉『句歌歳時記』
（1986年、新潮社）

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

〒154-0004 世田谷区太子堂４-１-１キャロットタワー5F　最寄「三軒茶屋」駅　☎5432-1535 （月～金：10:00～18:00）
5432-1536　 info@setagayamusic-pd.com　 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

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



第20回定期演奏会
11月18日（日） 14:00開演（13:30開場）　
世田谷区民会館
全席自由　 800円（前売り500円）
※小学生以下無料　 世田谷区民吹奏楽団
（佐々木） ☎080-5873-3383

世田谷区民吹奏楽団
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劇団フォーサム第12回公演 『メイ・ストーム －花のもとにて－』 
10月5日（金） 19:00　6日（土） 14:00、18:00　７日（日） 14:00
しもきた空間リバティ
世田谷で活動する社会人劇団の公演です。演劇の「ライブ」の力を体感してください。
一般 2,800円  学生 1,800円（前売り・当日とも）　 劇団フォーサム

☎090-6485-7442 　 g.forsome@gmail.com

妙壽寺竹灯籠能 『葵上』
10月14日（日） 16:00　妙壽寺 本堂
初めての方でも気軽に親しんでいただけるようレクチャー付きの能公演です。
一般 5,000円　学生 2,000円（40歳未満要学生証）　※要事前申込　 烏山寺

町竹灯籠能実行委員会　☎3370-2757　 info@yoyoginoubutai.com

コンテンポラリーダンス 『瞑る日』
11月3日（土・祝） 17:00、19:30　4日（日）16:00　宇宙館
3つの題材より幻想的でプリミティブな空間へ誘います。お楽しみください。
前売り3,300円　当日3,600円　 インテレクト・オブ・カワナ0358（SU）
tatetugu23@gmail.com

【能楽】 いろはにほへと
11月10日（土） 14:00　梅若万佐晴能楽師宅 能舞台
世界無形遺産の「能」を初心者の方々に分かりやすく、「能の力」を感じていただきます。
2,000円　高校生以下・「幽玄」会員1,500円  ※要事前申込　 NPO法人「幽玄」

事務局：梅若、竹股　☎3481-8727

梅丘 THE ナマエンタの2日間
11月17日（土）・18日（日）　梅ヶ丘駅周辺の店舗
音楽、芝居、落語…生のパフォーマンスを通しパスで見ほうだい聴きほうだいの2日間。
2日間通し券 1,500円　 テイクファイブ（梅丘ライブアートプロジェクト）

☎5426-2656

ヴォードヴィルの会 第3夜　『セヴィリアの理髪師』
11月21日（水）～25日（日）
昼公演（土、日） 14:00　夜公演（水～土） 19:00　APOCシアター
ヴォードヴィル…それはオペレッタよりも“やわらかい”軽歌劇です。
前売り・当日とも 一般2,000円  世田谷区民1,500円（区民を証明できるもの

を提示願います）　 ヴォードヴィルの会：中野
vaudeville@vaudevillenokai.com

子どもとたのしむコンサート　『栗コーダーカルテット』
11月25日（日） 14:00　区立塚戸小学校 体育館
リコーダーや様々な楽器が奏でる愉快で素敵な音楽は、子どもも大人もみんな
にっこりです！
3歳～小学生 500円　大人 1,500円　※要事前申込　 子ども文化キャンペー

ンせたがや事務局（NPO法人こども劇場せたがや内）：大野 ☎3422-8928
kidsarts.setagaya@gmail.com　※10月9日（火）受付け開始

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コンサートです。
無料　演奏は各回30分程度／雨天時は要問い合せ

※直接会場へお越しください
音楽事業部　☎5432-1535

世田谷芸術百華2012
プログラム
配 布 中

世田谷区文化・国際課
☎5432-2124

文学館
文学サロン
も世田谷文学館に出張
どを販売します。当日参
ージをご覧ください。
（火・水曜休）

区民団体による
イベント

世田谷区では、文化・芸術の振興を目的としてお寄
せいただいた寄附金の一部を「地域文化芸術振興事業
補助金」に活用し、区内各地で行われる文化・芸術活
動の支援を行っています。今年度、世田谷芸術百華に
参加の区民団体主催のイベントです。申込みや問合
せ等詳細は、各連絡先まで。

どどどどどまちかどコンサートまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどココココココココココココココココココココココココココココココココンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンサササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
Vol.32～Vol.36

文学者が築いた“社会”との絆を探る
～“アナログ”と“デジタル”の魅力～
11月24日（土）　集合9:00／解散14:00　▶八幡山駅
⇒大宅壮一文庫⇒賀川豊彦記念松沢資料館⇒蘆花恒春園
（昼食）⇒世田谷文学館　 1,500円（昼食代込）

ス

❸
【応募期間】10月1日（月）～14日（日）　【応募方法】往復ハガキによる申込み／定員各20名。応募者多数の場合は抽選となります。いずれの
コースも参加費は当日徴収します。①コース番号 ②氏名（ふりがな） ※３名まで連名可 ③応募者全員の年齢 ④住所 ⑤日中連絡可能な電話番
号 ⑥キャンセル待ちを希望する・しない　を明記のうえ、下記宛先まで。 ※当選後のキャンセルは原則としてお断りしております。各コース実施
日の３日前までにキャンセルのご連絡がない場合は、参加費の全額をお振込みいただきますので、ご注意ください

㈱世田谷サービス公社「芸術散歩」係 〒154-0004　世田谷区太子堂3-25-9　☎3419-3605

商店街とアートのコラボレーション ! !
アートの力でまちづくりに貢献するプロジェクト。様々な分野のアーティストが商店街で創作活動を行い、商店街を盛り上げます。

ペナントギャラリー 「祖師谷から  海、森、空、宇宙をみる」
９月下旬～10月31日（水）　祖師谷商店街
（小田急線祖師ヶ谷大蔵駅北口）
開校70周年を迎えた子どもたちが、時間や人のつなが
りを物語として、アーティスト「大小島 真木」と一緒にフ
ラッグに表現します。

ペナントギャラリー 「シモキタどうぶつえん」
10月中旬～11月23日（金･祝）
下北沢一番街商店街
（小田急線・京王井の頭線下北沢駅北口）
アーティスト「TSUTOMU NAGAI」と地元小学校の
子どもたちが一緒になって描いたフラッグを飾って、
商店街を動物園に大変身させます。

祖師谷小学校開校70周年記念

世田谷区文化・国際課　☎5432-2124

文化財団
財）世田谷区産業振興公社

成城アフタヌーンコンサート
9月30日（日） 
①14:00～②16:00～  
サクソフォーンカルテット“桜”

成城コルティ“周年祭”をサクソフォー
ンカルテットが華やかに盛り上げます。
女性4名による素敵な演奏をお楽しみ
下さい。

成城コルティ

ちとふな ハロウィーンコンサート
10月27日（土） 14:00～
フーミン・ワンマンバンド

トリック・オア・トリート！　
千歳船橋商店街で開催される
ハロウィーンイベントで、仮
装した子ども達を、音楽がさ
らに飾り付けます。

千歳船橋商店街

しもたか音楽祭街角コンサート
10月28日（日）
①13:45～ ②14:55～③16:05～　
公募で集ったアマチュアミュージシャン
が、しもたか音楽祭を盛り上げます！  
熱い演奏をお楽しみに！

下高井戸商店街

喜多見駅前広場
喜多見駅前音楽祭
まちかどコンサート
11月11日（日） 11:00～15:00
　　　　　　　（内、30分程度）　
サクソフォーンカルテット“桜”

喜多見駅前音楽祭にサクソフォーンカ
ルテット“桜”がゲスト出演します。国
本学園吹奏楽部との共演も必見です！

からすやま
Light Up コンサート
11月23日（金・祝） 16:00～
毎年恒例、烏山イルミネーショ
ン点灯式を華やかに彩ります。
烏山駅前通りをライトアップ！

烏山区民センター広場

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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「世田谷芸術百華2012」は、区民の皆さまに、身近な場所で気軽に文化・
芸術活動にふれていただくことを目的に、9月から11月の間に、世田谷
区、区民活動団体、当財団などが連携、協働し、区内各地で多彩な文化・
芸術活動を連続的に行う取り組みです。
劇場や美術館、文学館などの施設はもとより、皆さまに身近な商店街や
広場などをフィールドに、多彩なイベントなどが繰り広げられます。

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

世田谷アートフリマ in 文
11月3日（土・祝） 11:00～17:00　世田谷文学館・文
生活工房のロングラン企画・世田谷アートフリマが、今年も
します！  約40組のクラフト作家が出展し、小物や豆本など
加可能なワークショップも開催予定、詳細は下記ホームペー
入場無料　  http://artfleama.net/　☎5430-8539

※出展者募集中、Ｐ6＆上記ホームページ参照

 ［会場］三軒茶屋駅周辺・近隣商店街、世田谷パブリックシアター　全15会場
 ※自家用車・自転車でのご来場はご遠慮ください。大道芸の詳細（出演パフォーマー・出演時間・場所）については、
 当日会場で配布するパンフレットをご覧ください
 世田谷アートタウン事務局　☎5432-1547

小さい秋をみつけて楽しむ旅  ～散歩ワークショップ（WS）～　
11月17日（土）　集合10:30／解散14:00  ▶二子玉川駅⇒二子玉川商店
街⇒丸子川親水公園⇒岡本静嘉堂緑地⇒岡本公園民家園⇒岡本八幡神社⇒谷
戸川⇒瀬田４丁目広場（旧小坂家住宅）⇒砧公園⇒世田谷美術館（昼食・ＷＳ）
ＷＳ講師：群馬直美（葉画家）　 1,500円（昼食代込）

 コース

❶
映像の進化をみる！ ～過去から未来へ～
11月17日（土）　集合13:00／解散16:00
▶成城学園前駅⇒ＮＨＫ放送技術研究所
※行程は変更となる場合があります　 500円

 コース

❷
 コース

❸

10月20日（土）・21日（日） 12:00～20:00

秋恒例のフェスティバル。街を舞台にジャグリングやパントマイム、アクロ
バットなど華麗な技を繰り広げます。商店街自慢の屋台やアート楽市もお見逃
しなく。今年のテーマは“花”。三軒茶屋とあなたの心に“花”をたくさん咲かせ
ます。街が風変わりな「アートタウン」に変貌する2日間。どうぞお楽しみに！

 世田谷区　（公財）せたがや文
 世田谷区教育委員会   （公財

※雨天決行。
　時間は開催日・会場により異なります

各種バッグとペンケース こども用ポンチョ

区制80周年

2011年の様子

世田谷アートタウン201222ウンンウウンンン2ンンンン200202201111101010100 222121 Photo：奥秋圭

Photo：Waits

Photo：Waits

Photo：奥秋圭

せたがやジュニアオーケストラスペシャルステージ
10月21日（日） 12:30～13:00（12:00開場）　世田谷パブリックシアター
ジュニアオーケストラがアートタウンに登場！  ロビーでは練習や公演などの写真展示も行います。
メンバーみんな、元気一杯に活動中。会場でお待ちしています！
ハチャトゥリアン：バレエ組曲「ガイーヌ」より「バラの乙女たちの踊り」「剣の舞」　ビゼー：交響曲ハ長調第一楽章　
全席自由　入場無料（事前申込不要）　 http://s-j-o.jp　 音楽事業部 ☎5432-1535

おおたか静
し ず る

流とFlying Zoo
10月21日（日） 18:00開演（17:30開場）　世田谷パブリックシアター
NHK Eテレ「にほんごであそぼ」でも大人気、七色の声を自由に操る、魅惑のシンガー＆ボイス・アーティスト
おおたか静流が、無国籍な異色バンド「Fliyng Zoo」として登場。「巡回動物園」さながらの、心躍る音楽をお届けします。
おおたか静流（ヴォーカル）　 秋岡欧（バンドリン）　 佐藤芳明（アコーディオン）　 こぐれみわぞう（チン

ドン）　太田惠資（ヴァイオリン）　 全席指定 2,800円　一般 3,000円　※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

世田谷アートタウン関連企画

前年まで街に飾られていたフラッグな
どを活用し、リサイクルグッズをつく
りました。チャリティー販売し（数量限
定）、収益は世田谷区の「東日本大震災
復興支援金」を通じ、皆様のエールと
ともに被災地にお送りします。  

フラッグリサイクルプロジェクト
13:00～17:00 「すずらん通り」会場内　

リサイクルグッズで元気を送ろう！

区 制 8 0 周 年

昨年の定期演奏会より  ⓒ青柳聡

世田谷アートタウン2012

昭和女子大学プロデュース

昭和女子大学の学生が企画した、世田谷
の文化・芸術にふれる散歩コースです。
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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。

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



―神が田園を創り、ひとが町をつくった―ハリソン家、百年の物語

日本に暮らす留学生たちが、日本で何を学ん
でいるか、パネル展示や発表会で紹介しま
す。「樋口一葉の和歌の近代性」「築地市場の
再考」など、私たちの暮らしや文化を見つめ
るテーマもあります。　 無料
　　　　　　　　　　
研究発表会＆交流会
9月29日（土）・30日（日）13:00～16:00　
生活工房4Ｆ
インド・チリ・中国・フランス・ルーマニ
アからの留学生が、専門分野についての発
表を行います。留学生が見た日本、世田谷は
どんな所なのでしょう？　彼らの出身国の
お茶やお菓子も用意して、交流を図ります。
無料　 不要、直接会場へ

障害福祉サービス事業
所 OY倶楽部、アトリ
エブラヴォの12人の
アーティストが描く絵
画と、楽しく社会と関わ
る創作活動を紹介しま
す。ワークショップなど
を通して街や人との関
わりを深める彼らの作
品には、そこから生まれ
る日々の暮らしの豊か
さが詰まっています。デ
ザインや広告としても
流通する、彼らの確かな
腕で描かれた、キュートな絵画をお楽しみく
ださい！　展覧会の最終日には、関連のワー
クショップ＆トーク・イベントも開催します。
詳細HP参照　 無料

12月11日（火）～24日（月・休）　会場  世田谷パブリックシアター

 リチャード・ビーン　  平川大作　小田島恒志　  森新太郎
 渡辺 徹　佐藤アツヒロ　平 岳大　石橋徹郎　吉見一豊　有薗芳記

　　小島 聖　田根楽子　七瀬なつみ
  6,300円  一般 10月6日（土）発売  Ｓ席 6,500円  Ａ席（3階） 4,000円   

※未就学児童入場不可　 劇場チケットセンター

2005年、英国演劇界の話題をさらった
『ハーベスト』が、日本に初登場。ひたすら
前向きに、日々の生活を謳歌しようとする
人々のたくましさを、ユーモアと風刺の効
いた台詞を交えながら描いた作品です。演
出は、緻密に物語を立ち上げていく手腕が
高く評価される森新太郎。実力派が揃う豪

華キャスト陣にもご注目ください。主人公の
ウィリアム・ハリソンを演じる渡辺徹は「困
難な状況においても、逞しく生きる男の人
生を通して、観る方も前向きになってくれ
れば」と意気込みを語っています。養豚業に
人生を捧げた男の、約100年間にわたる壮
大なドラマを、ぜひ、ご堪能ください。

10月5日（金）

街と人と絵描きたちのオシャレな関係
“きょうはなに描くとー？”
アトリエブラヴォ展覧会

10月13日（土）～11月18日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

JAPONDER 9 
～留学生ってどんな勉強しているの？～
開催中～10月7日（日） 9:00～20:00

（最終日は17:00まで）  3Ｆ生活工房ギャラリー

古くから仏教の信仰が厚い富山県南砺市。
その深い信心と土地の豊かさからくる独特
の力は「土徳」と呼ばれています。土徳の幸
とそれを頂くための料理の技術を学ぶワー
クショップです。
有馬邦明（「パッソ・ア・パッソ」オーナー

シェフ）   抽選20名   2,000円   メー
ルまたは往復ハガキ（P8記入方法参照）で生
活工房へ　 9月27日必着　

電子レンジ、掃
除機などの家電
製品の仕組みを、
自分の手で分解
しながらその仕
組みについて調
べるワークショップです。必ず親子2人1組
でご参加ください。
［進行］金子金次（メディア・アドバイザー）、
㈱東芝　 小学3年生以上の親子2人1組　
抽選20組　 1,000円　 往復ハガキ

（P8記入方法参照、学年も明記）で生活工房
へ　 10月23日必着

11月の生活工房
ギャラリー展示の
プレイベントとし
て「食のアトツギ
（後継）」について
考えるワークショップを行います。山形県の
出羽三山と羽黒修験道に育まれた精進料理
を、宿坊のおかみさんたちと一緒につくり味

わいます。伝承の調理法について、あえてレ
シピは用意せず、対話を通じた見聞きから、
参加者自らの手でレシピを綴ります。夜には、
編集者・伊藤ガビン氏を迎えて、山の文化を
より深く学ぶトークイベント（参加費＆申込
は別途要、詳細ＨＰ参照）も開催します。
出羽三山精進料理プロジェクト（羽黒町観

光協会）　 抽選20名　 3,500円
メールまたは往復ハガキ（P8記入方法参

照）で生活工房へ　 10月15日必着

今年もアート
フリマが世田
谷文学館に出
張します！　
手づくりのク
ラフトやアー
ト作品を制作
する個人・グ
ループの応募をお待ちしております。
10月5日必着  ［詳細］ http://artfleama.

net/   世田谷アートフリマプロジェクト・
中根（世田谷233）   ☎5430-8539（12:00
～20:00、火・水曜休）
setagaya@artfleama.net

①水曜午前教室  シリーズ〈名作を読む〉
11月7、14、28日、12月5日 10:30～12:30
岩井正（NHK日本語センター）

朗読作品：和辻哲郎著「古寺巡礼」（中宮寺観音）
②水曜午後教室  シリーズ〈名作を読む〉
11月7、14、28日、12月5日 13:30～15:30
岩井正（NHK日本語センター）

朗読作品：和辻哲郎著「古寺巡礼」（中宮寺観音）
③木曜教室　
11月8、15、29日、12月６日 
13:30～15:30
金野正人（NHK日本語センター）

朗読作品：宮沢賢治著「セロ弾きのゴーシュ」
④金曜教室  シリーズ〈はじめての朗読〉

―初心者向け講座
11月9、16、30日、12月7日 13:30～15:30
山田敦子（NHK日本語センター）

朗読作品：小川未明著「月とあざらし」
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   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/

大道芸で盛り上がるアートタウンにあわせ
て、市民活動支援コーナー登録団体の様々
な活動を、楽しい体験コーナーや喫茶ス
ペースでの交流を通じて紹介します。
入場無料 

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～10/6（土） グラスペイント展  煌 2012

10/7（日）～11/3（土・祝） 四季のちぎり絵３  河原ナツ子

パオフェスタ2012
市民活動体験喫茶パオ

10月20日（土）・21日（日） 11:00～18:00
3Ｆ市民活動支援コーナー

「アトツギ」展プレイベント
聞きながら綴る、

出羽三山・精進料理レシピ
10月28日（日） 13:00～16:30

生活工房4F

子ども体験ワークショップ
分解ワークショップ

～家電製品の仕組みを探ろう！
11月3日（土・祝） 13:30～17:00

生活工房4Ｆ

関 連 企 画

     世田谷アートフリマin文学館
     出展者募集！

11月3日（土・祝） 11:00～17:00
世田谷文学館

市民活動支援コーナーは、このたび、現・
運営団体の委託期間満了に伴い、平成25年
4月1日より、生活工房と一緒に当コーナー
を運営していただける団体を募集します。
応募等の詳細については生活工房ホーム
ページ、あるいは生活工房窓口で配布して
いる募集要項をご覧ください。

市民活動支援コーナー
新規運営団体募集！

2012年カレンダー

今年も、フェスティバルを一緒に
盛り上げてくださる仲間を募集中です。

世田谷アートタウン2012

募 集フタッフッスタアスティアィンテランボラボボ アテテボボボボボボボボボボボボボボボボラララララララララララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアスススススススススススススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタッッッッッッッッッッッッッッッフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集集集！！！！！！！！！！

 フェスティバルの街を飾ろう！装飾班
街を変身させるための装飾づくりを行います。

 東日本を応援！フラッグリサイクル手芸班
得意な手芸を活かしてリサイクルグッズをつくります。

 フェスティバル当日を支える！当日スタッフ
自分の“得意”を活かしてフェスティバルをサポートします。

 こども装飾ワークショップ 最終回10月8日（月・祝）開催
大人にだって負けないぞ！？力をあわせて街を飾ろう！！
劇場「アートタウンボランティア」担当　☎5432-1526

詳細は、劇場ホームページをご覧ください

渡辺 徹

佐藤アツヒロ 平 岳大

朗読講座　豊かなことばの世界

12/11 12 13 1415 16 17 18 19 2021222324

13:00
14:00
18:00
19:00

休

　演

企　画　展

ボランティアスタッフ募 集！！

土
ど

徳
とく

を食
は

む
富山県南

なん

砺
と

市の食材料理ワークショップ
10月6日（土） 11:00～14:00　生活工房4F 

小島 聖 七瀬なつみ

〒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

『ハーベスト』
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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。

世田谷パブリックシアター秋 冬 の 主 催 公 演 を ご 紹 介

©SHELLEY

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



  

ダンス カンパニーL’A.　ラシッド・ウランダン　『 万
ワールド・フェアー

国博覧会 』10/26（金） 19:30 開演
10/27（土） 15:00 開演 発売中

未就学児童
入場不可   ラシッド・ウランダン　   ジャン=バティスト・ジュリアン

（整理番号付自由席・日時指定）  3,000円  一般 3,200円  学生 3,000円（当日要学
生証）　◎10/27（土）ポストトークあり　 アンスティチュ・フランセ東京　☎5206-2500

シアタートラム（小劇場）

11/30（金）～12/28（金） 演 劇 シス・カンパニー公演
『TOPDOG/UNDERDOG』

世田谷パブリックシアター（主劇場）

 スーザン-ロリ・パークス     小川絵梨子
 堤真一　千葉哲也
  割引はございません   一般 6,800円

坂本美雨柴幸男 三浦康嗣 白神ももこ

一般  10/28（日）
先行はございません発　売

開始日

11/5（月）～25（日）演 劇 『４ four 』
未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

発売中

◀11/12（月）以降、（月）休演、（火）（水）（金）19:00但し23（金・祝）は13:00/18:00、
（木）14:00/19:00、（土）13:00/18:00（日）13:00

 川村毅    白井晃
 高橋一生  田山涼成  須賀貴匡  野間口徹  池田鉄洋
通し番号付入場引換券  5,400円　一般 5,700円
劇場チケットセンター

11/5 76 98 1011

13:00
14:00
18:00
19:00
ポストトークあり 白井晃   出演者全員

11/30 12/1 2 43 5 6

15:00
19:00

休
演

世田谷区で長く活動する区民団体が、世界三大レクイエムの１つにも
数えられる名曲を、プロの音楽家と共に演奏します。
 山下一史（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　他
 S席のみ 2,000円　一般 S席 2,500円　A席 1,000円

2013/2/10（日） 14:00開演
昭和女子大学人見記念講堂音 楽 せたがや名曲コンサート  ヴェルディ・レクイエム

音  楽  事  業  部  主  催 
9/25（火）発　売

開始日

9月28日（金）～10月14日（日）
会場  シアタートラム

  柴幸男　   三浦康嗣　   白神ももこ
 坂本美雨   今井尋也   今村洋一   初夏   大柿友哉   北川結

重岡佐都子   清水久美子   名児耶ゆり   西尾大介   bable   柳瀬大輔
（自由席・日時指定）　  4,700円
一般 5,000円　高校生以下 2,000円（当日要年齢確認）
★プレビュー公演 3,000円　※4歳未満のお子様もお席が必要な場合
は要チケット　 　　 劇場チケットセンター

“ファ”と“レ”の音しか歌えない
少女が親を探すために歌手に
なる。そんな子どもも大人も楽
しめる寓話的な物語を、演劇・
音楽・ダンスの魅力たっぷり
にお届けします。本作は3名の
アーティストが共同演出を務
め、坂本美雨はじめ多彩な背
景をもつキャストが集結。この
キャラバンが奏でる新世代の音
楽劇に、どうぞご期待ください！

9/2829 10/130 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314

14:00
19:00
19:30

休
演

休
演

休
演 プレビュー公演

終演後ミニライブあり

『ボンビックス モリ』  4,500円
一般 4,800円　ペア8,000円
高校生以下 2,000円  ※未就学児童入場不可

『ゴールドフィッシュ』  大人 2,000円
子ども（4歳～高校生） 1,000円
一般 2,500円　子ども（4歳～高校生）・
1,500円   ※3歳以下、保護者の膝上は無料
＊2作品セット券 一般 6,000円

　　 劇場チケットセンター

イスラエルのキュートなダンス
が登場！ 『ボンビックス モリ』は、
ラテン語で蚕の意味で絹のよう
にしなやかなダンスを繰り広げ
ます。『ゴールドフィッシュ』は、
ファミリー向け。もしも、クロー
ゼットの海に飛び込んだら？  
ミラクルなひとときを、大切な
方とお楽しみください。

『ゴールドフィッシュ』

 『ボンビックス モリ』

ポストトークあり

2311/22 24

15:00
19:30

11/25

13:00
16:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

インバル・ピント＆アヴシャロム・ポラック ダンスカンパニー音楽劇『ファンファーレ』
いよいよ開幕―街が歌い出す！ ハッピィ、ラブリィ、ときどきダーク？

11月22日（木）～25日（日）  会場  世田谷パブリックシアター

 おおはた雄一（vocal&guitar）　芳垣安洋（drums）　伊賀航（bass）
 4,000円　一般 4,200円　※4歳以上は要チケット。3歳以下は1名まで膝上無料

ホットスタッフ・プロモーション  ☎5720-9999

10/16（火） 19:00 開演音 楽 『おおはた雄一   LIVE at 世田谷パブリックシアター』 発売中

ダンス BATIK　『おたる鳥をよぶ準備』 11/15（木）～18（日） 発売中

    黒田育世　  BATIK  伊佐千明　植木美奈子
大江麻美子　梶本はるか　田中美沙子　寺西理恵　中津留絢香　西田弥生　矢嶋久美子

 A席 3,900円  一般 A席 4,000円  B席（3階） 3,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ハイウッド  ☎3320-7217

未就学児童
入場不可11/151617

16:00
18:30

14:00

18

演 劇 発売中

  永井愛　  佐々木蔵之介　溝端淳平　平幹二朗
 1・2階席 5,300円　一般 1・2階席 5,500円

3階席 3,000円　学生（3階席のみ） 2,000円（TEL、店頭のみ取扱）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   二兎社　☎3991-8872  

10/2627 2928 303111/1

13:00
14:00
19:00

休
演

10/26（金）～11/7（水） 二兎社　 『こんばんは、父さん』

▲11/2（金）以降、（月）（金）19:00、（火）（土）14:00/19:00、（水）（日）14:00

9 10
25 26 27 28 29 30 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 30 319/25 ～10/312012

シアター
スケジュール

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

河思潮社　『浮標（ぶい）』葛河思潮 『浮標（ぶい）』
三好十郎　　　長塚圭史　 　 好十 　 長塚 史　 ゴゴーチチ･ブラザーズブラ ーズ ☎6809-7125680 712作

二兎社兎社『こんばんこんばんは、、父さんさん』～11/7 ま11/ まで世田谷アートタウン 2012田谷 ートタ ン 2 2
『三茶 de 大道芸』茶 d 大道 』
世田谷アートタウン 2012田谷 ートタ ン 2 2 関連企画関 企画 『おおたか静流とFlying Zoo』おお か静流 Fly g Zo

おおはた雄一「お はた雄一 LiveL 」

カンパニー L カ パニ L’AA.ラシッラシ ドド・ウランダウ ンダン
万国博覧『万 博覧会 ワール（ワ ルドド・フェアーフェア ）』

まつもと 民芸 館企 制作『Ｋ．ファウストァウ ト』
　　　　　 串田和美　　ぷれいす ☎5468-8113　　 　 　 田和美　　ぷれ す ☎ 468 113作 美術 出演

音楽劇 『ファンファーレ楽劇 ファ ファ レ』

世田谷パブリックシアター先行抽選予約のご案内
【受付期間】 10/14（日）12:00～16（火）18:00  【受付方法】 ★ローソンチケット｢WEBモバイル｣または｢特別電話｣で予約
（先行は劇場チケットセンターの取扱無し）  ●WEBモバイル http://l

エル

-tike.com/setagaya-tu（WEBモバイル共通URL）  
※メールアドレス・電話番号は正しく。●電話☎0570-084-635 （音声自動応答）  ※発信者番号通知設定の電話機から要申込（公衆電話
不可）。一部の携帯電話・ＰＨＳ・ＩＰ電話からは利用不可。申込完了後に取消・確認不可のため、メモを取りながらお電話ください。申込の順
番はお席の場所とは関係ありませんので、流れてくるガイダンスの指示に従って確実にご操作ください。
【抽選結果確認】 10/19（金）12:00～21（日）18:00  ★ローソンチケット｢WEBモバイル｣または｢電話｣で確認  ※結果確認は「受付
と同一の方法」でのみ確認可。  ●WEBモバイル 「受付時と同じURL」※確認期間開始とともに、順次、当落確認メールを送信（公演終了ま
で要保存）。万が一、メールが届かない時はWEBモバイルサイト「申込確認」からご確認ください。  ●電話☎0570-084-010（音声自動応答）
※申込時にお伝えする10桁の受付番号が必要。  【引換期間】 10/19（金）12:00～21（日）23:00  ★チケット引換場所：ローソン店頭
「Loppi（ロッピー）」  ※引換の際には｢10桁の受付番号｣と｢申込時に入力したご連絡先電話番号｣の入力が必要。要発券手数料（105円／枚）。  
【注意事項】 申込は、お一人様1回限り。1公演2枚まで、第3希望までエントリー可（当選は1公演のみ）。先行抽選予約は必ずしも
良いお席を提供するものではございません。　　 劇場チケットセンター
＊詳細は世田谷パブリックシアターＨＰを、一般発売については本紙｢10月25日号｣をご覧ください。

堤真一 千葉哲也

『ゴールドフィッシュ』より
Photo : Asaf Ashkenazy

ダンス 笠井叡×麿赤兒 『ハヤサスラヒメ』11/29（木）～12/2（日）

    笠井叡　   麿赤兒  
 天使館　笠井禮示　寺崎礁　定方まこと　鯨井謙太

大駱駝艦　田村一行　塩谷智司　奥山ばらば　小田直哉 ／ 笠井瑞丈　他
 S席 4,300円　一般 S席 4,500円

A席（3階 整理番号付自由席） 3,000円　 魁文舎　☎3275-0220

11/29 12/130 2

19:30
15:00

ポストトークあり

未就学児童
入場不可

一般  9/29（土）
発売中発　売

開始日

■11/17（土）13:00は視覚障害者のための事前舞台説明会あり
（要事前申込）

 ◀12/7（金）以降、（月）休演、（火）（木）（土）15:00/19:00、（水）（金）19:00但し12/28（金）は15:00、（日）15:00

『ボンビックス モリ with ラッシュ』
『ゴールドフィッシュ』

※上映時間=約180分。休憩後、後半（約10分）はお立見
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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（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、あるいは割引価格で提供します。また、主催以外の公演もご案内する場合がございます。オンラインのみ取扱。   高校生

以下割引あり（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、あるいは割引価格で提供します。   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）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

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

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

　　　　　　　　　　　  会員先行発売・割引
（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）　
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。●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

 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）　 P C 携帯http://setagaya-pt.jp/ http://setagaya-pt.jp/m/

●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。

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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ふれあいサイクリング＆
ウォーキング

11月3日（土・祝） 9:00～15:00（予定）

席はＦＣ東京側自由席
区内在住の小学生親子（子ども1

名、大人1名）  抽選150組300名 　
無料　 10月５日（必着）

体組成＆骨健康度測定・水中トレ
ジャーハンティング・水泳タイム
トライアル・フィットネス／アクア
フィットネス教室無料体験など
イベントにより対象・定員が異なり
ます。詳細はスポーツ振興財団ホー
ムページをご覧いただくか、お問い
合わせください。
幼児～高齢者　 施設利用料金

（一部無料）　 事前申込不要
千歳温水プール管理事務所
☎3789-3911  3789-3912
※駐車台数に限りがあるため、できるだ
け公共の交通機関をご利用ください

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
大蔵第二運動場管理事務所へ

大蔵4-7-1  ☎3416-1212  34
16-1777（問合せのみ）

ともすべて午前中、初心者から
上級者のクラス分けあり
18歳以上　 7,100円、10,400
円（クラスにより異なります）　 抽
選各8～16名　 10月3日（必着）
※時間・クラス等は要問合せ

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　☎54
51-0691）

秋深まる昭和記念公園で気持ちいい
風のなか、ウォーキング＆サイクリ
ングを楽しみましょう。
［集合］当日9:00　京王線下高井戸
駅ほか
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）
先着30名　 1,000円（別途、貸

自転車代など実費負担あり）
10月24日（必着）
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　☎090-9010-2275
3323-8250）へ　

イベント  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、区スポーツ振興課に
あります。ホームページからもダウンロード可親子スポーツ観戦デー

サッカー Ｊ１ 第30節
ＦＣ東京 ＶＳ コンサドーレ札幌
10月27日（土） 17:00キックオフ 

味の素スタジアム

バスケットボール教室
11月6～27日　毎週火曜（全4回）

大蔵第二運動場

第23回船橋ふれあいまつり
スポーツフェスタ 
in 千歳温水プール

11月3日（土・祝） 10:00～16:00

第62回区民体育大会
ソフトバレーボール
11月25日（日） 9:00～  総合運動場
［種目］4人制（混合フリー・レディース
フリー・小学生・シニア（50歳以上）） 
区内在住・在勤・在学者で構成

されたチーム　 3,000円／チーム
（小学生1,500円）  ※当日受付で支払

所定の申込書で区連盟・金当
（〒158-0095 瀬田5-38-11  ☎37
00-7882）へ　 10月31日（必着）

共催大会
◆第119回世田谷区卓球団体戦
9:00～
①11月3日（土・祝）  女子の部（1～
6部）　総合運動場体育館
②11月4日（日）  男子の部（1～6部）　
総合運動場体育館
③11月4日（日）  男女7部　深沢中
学校体育館
いずれも6,000円
所定の申込書で区卓球連盟・

小池（〒158-0082 等々力8-26-25　
☎3701-7684  10月19日（必着）

◆第43回世田谷区陸上競技選手権
大会
11月4日（日）　総合運動場陸上競
技場  1人2種目まで（リレーを除く）
個人700円／種目、リレー1,200

円／チーム　振込もしくは現金書留
詳細は「世田谷区陸上競技協会」

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

setagayarikujyou@gmail.com
10月19日（必着）

◆ソフトテニス世田谷選手権大会
①11月11日（日）　 ②11月23日
（金・祝）　③11月25日（日）いず
れも9:00～　総合運動場
〔種目〕①一般男子、成年男子　②シ
ニア男子、女子（45～54歳・55～
64歳・65歳以上の3部門）　③一般
女子、成年女子
区連盟登録者　 2,400円／組
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）
10月11日（必着）

区制80周年

デイタイムテニススクール
 月曜コース 11月12日～12月17日
 金曜コース 11月2日～12月14日

大蔵第二運動場

小さなお子さまからご年配の方まで、また障害のある方も参加できる楽しいアトラクションや
スポーツ体験コーナーなど、イベントがもりだくさんです。ご家族・お友達をたくさん誘って
『区民スポーツまつり』に遊びにきてください！
※できるだけ公共の交通機関でお越しください　※運動ができる服装・靴でお越しください（体育館は室内履きが必要）
※種目によっては時間や参加人数に制限があります。詳しくはスポーツ振興財団へお問い合わせください

主なイベント

★各種スポーツ・レクリエーション体験
　コーナー
★スポーツチャレンジコーナー
★ジャンボだるま落とし
★ふわふわトランポリン
★FC東京サッカークリニック
★昔の遊びコーナー
★大道芸
★模擬店
★フリーマーケット
★ウルトラマンゼロ
　ショー、握手会
　①12:15～
　②14:45～
　握手会は①のみ

初心者のための弓道　　
経験者（無段者）を対象とした個人戦と連盟役員による講習。風
船・板割りなどの余興もあります。
10:30～15:30　総合運動場弓道場
中学生以上の経験者
ハガキまたはFAXで区弓道連盟・熊澤（〒156-0055 船

橋6-17-13　 3303-0412）へ　 10月5日（必着）

事前申込が必要なイベント
 ※  はハガキまたはＦＡＸでスポーツ振興財団へ

各教室開始15分前より
受付開始
先着30名 ！  参加費無料

フィットネスフットサル～成人女性への新しい健康教室～
①13:15～14:15　②14:30～15:30　総合運動場体育館
成人女性
抽選各20名　 10月5日（必着）
瀧本誠（シドニー五輪金メダリスト）の親子で柔道

①10:45～12:15   ②13:30～15:00   総合運動場第一武道場
①年少～年長と保護者　②小学1～3年生と保護者
各12組　 10月3日（必着）

総合運動場温水プール（イベントにより規制あり）、千歳温水プール、
太子堂中学校温水プール、梅丘中学校温水プール、玉川中学校温水プール、
烏山中学校温水プール

9:00～21:00

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
　太子堂中学校温水プール ☎・ 3413-9311
　梅丘中学校温水プール ☎・ 3322-6617
　玉川中学校温水プール ☎・ 3701-5667
　烏山中学校温水プール ☎・ 3300-6703

●水着･水泳帽着用、幼児はおむつがとれていること。
●小学校3年生以下は保護者（高校生以上）の付き添いが必要。
●小学4～6年生は18:00以降の利用については保護者の付き添い、
または送迎が必要。
※付き添い人数など詳細は各施設へお問い合わせ下さい

主な
注意事項

温水プール無料開放

総合運動場フィットネス教室 参加費無料 ！！

第48回  区民スポーツまつり
～いい日、いい汗、いい仲間～
10月14日 日

10:30～15:30　開会式 9:45～
総合運動場、大蔵第二運動場

9:30～10:30      ボディコンバット
10:45～11:45    ピラティス

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（欄外記入方法に加えて、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


