
 

山下一史 （第3回定期演奏会 指揮者）

世田谷区で暮らし始めてもう20年以上になります。
世田谷区民として、日頃お世話になっている地元の文化活
動に携われることを嬉しく思います。また、子供たちに音
楽を作り上げる喜びを知ってもらい、音楽を一生の「友」と
してくれることを願います。
モーツァルトの「後宮からの逃走」序曲は、当時のウィーン
でのエキゾチックなトルコ文化の流行から、珍しく打楽器

が多用されていて楽しい曲です。
「ガイーヌ」からの3曲は躍動感あふれる踊りの曲です。
ビゼーが17歳の時に作曲し作品番号1番を与えられた交響
曲を、同世代の団員たちがどのように感じ、演奏してくれ
るかもとても楽しみです。
このような演奏しても聴いても楽しい音楽会をぜひ多くの
区民の方に聴いていただきたいと思います。

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
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Ⓒ K. Miura

2010年に池辺晋一郎音楽監督の呼びかけのもと
発足した「せたがやジュニアオーケストラ（SJO）」は
活動3年目となりました。
現在、メンバーは小学3年生から高校3年生までの
85名。毎週、たくさんの仲間や講師の先生方と一緒
に生き生きと練習に励んでいます。
今年は様々なことに取り組み、メンバー有志による
弦楽四重奏でのロビーコンサート、オペラシアター

こんにゃく座との共演、世田谷アートタウンスペシャ
ルステージなど、ぐんぐん活動の幅を広げています。
そして、第3回定期演奏会はオペラ、オーケストラの
両面において活躍中の指揮者・山下一史さんをお迎
えします。初共演によって生み出される音楽にご期
待ください。
SJO、2012年の集大成となる演奏会です。彼らの演
奏、成長をぜひ感じていただきたいと思います。

世田谷区民会館
山下一史（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
モーツァルト：歌劇「後宮からの逃走」序曲

ハチャトゥリアン：バレエ組曲「ガイーヌ」より
「剣の舞」「バラの乙女たちの踊り」「レズギンカ」

ビゼー：交響曲ハ長調　
※曲目は予告なく変更する場合があります

【全席指定】 1,000円

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

※未就学のお子様をお連れの方は、周りのお客様にご配慮くださ
いますよう、お願い致します

せたがやジュニアオーケストラ
第3回定期演奏会 12月 24日月 休

15:00開演 
10月25日木

次回（11月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

Ⓒ増田典子

世田谷芸術百華 2012  開催中！ この秋アートがまちに溢れ出す
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！

区制80周年

今までの練習で得た
ものを思い出して、
何より皆で楽しんで
演奏しますので、ぜ
ひ聴きに来てくださ
い！！！

SJOは週に一度の
楽しみ。仲間がた
くさんできまし
た。定演は笑顔で
がんばります！

SJOは第2の学校。音楽
だけでなく、仲間と協
力する大切さ、目上の
方への態度など、様々
なことを学んでいます。

先生には叱られること
も。でもうまくいったら
ほめてくれる、本番前に
は頑張ってと声をかけ
てくれる。そんなSJOが
とーっても好きです。

様々な楽器と協力するとい
ろいろなハーモニーができ
ます。SJOは1人ではでき
ない音楽を創り出す楽しさ
を教えてくれます。

SJOってこんなところ！

演奏会のいきごみをどうぞ！！

あなたにとってのSJOって？
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向井潤吉  語らいの時間　開催中～12月2日（日）

■朗読会「朗読でたのしむ斎藤家の人びと
　茂吉、茂太、杜夫…」
11月23日（金・祝）　文学サロン
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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コレクション展 Ⅱ  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

北原白秋、萩原朔太郎、中村草田男、加藤楸邨、
中村汀女など、世田谷に住んだ詩歌人とそ
の作品をご紹介します。また、詩歌をはじ
め日本文学の魅力と真価を問い続けてきた
評論家・山本健吉の生涯と業績を、当館の
コレクション
を中心に展示
紹介します。
一般200

（160）円   他  
※世田谷区制80
周年記念として、
11月3日（土・祝）
は無料となります   ※（　）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

生活工房のロングラン企画・世田谷アート

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中～10/28 世田谷児童作品展
水彩画展（野田俊和・コリスミチ）　
髙田邦秀木工家具展
Washi Art 2012   世田谷和紙造形会作品展　

10/30～11/4
山口和子織物展 萩原正三油彩展　
アートな切手展　　 和紙による表現　二つの軌跡

11/6～11 世田谷区障害者施設アート展 世田谷区障害者施設アート展　
11/13～18 第8回雅の会作品展　 世田谷平和美術展　

11/21～25 友の会発足25周年
26th世田谷美術館友の会会員作品展　

友の会発足25周年
26th世田谷美術館友の会会員作品展　

11/27～12/2 STOP AIDS 「第13回アール・エスポワール展」
（28日より公開）　

絵ぷろん展　
第14回みどり会美術作品発表会　

■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。

世田谷美術館 区民ギャラリー

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　※世田谷区制80周年記念と
して、11月3日（土・祝）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

北杜夫の『どくとるマンボウ昆虫記』等に関
連した昆虫標本を展示します。北杜夫が少
年期に世田谷の「根津山」
（現・羽根木公園）で採集
した虫についても特別に
紹介。ご家族でお楽しみ
いただけます。
［協力］日本アンリ・ファーブル会、日本昆虫
協会　 入場無料

フリマが、今年も文学館にやってきます！約
40組のクラフト作家が出展し、小物や豆本
などを販売します。当日参加可能なワーク
ショップも開催予定。詳細は下記HPをご覧
ください。 ※出展者募集は終了しています
入場無料　 http://artfleama.net/

［第1部］リーディングシアター『エレジー・
父の夢は舞う』
［第2部］記念講演「清水戯曲の中期の作品群
から見えるもの」　 井上理恵（演劇研究者）
両日とも申込先着100名　 無料　 電

話で当館（☎5374-9117 10:00～18:00）
へ　 多摩美術大学映像演劇学科（☎3702-
9410）

［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（P4記入
方法参照、連名可、年齢も明記）で当館「子ど
も担当」へ　 11月3日（必着）　※締切を延
長しました

（詳細は当館HPにて）　 novus axis ホー
ムページより要事前申込　 http://www.
novusaxis.com

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■　 次　 回　 展　 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

一般1,200（960）円／65歳以上900（720）
円／高校・大学生900（720）円／小・中学
生500（400）円　※（　）内は前売料金、20名以
上の団体料金 　※障害者割引あり
※主なチケット販売所：世田谷美術館、ローソンチ
ケット（Lコード＝38104）、セブン‒イレブン（セブ
ンコード＝019-231）、イープラス

■講演会「松本竣介の生涯と作品」
11月24日（土） 14:00～（13:30開場）  講堂
粟津則雄（文芸評論家）  当日先着150名

〔10:00よりエントランスホールにて整理券
配布〕　 無料　※手話通訳つき

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

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。

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

一般1,000（800）円／65歳以上800（640）
円／高校・大学生500（400）円／小・中学生
300（240）円　※（　）内は20名以上の団体料金 
　※障害者割引あり

■100円ワークショップ「オリジナル・
カンバッチ　青い鳥はどこにいるの？」
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
■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）　
ライブラリー前スペース　　 無料
■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　 小学生以上　 各日先着
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
■ライヴ
「平井真美子 Piano Diary 2012
～対話する時間～」
11月11日（日） 14:00開演（13:00開場） 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

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）
開催中～10/28 カーテンコール
10/30～11/4 水彩画サークル「月の会」15周年記念展
11/6～11 絵手紙　薔薇の香りに包まれて パートⅡ
11/13～18 紙々倶楽部展
11/20～25 ココロサク

関 連 企 画

関 連 企 画

関 連 企 画

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

会員割引対象

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」
11月23日（金・祝） 14:00開演　講堂

ビアの10年にわたる紛争の悲喜を目のあた
りにした詩人の言葉から、「平和」について考
えてみませんか。
山崎佳代子（詩人・翻訳家・ベオグラード

大学文学部教授）　 申込先着45名　
1,000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.19
「なぜ日本では『青い鳥』が好まれるのか？」
12月16日（日） 14:00～15:30（13:30開場）

岩波少年文庫『青い鳥』翻訳者の末松氷
ひ

海
み

子
こ

氏による、日本人はなぜ「青い鳥」が好きかを
テーマに、お話を展開する講演会です。
末松氷海子（児童文学翻訳家・研究家）
申込先着50名　 500円　 下記参照

［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／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

■11月の
ギャラリートーク
11月3日（土・祝） 14:00～
（30分程度）
「宮本三郎の歩んだ戦後」
無料（入館料は必要）
不要
■講演会「サプライズに魅せられて
ー宮本先生との出会いー」
11月25日（日） 14:00～15:30（13:30開場）
展覧会に関連して、作り手の立場から宮本三郎
を読み解く講演会の第6弾です。
山本貞（日本芸術院会員・二紀会理事長）　
申込先着50名　 500円　 右記参照

山崎佳代子による詩の朗読会
「鳥たちのために」

11月24日（土） 14:00～（13:30開場）

詩人が肉声で自作を朗読します。ユーゴスラ

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

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

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

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

多摩美術大学・世田谷文学館　共同研究
「清水邦夫の劇世界を探る」
11月17日（土）・18日（日）両日 14:00～
文学サロン　※両日とも2部構成で上演

宮本三郎記念美術館へ往復ハガキ、
メール（P4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

◆斎藤家のユニークな人びと
大病院を一代で
築いた義父・紀一
や、世界中を旅し
て「快妻オバサ
マ」として親し
まれた妻・輝子、
精神科医でエッ
セイストの長男・茂太ら、斎藤家のユニー
クな人びとをご紹介します。
◆長編小説の醍醐味『楡家の人びと』
三島由紀夫が「小説におけるみごとな勝
利である！」と激賞した北杜夫の『楡家
の人びと』。本作の魅力を徹底ガイドいた
します。

北杜夫『楡家の人びと』と、
創作ノート、自作の年表、原稿

《Stainless Object 
SEMI No.3591》

1991年

《ヴィーナスの粧い》
1971年

《聚落》1966年

《Y市の橋》1943年、神奈川県立近代美術館蔵

山本健吉　撮影:大竹新助

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　●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 

 世田谷アートフリマin文学館
11月3日（土・祝） 11:00～17:00

文学サロン

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（P4記入方法参照）で当
館へ　 11月1日（消印有効）　
※詳細はHP参照

※詳しくは向井潤吉ア
トリエ館までお問い合
わせください

向井潤吉オリジナル
カレンダー   発売中

宮本三郎クロニクル 1922⇒1974
開催中～12月2日（日）

見　ど　こ　ろ

区 制 80 周 年
齋藤茂吉と『楡家の人びと』展
開催中～12月2日（日）　2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」

開催中～2013年4月7日（日）　1階展示室

開催中～11月11日（日）　1・2階展示室

区 制 80 周 年

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

11月23日（金・祝）～2013年1月14日
（月・祝）　1・2階展示室

生誕100年
松 本  竣 介 展

割　引
引換券

割　引
引換券

世田谷文学館　2階展示室　開催中～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

◆豊富な自筆資料で構成
茂吉晩年の傑作とされる歌集『白き山』
歌稿や、スケッチ類を多数おさめた手帳、
互いに尊敬していた芥川龍之介との往
復書簡、北杜夫の『どくとるマンボウ
昆虫記』原稿や初期の創作ノートなど、
豊富な自筆資料で構成します。
◆茂吉の原風景を体感
写真家・中村太郎が撮影した茂吉のふ
るさと、山形の美しく雄大な風景を多
数の写真でご紹介します。

「どくとるマンボウ昆虫展」
開催中～12月2日（日）　1階ロビー

〒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

〒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



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。

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。

2012年10月25日3

音 楽

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

2人きりで生き抜いてきたアフリカ系アメリカ人兄弟。愛憎のパワーバランスが「絆」
に微妙な影を…。ピュリッツァー賞戯曲部門受賞作！

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）

未就学児童
入場不可

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

小説家であり詩人でもある池澤夏樹を迎え、池辺音楽監督とともに、
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）　

斎木ユリ（ピアノ）
 混声合唱組曲「３つの不思議な仕事」　他
  3,000円　一般 3,500円　子ども（小学～高校生） 1,500円

発売中2013/1/19（土） 15:00開演
成城ホール

2013/2/17（日） 13:00開演  
烏山区民会館ホール

音 楽

音 楽

異分野とのコラボレーション「詩と音楽」
詩人と作曲家、その出会いと軌跡

せたがやバンドバトル
～集まれGS世代～決勝大会

未就学児童
入場不可

ダンス

演 劇

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
『ボンビックス モリ with ラッシュ』『ゴールドフッシュ』

『ハーベスト』
─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

『KOBUDO‒古武道‒ フユオト2012～Premium Christmas Party～』

古武道忘年会『師走の協
コンチェルト

奏曲 Vol.4』

11/22（木）～25（日）

12/11（火）～24（月・休）

12/25（火） 19:00開演
12/26（水） 19:00開演

イスラエルのキュートなダンスが登場。『ボンビックス～』は日本のファンのために
特別版で。『ゴールド～』はファミリー向けワンダーステージ！

本邦初演の話題作を、実力派キャストによって上演。どんな困難な状況でも、
“生き続けること”の素晴らしさを力強く伝える作品です。
 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

 　　　　　古川展生（チェロ）　妹尾武（ピアノ）　藤原道山（尺八）
 5,800円　一般 6,000円 　 劇場チケットセンター 

今年は異なる趣向で二日間お楽しみいただきます。どちらも
季節を彩る華やかな公演。一年の締めくくりに、ぜひ劇場へ！ 

 6,300円
一般 S席 6,500円  A席（3階） 4,000円  劇場チケットセンター 

小島聖渡辺徹 佐藤アツヒロ 七瀬なつみ

 千葉哲也堤真一 

池澤夏樹 池辺晋一郎

『ボンビックス モリ with ラッシュ』　未就学児童入場不可
 4,500円　一般 4,800円　ペア 8,000円

高校生以下2,000円
『ゴールドフィッシュ』　※3歳以下、保護者の膝上は無料

 大人 2,000円　子ども（4歳～高校生）1,000円　　
一般　大人 2,500円　子ども（4歳～高校生）・ 1,500円

＊2作品セット券　一般 6,000円　 劇場チケットセンター　

『ボンビックス モリ』
Photo:Gadi Dagon

『ゴールドフィッシュ』
Photo:Asaf Ashkenazy

発売中

発売中

発売中発売中

予選（テープ審査）を勝ち抜いた10のアマチュアバンドが烏山で激突！
審査員：エド山口　他　ゲスト演奏：エド山口＆ヴィジット・クルー　 全席自由 500円

音  楽  事  業  部  主  催 

2311/22 24

15:00
19:30

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

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

一般  11/4（日）
11/3（土）発　売

開始日

劇場先行抽選終了
一般  10/28（日）※発売初日は　特電のみ

発　売
開始日

10/28（日）発　売
開始日

11/30 12/1 2 43 5 6

15:00
19:00

休
演

▲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

発売中

未就学児童
入場不可 未就学児童

入場不可

11/25

13:00
16:00
ポストトークあり

全身に楽器をまとって商店街に
神出鬼没！！

フーミン・ワンマンバンド

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！ 

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～
 下高井戸商店街 烏山イルミネーション点灯式を

音楽が華やかに彩ります。
ハチャトゥリアン楽団

からすやま
Light Upコンサート
 11月23日（金・祝） 16:00～
 烏山区民センター広場

サックス四重奏と国本学園吹奏
楽部との共演。

サクソフォーンカルテット“桜”

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）  喜多見駅前広場

 11/23森山開次、24束芋、25出演者

　　　　　　　　　  12/19森新太郎  渡辺徹  佐藤アツヒロ  他、22森新太郎  野村萬斎
 ■視覚障害者のための事前舞台説明会あり（要申込・無料）

KOBUDO
－古武道－

 スーザン-ロリ・パークス　   小川絵梨子　  堤真一　千葉哲也
［発売初日特電］10/28（日）10:00～18:00  ☎0570-084-632
※初日のみ店頭・オンライン販売なし。10/29（月）以降、残席がある
場合は劇場チケットセンターにて取扱。10:00～19:00 ☎5432-
1515　※お一人様1公演につき2枚まで。車椅子スペースのご利用
は、一般発売日より劇場チケットセンターに要申込。
  割引はございません　一般 6,800円 
シス・カンパニー　☎5423-5906

ポストトークあり

　　　　　　　　　　　  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/

せたがや名曲コンサート

ヴェルディ・レクイエム

未来を担う演劇人の発掘と育成を目指す！ 世田谷パブリックシアター
フリーステージ２０１３

公募35団体の中から選ばれた2団体をご紹介。カムヰヤッセンは近未
来での研究者たちの人間関係を描いた代表作をリライトした作品を、
演劇集団 砂地は現代における彼らの世代の幸福のあり方について描
いた作品を上演します。世田谷発、注目の2作品です。

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと劇場が、
夢のステージをつくりだす――春恒例のフェス
ティバル『フリーステージ』。＜洋楽＞＜洋舞＞
の2部門にわかれて、多くの団体が活動成果を発
表。皆さまからのご応募をお待ちしています。
※応募者多数の場合は、抽選とさせて
いただきます。初参加の団体は、必ず、
事前説明会にご出席ください

イラスト:山中正大

カムヰヤッセン『やわらかいヒビ』
2013年1月17日（木）～20日（日）
  北川大輔

演劇集団 砂地『Disk』

   各2,300円（前売のみ）    一般 11月24日（土）発売 2,500円
2劇団セット券 4,000円　※セット券は枚数限定。店頭、Telのみ
劇場チケットセンター

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団により毎年開催され
ている「せたがや名曲コンサート」。今年はフォーレ、モーツァルトと並び“三
大レクイエム”といわれるヴェルディのレクイエムを、指揮に山下一史を迎
え、今をときめく豪華なソリストたちと共にお贈りします。

死刑確定囚、裁判員制度で選ばれた裁判員、法務大臣、刑務官の
4名が、罪と罰と裁きをめぐって膨大な言葉のやりとりを重ねる。
まるで際限のないゲームのように。そして遂に、ある男の登場に
より、恐ろしい事実が明らかに…。川村毅と白井晃が初タッグ
で挑む、必見の話題作です。
 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（前売のみ）

一般 5,700円   ※観劇場所は当日劇場でご確認ください

初演より（2010年）
『貯水池』（2012年）
ⓒ古元道広

高橋一生

田山涼成 須賀貴匡

野間口徹 池田鉄洋

1/17181920

12:00
15:00
16:00
19:30
ポストトークあり

1/24252627

14:00
19:00
ポストトークあり

『４ four』

開催日 部　門 会　場
2013年
4月28日（日） 洋楽部門 シアタートラム

5月4日（土・祝）・
6日（月・休） 洋舞部門 世田谷パブリック

シアター

山下一史
ⓒK. Miura

中島郁子 久保和範小原啓楼

ⓒ青柳聡

安藤赴美子

2013年1月24日（木）～27日（日）
  船岩祐太

申込締切　2012年12月2日（日）
応募方法など詳細は、劇場ＨＰも

しくは「フリーステージ」担当まで 
☎5432-1526

11/5 76 98 10 111213141516 1718 19202122232425

13:00
14:00
18:00
19:00
　ポストトークあり　　　白井晃　出演者全員
■視覚障害者のための事前舞台説明会あり（要申込・無料）
★追加公演

休
演

休
演

無料  ※直接会場へお越しください
演奏は各回30分程度／雨天時は要問い合せ　 音楽事業部

12/1112131415161718192021222324

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

休
演

まもなく開幕 ─ 美しい言葉で綴られる震撼の舞台

シアタートラム
ネクスト・ジェネレーション vol.5 参加団体募集！

 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　安藤赴美子（ソプラノ）　中島郁子（メゾソプラノ）
小原啓楼（テノール）　久保和範（バス）
全席指定  S席 2,000円　一般 S席 2,500円　A席 1,000円　

2013年1月17日（木）～27日（日）　シアタートラム
11月5日（月）～25日（日）　シアタートラム

ちとふな
ハロウィーンコンサート

秋のまちかどコンサート

 10月27日（土） 13:30頃～
 千歳船橋商店街

11月23日（金・祝）

2013年2月10日（日） 14:00開演（13:15開場）
昭和女子大学人見記念講堂

劇場チケットセンター

〒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

10 11
2625 27 28 29 30 1 231 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 3010/25 ～11/302012 ～～20122012

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

～12/2 まで～12/2 まで～12/2 まで～12 2ま

笠笠井叡×麿赤兒井叡×麿赤兒井井叡×叡×麿赤麿赤
『ハヤサスラヒメ』ハヤサスラヒメ』『ハ『ハヤサスヤサスラヒラヒ

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
『ボンビックス モリ with ラッシュ』
『ゴールドフィッシュ』

　　  永井愛　　二兎社　   永 二 社　井愛　　　  　 　 ☎☎ 991-88739 1-8 72
二兎社　『こんばんは、父さん二兎社　『こんばんは、父さん二兎二兎社　『社　『 んはんは 父さ父さんばんば ん』ん』

黒田育世黒田育世
ハイウッ　 イウッド　☎☎ 320-72133 0-7 17

ンバル・ピント＆アヴシャロム・ポラッンバル・ピント＆アヴシャロム・ポラッインバル ピン ＆アヴシャロム ポラ ク
ダンスカンパニーダンスカンパニーダンスカ パニ
ボンビックス モリ with ラッシュ』ボンビックス モリ with ラッシュ』『ボ ビッ ス リ w h ラッシ
ゴールドフィッシュ』ゴールドフィッシュ』『ゴ ルド ィッシュ『ゴ ルド ィッシュ』

アンスティチュ・フランセ東京　アンスティ ュ・ ランセ東 ☎☎5206-2500206 250

ワールド・フェアー ４ four』４ four』『４『４ ouou

ATIK 『おたる鳥をよぶ準備ATIK 『おたる鳥をよぶ準備BABA IK IK おたるおたる鳥を鳥を ぶ準ぶ準備』備』

カンパニー Lカンパニー Lカカンパニンパニー Lー L’’A.　ラシッド・ウランダン 『万国博覧会』A.　ラシッド・ウランダン 『万国博覧会』A.　A. ラシラシ ド・ド・ ダンダン 万国万国ランラン 博覧会博覧会』』
ワールド・フェアーワールド・フェアーワール フェア

構成 振付

ス・カンパニー公演ス・カンパニー公演シスシス・カ・カ パニパニー公演ー公演シスシス カカ パニパニ 公演公演
TOPDOG/UNDERDOG』TOPDOG/UNDERDOG』『T『T PDOPDOG/UG/U DEDE DODO

～12/28 まで～12/28 まで～12～12 8 ま8ま

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。）

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

〒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/u s i c音楽事業部

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター
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成長し変化していく14
歳の心と体を記録する
ワンピースをつくりま
す。自分の好きな言葉
を集め、デザイナーと
の対話の中から、自分
の想いを色や形に表し
て、その心模様を布に
プリントします。その
布は縫製工場でワン
ピースに仕上げます。
spoken words

project 飛田正浩　
中学2年生の女子　 10名　
4,000円　 メールか往復ハガキ（欄外

記入方法参照、スリーサイズも明記）で生活
工房へ　 11月26日必着

本格的なDJ機材とプロDJの指導のもと、音
をひとつの表現として伝える感動を体験し
ます。学校生活では得がたい専門性の高い
内容で、子どもたちの柔軟な感性や創造力
を育むワークショップです。
小学5年生～高校生　 各日抽選5名　

   

日本料理の源流にある在来作物と精進料
理。その栽培方法、調理方法、作法には、自
然と生きてきた日本人の知恵が詰まってい
ます。その食文化が色濃く残る山形県庄内
地方の、焼畑農法や精進料理の背景にある
山伏の文化など、山と里の後継者たちの活
動を事例に地域と食文化の継承―食のアト
ツギを考えます。　 無料

ドキュメンタリー映画『よみがえりの
レシピ』上映会   2013年1月13日（日）
13:00～/16:00～   生活工房5F
栽培者自身が種

しゅ

苗
びょう

を管
理し、守ってきた在来
作物は「生きた文化財」
とも言われ、世代を超
えて地域に受け継がれてきました。その継承
の姿や、地域資源として再生させる姿を記録
したドキュメンタリー映画を上映します。
各回50名　 1,000円　 不要、当日会

場へ（各回20分前より受付開始）

詳細はP2文学館面をご覧ください。

2,000円
往復ハガキ

（欄外記入方法
参照、学年・携
帯番号、参加希
望日を明記）で
生活工房へ　 11月26日必着

絵を描くことを仕事と
する、障害福祉サービ
ス事業所 JOY倶楽部
アトリエブラヴォの作
品と、楽しく社会と関
わる創作活動を紹介す
る展覧会です。関東で
はこれまでにない規模
で、近作・秀作のほか、
彼らが描いた世田谷の
風景などの最新作を展
示します。
無料

ワークショップ＆トーク・イベント
「アミブラブラヴォ」
11月18日（日） 13:00～16:00  生活工房4Ｆ
ミニ・ワークショップでココロとカラダを
ほぐした後、アトリエブラヴォの日常、あゆ
み、成功、失敗…愉快なエピソードの数々
を、写真を交えてうかがいます。
小池アミイゴ（イラストレーター）、

原田啓之（JOY倶楽部・副施設長）
申込先着50名　 1,000円　
メール（欄外記入方法参照）または電話で

生活工房へ

関 連 企 画

関 連 企 画

ギャラリーカフェくりっく
2013年度・展示作品募集

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～11/3（土・祝） 四季のちぎり絵３
河原ナツ子

11/4日（日）～12/1（土） 色彩（いろ）たちと遊ぶ
水と光の会

小学生以上  先着60名  大人1,000円、
高校生以下500円  ハガキまたはFAX
（欄外記入方法参照）で総合運動場体育館
（〒157-0074 大蔵4-6-1  ☎3417-4276
3417-1734）へ　 11月7日（必着）  

小学生とその家族　 ①28名（抽選）②当
日先着30名　 小・中学生は無料、高校生
1,350円、大人1,800円　 11月12日（必
着） ①セレモニーキッズ（試合前に選手から
記念品が贈呈されます） ②ウォームアップ見
学を募集！！

坂井利彰（ミズノアドバイザリーコーチ）
年長～小学1年生 16:40～17:40 小

学2～5年生（初級）17:45～18:55 小学4年
生～中学2年生（中級）19:00～20:20　 抽
選各30名   1,000円　 11月25日（必着）

コースレベル★★☆（一般向き）
［記号の説明］⇒ バス等　→ 徒歩
［コース］区役所⇒駒ケ岳ロープウェイ⇒駒
ケ岳山頂→箱根元宮→防が沢分岐→神山山
頂→冠ヶ岳→大涌谷ロープウェイ乗り場⇒
小涌谷⇒区役所（歩程約2時間25分）　 18

●模擬店・物産展
7:00～14:30【中央広場】

●ウルトラマンマックスミニショー
11:40～12:10【中央広場ステージ】

●ランニング　ワンポイントクリニック 
①10:00～　②11:00～（各30分程度）
【第二球技場】 ［講師］佐伯徹郎（日本女子体
育大学陸上競技部 中長距離部門コーチ） 
［特別講師］オリンピック陸上種目または世
界陸上出場経験者（予定）

●吹奏楽によるオープニング演奏
7:30～7:55【陸上競技場】
世田谷区民吹奏楽団、グリーンハート
吹奏楽団

●区内大学応援団による応援合戦 
12:10～12:50【中央広場ステージ】
駒澤大学、日本体育大学、日本大学

小学生以上
無料
直接会場へ

ハーフマラソンへの参加申込は終了しました。  ※天候等により開催が不明な場合は当日5:30から次の番号でご案内します。☎0180-991-157（当日のみ自動音声によるご案内）

※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財
団、区スポーツ振興課、申込先にあります。ホー
ムページからもダウンロード可

大   会（共催事業など）

歳以上　 抽選40名　 4,000円　 11
月11日（必着）　※昼食・水筒・雨具持参、
軽登山靴着用（物品の貸し出しはありません）

［コース］飛鳥山公園～旧古河庭園
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　 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 3323-
8250）へ   11月7日（必着）   090-9010-
2275　

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　 先着25名　
1回1,000円　 障害の内容も明記でス

ポーツ振興財団へ　 11月11日（必着）

キッズ（5歳～小学3年） 17:10～18:20 
ミニ（小学3～6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（〒157-0074 大蔵4-7-1
☎3416-1212 3416-1777）へ

40名  6,000円  大蔵第二運動場管
理事務所（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-
1212 3416-1777）へ

2013年4月～2014年3月のうちの4週間
（詳細日程は募集要項参照）

2Ｆ「ギャラリーカフェくりっく」壁面　
市民作品の発表の場・カフェ壁面ギャラリー
に、あなたの作品を飾ってみませんか。
募集要項記載の時間内に展示物の搬入・搬

出及び設営・撤収ができる方（団体可）。壁面に
展示できない作品は不可　 4週間で15,000
円　 抽選12～13組　 まず本年11月15日
（必着）までに生活工房へハガキかメール（欄外
記入方法参照）で募集要項を請求ください。請
求後、申込書・募集要項を郵送します。本年12
月10日（必着）までに申込書に作品の写真を数
点添えて「カフェくりっく」係へ郵送ください。
抽選結果は本年12月下旬に通知します。

絵・小林泰寛

世田谷アートフリマ in 文学館
11月3日（土・祝） 11:00～17:00
世田谷文学館　文学サロン

12月9日（日）・15日（土）・16日（日）
【全3回完結】 10:00～17:00　生活工房4Ｆ

子どもワークショップ
14歳のワンピース

12月8日（土）・9日（日） 【各１日完結】
13:00～16:00  VESTAX本社（世田谷区若林）

子どもワークショップ
DJ体験教室 -SETAGAYA★MIX2012-

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

健康ウォーキング
11月17日（土） 12:30～14:30

総合運動場体育館
ふれあいウォーキング

11月18日（日） 9:00～12:00（予定）

バスケットボール教室
11月6日～27日 毎週火曜（全4回）  大蔵第二運動場

レディースバレーボール教室
12月7日～2013年1月25日 毎週金曜
9:00～12:00（全8回）大蔵第二運動場

めざせトップアスリート
テニスクリニック

12月14日（金）　大蔵第二運動場テニスコート

ハイキング～箱根駒ケ岳～
12月2日（日） 6:50区役所集合

わくわくサッカー教室
12月1・9・15・22日　9:30～11:30

池尻小学校第2体育館

スポーツ・レクリエーション推進賞  表彰候補者を推薦して下さい！

第7回世田谷246ハーフマラソン
11月11日（日） 荒天中止
 駒沢オリンピック公園中央広場 ほか
　　　　　　　7:00～14:30

チャリティーマラソンの一環として、東日本大震災の被災地復興支援のための募金箱設置・物産展を実施します。

世田谷区制80周年

入 場 無 料

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

■ダンススポーツ大会
12月2日（日）12:00～　北沢タウンホール
［種目］平服トライアル  500円  当日会
場で受付  区ダンススポーツ連盟・石井　
☎3700-2582
■アマチュアボクシング
12月9日（日） 12:30～　東京農業大学ボク
シング部道場
①2012年度日本アマチュアボクシング連

盟登録者（シニア） ②世田谷区在住、在勤、在
学のいずれかに該当する者   2,000円

ハガキで区アマチュアボクシング連盟・
宮崎（〒252-0314 相模原市南区南台5-6-2-303
☎042-748-9091）へ   11月10日（必着）
■ショートテニス
12月9日（日） 9:00～　総合運動場体育館
［種目］①小学生の部（小学3～6年） ②親子の
部 低学年（小学1～3年） 高学年（小学4～
6年） ③一般の部（中学生以上） ④シルバーの
部（60歳以上）　※いずれもダブルス。男女区
分無し。種目の重複申込と1人申込は不可
①～④合わせて100組200名  1人500

円（小・中学生200円）  往復ハガキまた

はメール（欄外記入方法参照、種目、学年、学
校名・所属も記入）で区ショートテニス連
盟・奥島（〒158-0098 上用賀4-35-12-111 
☎3426-1308  s‒t‒setagaya@jcom.
home.ne.jp）へ　 11月25日（必着）

■区民フォークダンス大会
11月23日（金・祝）10:00～　総合運動場　
300円  当日受付  区フォークダンス協

会・竹ノ内　☎3703-2747
■23区大会・都大会派遣選手候補者
選考・選抜テニス選手権大会予選  
12月8日（土）・15日（土）　総合運動場
［種］男女単・複（単複重複可）  本年度区民
社会人大会ベスト8入賞者（本戦直接ご案内）
を除く区内在住または在勤者（学生不可）  
単3,000円、複5,000円  ※本戦（2013年1

月12日、13日、19日予定）参加費同額  
往復ハガキに戦績等記載の上、区テニ

ス協会（〒156-0054 桜丘1-17-18☎5451-
0691）へ　 11月3日（必着）  
■第119回世田谷区卓球団体戦（中高の部）
12月24日（月・休） 9:00～  総合運動場体育館
中学の部3,000円、高校の部4,000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）へ
12月7日（必着）

区　民　体　育　大　会

共　催　大　会

スポーツ・レクリエーションの普及・振興
について、長年にわたり身近な地区・地域
で陰の力となって活動している方に「スポー
ツ・レクリエーション推進賞表彰」を行いま
す。  ※団体等の役職にありその役職で活
動している方、過去に他の表彰等を受けた

方は該当しません。［推薦方法］11月30日
（必着）までに推薦書をスポーツ振興財団へ
郵送または持参（推薦書は、スポーツ振興財
団、スポーツ振興課、11月1日より総合支所
地域振興課、出張所、図書館等にあります。
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
～バスケットボール～
トヨタ自動車アルバルク  VS

三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
12月2日（日） 15:00～  駒沢オリンピック公園体育館

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

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

アトツギ展
山と里、庄内にまなぶ

11月23日（金・祝）～2013年1月14日（月・祝）
9:00～20:00  3F生活工房ギャラリー

※12月29日～1月3日は年末年始休館

イ ベ ント情報

写真:池田昌紀

〒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

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申込方法

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/


