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古くて新しい、新しくて古い―『マクベス』
野村萬斎（世田谷パブリックシアター芸術監督）

2013年 2月22日　 ～3月4日
［会場］ 世田谷パブリックシアター

［原作］ Ｗ．シェイクスピア　　［翻訳］ 河合祥一郎
［構成・演出］ 野村萬斎
［出演］ 野村萬斎　秋山菜津子　小林桂太　高田恵篤　福士惠二

【全席指定】 せたがやアーツカード会員割引価格  S席 6,200円 　　　　　
一般  S席 6,500円  A席 5,000円  ★プレビュー S席 5,500円  A席 4,000円
高校生以下・U24　一般・プレビュー料金の半額
※割引サービス／観劇サポートなど詳細はP7をご覧ください 

世田谷パブリックシアターチケットセンター
　☎5432-1515 （10:00～19:00  年末年始休）

金 月

新演出で臨むにあたり、面を使った演出を施そうか、風呂敷はどうだろ
うかと、あれこれ想いをめぐらせているところです。物語で描かれる
怨霊や魔女の存在を、近代的には“自己の欲望の投影”として見ることが
多いですが、私は“人間が本来持つ、神や運命、森羅万象に対する畏れを
象徴する”と解釈しています。魔女や魑

ち

魅
み

魍
もう

魎
りょう

が登場するスケール感
は能の世界に通ずるようであり、ひとりの人間の滑稽なまでの生き方
を描く点は狂言的。俯

ふ

瞰
かん

しながらミクロとマクロの両側から迫る、実は
能・狂言の発想を存分に活かすことのできる作品に思えます。古典と
いわれるシェイクスピアを、いま現在、共感を得られるシェイクスピア
に。しかし手法は能・狂言を用いるという（笑）。古くて新しい、新しく
て古い。その真骨頂をご覧いただきたいと思います。［談］

撮影：石川 純

世田谷パブリックシアター芸術監督・野村萬斎は、シェイクスピアを同時代に息づく
舞台作品として演出することに果敢に取り組んでまいりました。“ややこしや～”の
フレーズでおなじみの『まちがいの狂言』（「まちがいの喜劇」）や『国

くに

盗
ぬす

人
びと

』（「リチャード
三世」）に続き、2010年、たった五人で演じる『マクベス』を上演。“古典悲劇に新たな
世界観を吹き込んだ”と高い評価を得ました。あれから3年、今回はソウル、ニュー
ヨークと海外公演も決定し、繰り返し上演することで作品を洗練させていくことを目
指す萬斎が、新演出で挑みます。作品が育つその瞬間に、ぜひお立ち会いください。

時は1040年。舞台はスコットランド。ノルウェー軍との戦いに勝利を収めた帰り道、三人の魔女
と出会った将軍マクベスは、「やがて王となるお方」と予言される。マクベスとマクベス夫人はその
言葉に魅了され、時の王ダンカンを暗殺し自ら王位についた。しかし、良心の呵

か

責
しゃく

に苛
さいな

まれ
錯乱状態に陥ったマクベス。再び魔女たちと会い、新たな予言を聞くことになる……。

2013年春、五人で演じる『マクベス』上演決定 野村萬斎の新演出を纏
まと

い、世田谷から世界へ！

初演（2010年）より

   M acbeth

あ　ら　す　じ

「きれいは汚ない。汚ないはきれい。」シェイクスピア四大悲劇のひとつ

次回（1月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

未就学児童入場不可

世田谷パブリックシアター　野村萬斎芸術監督企画

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/

☎ 3417－2811
☎ 5432－1501発行

編集 チケットセンター前売情報 P7世田谷パブリックシアター
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P5をご覧ください！新規入会キャンペーン！
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割　引
引換券

世田谷文学館  2階展示室  2013年2月2日（土）～3月31日（日）   「帰ってきた 寺山修司」展
　　　　 一般700円→600円　大学生500円→450円　高校生、65歳以上350円→300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

2013年2月2日（土）～3月31日（日） 2階展示室
一般700（560）円／大学生500（400）円／高校・65歳以上350（280）円

中学生以下無料　※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

百年たったら帰っておいで
百年たてばその意味わかる　 寺山修司
寺山修司は中学から高校にかけて俳句に熱中し、
青春期の情熱的な行動力で俳句界に新風を巻き起
こしました。18歳で「短歌研究」新人賞を受賞後は、
俳句や短歌の定型の枠を乗り越えるように詩作を
展開し、歌謡曲の作詞や放送詩（ラジオ）を手がけるよ
うになります。
そして、30歳を前後する1965年から1968年にかけ
て世田谷区下馬に移り住み、当地において演劇実験室
「天

てん

井
じょう

棧
さ

敷
じき

」を設立し、演劇や映画へと活動を広げました。
没後30年の年に開催する本展では、近年発見された
新たな資料も交えながら、彼の創作活動の原点ともいうべき、
10代から20代にかけての文学活動をご紹介し、
《ことばのひと―寺山修司》を再検証します。

［集合解散］世田谷文学館
こぺんなな

（アーティスト）　
小・中学生　
抽選10名　 無

料（ただし別途交
通費必要：小学生
300円、中学生560
円）　 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　 2月9
日（必着）

生  抽選10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  1月14日（必着）

代々木公園でのオリエンテーリングです。
「帰ってきた 寺山修司」展にちなんだ、「（テ
ラヤ）マラソン」！  公園を楽しく走りまわっ
て、クイズに挑戦だ！

無料　 事前申込不要。当日文学サロン
へお越しください

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

文芸評論・詩歌研究に大きな足跡を残した
山本健吉を中心に、世田谷ゆかりの詩歌人を
ご紹介しています。
一般200（160）円／高校・大学生150（120）

円／65歳以上、小・中学生、障害者手帳をお
持ちの方100（80）円　※（　）内は20名以上の団
体料金 　

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  子ども文 学 館  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

［活動場所］世田谷区喜多見周辺  小・中学

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  展　 覧　 会  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

世田谷区内在住の書家による、「世田谷ゆか
りの作家たち」をテーマにした書展です。
無料

■鑑賞講座
出品書家が、見所や作品を分かりやすく解説
します。（各回とも14:00～15:00）
①2013年1月18日（金）
　 泉原壽巖（日展会員）
②2013年1月19日（土）
　 池亀壽泉（読売書法会理事）
③2013年1月20日（日）
　 後藤俊秋（毎日書道展審査会員）
④2013年1月24日（木）
　 師田久子（日展会員）
⑤2013年1月25日（金）
　 稲村龍谷（日展会友）

関 連 企 画

第 32回　世田谷の書展
2013年1月12日（土）～27日（日）

文学サロン
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

2013年2月11日（月・祝） 10:00～15:00
小田急線「喜多見」駅集合・解散

子ども文学さんぽ　
「喜多見・昔話さんぽ」

2013年3月2日（土） 10:00～16:30

子ども文学さんぽ
「やってみたい+たんけんしたいを
かたちにしよう！  『テラヤマラソン』

でオリエンテーリングだ！」

世田谷文学館 友の会会員募集
会員向けに講座・講演会・文学散歩などの開催、会報や文学館情報の提供を行っています。
詳しい内容や入会方法はお問い合わせください。
●特典…世田谷文学館の観覧料割引や講演会（一部）の優先参加など。
●会費…入会金なし　年会費1,000円
世田谷文学館友の会　☎5374-9111（文学館代表）

［見どころ］
近年発見された中学時代の幻の文芸誌「白鳥」（青森県近代文学館蔵）を 
東京では初めて一般公開します。

寺山修司の青春時代の書簡、約150通を一堂に展示。展覧会初出品とな
る貴重な書簡もご紹介します。

中学時代の資料から、天井棧敷の最初期の資料に至るまで、展示資料約
500点（予定）で構成します。

1. 

2. 

3. 

かる　

よ

け
室
した。

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

❶ 早稲田大学入学直後の寺山修司（1954年）
❷ 寺山修司  山形健次郎あて年賀状（1957年） 個人蔵

❸ 世田谷区下馬の自室の寺山修司（1967年）
❹ 寺山修司  中野トクあて書簡（1955年） 三沢市寺山修司記念館蔵

❸

❶ 

❹ 

❷ 
帰ってきた 寺山修司

会員割引対象会員割引対象

〒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

年末年始休館　12月29日（土）～1月3日（木）

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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開催中～2013年1月14日（月・祝） 1・2階展示室　

松本竣介展
生誕100年

一般1,200（960）円／65歳以上、高校・大学生900（720）円／小・中学生500（400）円
※（　）内は前売料金、20名以上の団体割引料金 　※障害者割引あり

1940年秋、初の個展を開催しそれまでの足跡を振り返った松本竣介（1912-1948）は、それ
を転換点として新たな絵画を模索します。大都会とそこに生きる人々をモンタージュ的に構成
したそれまでの画面から一転、古典的な技法により現実の世界を描き始めました。そのなかの
代表作が《立てる像》です。静けさをたたえた画面の中心で、まっすぐ前を見つめて立つ青年は
竣介その人。背景は高田馬場周辺と言われ、同じ場所を描いた作品が《風景》です。

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

割　引
引換券

世田谷美術館　1・2階展示室　開催中～2013年1月14日（月・祝）　生誕100年   松本竣介展 
　　　　   一般1,200円→1,100円　高校・大学生・65歳以上900円→800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

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

清川泰次のアトリエ Ⅲ
開催中～2013年3月20日（水・祝）

日本周辺のプレート境界とそこでの活動（火
山活動、地殻変動）、その枠組みの中での東
日本大震災についてお話を伺います。
河野長（東京工業大学名誉教授）　 申込

先着50名　 500円　 下記参照

日本画家の久保木桂子さんを講師に、鉛筆
と水彩で花を描くことを通して、物の見方、
描き方を学ぶ写生の講座です。
久保木桂子（日本画家）　 中学生以上
各日先着15名　 2,500円（画材費込）　
下記参照

■1月のギャラリートーク
2013年1月26日（土） 14:00～（30分程度）
「宮本三郎の物を見る目」　 無料　 不要

閉館後の美術館、展示室内で、宮本三郎の作
品を前に画家の諏訪敦さんに素描について
お話をしていただく講演会です。
諏訪敦（画家）  申込先着70名  500円
右記参照

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

2013年1/8～13
 風景スケッチ日曜会 水彩画展　

仙波雅子絵画展
第３回世田谷美術大学23期卒業生有志　作品展

2013年1/16～20 世田谷区立中学校生徒作品展覧会
2013年1/23～27 世田谷区立小学校図画工作作品展　

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）

2013年1/8～13 代田水墨画会展
2013年1/14～20 アトリエ虹作品展
2013年1/22～27 美六会展
※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

［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

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/

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

展覧会

※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

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

作り手から見た宮本三郎
第7回「閉館後の美術館で、素描を語ろう」
2013年2月9日（土）  19:30～21:00（19:00開場）

写生講座「淡彩で花を描く」
2013年2月23日（土）、3月3日（日）  10:30～17:00

往復ハガキかメール（P8記入方法参
照）で宮本三郎記念美術館「イベント」係
へ。または直接、ご来館（17:30まで）く
ださい。　※1イベントにつき1通、2名まで

《立てる像》1942年  神奈川県立近代美術館 《都会》1940年  大原美術館

《風景》1942年  個人蔵

《彫刻と女》1948年
福岡市美術館

◆100円ワークショップ「体験!?油絵」  会期中の土曜日すべて 13:00～15:00  時間中随時受付  地下創作室
どなたでも、その場で気軽に参加できる体験工作コーナー　 1回100円

向井潤吉とふるさと・京都
開催中～2013年3月20日（水・祝）

宮本三郎のデッサン教室
開催中～2013年3月20日（水・祝）

展覧会

京都とその周辺で
描いた作品を集め、
画家本人撮影によ
る民家の写真と文
章もあわせてご紹
介します。

約3,500点のコレ
クションから厳選
したデッサンやア
イデアスケッチを
展示し、その真髄を
ご覧いただきます。

絵画を構成する重要
な要素である線。
清川泰次の様々な線
の表現を約15点の作
品で紹介します。

関 連 企 画

◆講演会「スタイケンの写真と人生―光こそ真の
　魔術師だ」
2013年1月27日（日）14:00～16:00（13:30開場）　講堂
ウィリアム・A.ユーイング（スイス・エリゼ美術館元館長）
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   ※逐次通訳、手話通訳つき
◆ワークショップ「誰もいない美術館で」 vol.36 
　「スタイケン＠ミュージカル」
2013年2月10日（日）、11日（月・祝）　両日とも 13:00
～18:00（発表会＝ 11日19:00～）　地下創作室AB 
柏木陽（演劇家・NPO法人演劇百貨店代表）、片岡祐介

（音楽家）  10代以上  10代 500円、20代以上2,500
円（2日間通し）　 当館HP（申込先着）
◆100円ワークショップ
会期中の土曜日すべて13:00～15:00時間中随時受付
当館地下創作室
どなたでもその場で気軽に参加できる工作など。
1回100円

一般1,000円　他

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2013年1月26日（土）～4月7日（日）　1階展示室

エドワード・スタイケン写真展  モダン・エイジの光と影 1923-1937

関 連 企 画

《女優グロリア・スワンソン》 1924年
©1924 Condé Nast Publications

宮本三郎記念美術館と地域の会共催 人ひろば vol.20
「プレートテクトニクスと地震について」
2013年2月17日（日） 14:00～15:30（13:30開場）

《Painting №2884》1984年

《大原冬に入る》1966年

《箱根風景》1955～56年頃

世田谷美術館 友の会会員募集
会員向けに、油彩やデッサンなどの実技講座・企画展鑑賞会・美術館めぐりなどの開催や、
会報・美術館情報を提供しています。
●特典…世田谷美術館および分館の無料観覧、提携美術館の観覧料割引など。
●会費…入会金 1,000円　年会費 4,000円（その他学生、家族、法人会員などがあります）
世田谷美術館友の会事務局　☎3416-0607　 http://setabi-tomonokai.jp/

会員割引対象

〒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

年末年始休館　12月29日（土）～1月3日（木）

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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などの緊急時の衣服にはその機能性ととも
に、これまで以上に人々の精神的な支えや
心の豊かさも求められます。私たちの心が
少しでも平穏を得るためには何が必要なの
でしょうか？　生命を守るために必要なデ
ザインとは何かを皆さんと考察します。
［進行］眞田岳彦（衣服造形家）

申込先着50名   1,000円（学生800円）  
電話かメール（P8記入方法参照）で生活工

房へ  ※詳細ＨＰ参照

 水曜 午前講座
　 〈はじめての朗読～初心者向け講座〉
2013年1月30日、2月6、13、20日
各回10:30～12:30
岩井正（NHK日本語センター）

作品：川端康成著「雪国」
 木曜講座

2013年1月31日、2月7、14、21日
各回13:30～15:30 
金野正人（NHK日本語センター）

守ってきた在来作物は「生きた文化財」とも
言われます。山形県を舞台に、在来作物を地
域資源として活かし、食と農の豊かな関係を
築く人々の姿に迫るドキュメンタリーを上
映します。監督によるトークイベントも開催
予定（詳細はHP参照）です。
各回当日先着50名　 1,000円　 不

要、直接会場へ（各回15分前から受付）

これまでのテーマ「先端繊維」を基に制作さ
れた『いつもを運ぶ衣服』（写真）。自然災害

作品：宮沢賢治著「セロ弾きのゴーシュ」　
 金曜講座

2013年2月1、8、15、22日
各回13:30～15:30
寺田道雄（NHK日本語センター）

作品：芥川龍之介著「蜘蛛の糸」　
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
て受講日をお選びください。
申込先着15名　 4回分 アーツカード会

員  18,000円、一般20,000円
（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/

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

世界的に注目される日本料理――その礎で
ある「精

しょう

進
じ ん

料
りょう

理
り

」や地域で食べ継がれてきた
「在

ざ い

来
ら い

作
さ く

物
も つ

」。ふたつの伝統が色濃く残る山
形県庄内地方を事例に、自然との折り合い
を大切にしてきた日本人の生き方や知恵、
さらには食文化のアトツギ（後継）に関する
現代の形を探る展覧会です。
無料

ドキュメンタリー映画上映会
「よみがえりのレシピ」
2013年1月13日（日）
13:00～／16:00～
（2回上映）
生活工房5F　
生産者が種を継ぎ、

関 連 企 画

アトツギ展
山と里、庄内にまなぶ

開催中～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

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～2013年1/5（土）「明日また遊ぼう」森久由紀

2013年1/6（日）～2/2（土）なんか用？―高野恭史／猫＊給水塔写真展―

2013年1月20日（日）～2月3日（日）
11:00～19:00　生活工房 3F 4F　会期中無休　

DAYS JAPAN写真展　地球の上に生きる

［共催］㈱デイズ・ジャパン　［企画］㈱世田谷社　 入場無料　

報道写真誌『DAYS JAPAN』が主催する【DAYS国際フォトジャーナリズム
大賞2012】の受賞作による写真展です。「人間と地球が抱える問題を、鋭く伝え
るフォトジャーナリズムの作品、および人間と自然の尊厳を謳い上げる作品」
をテーマに広く募り、審査・決定した2012年の受賞作53点を展示します。大
賞をはじめ受賞作には東日本大震災を撮影したものも多く、カメラが切りとる
“世界の過酷な現実”が私たちの胸に迫ります。

大賞「東日本大地震～混沌と静寂」林典子

「リビア革命」Remi OCHLIK

「DAYS特別賞」岩手日報社「まなざしの先に　TSUNAMI JAPAN」大久保忠司

『いつもを運ぶ衣服』プレファブコート／セタガヤ

2013年2月9日（土） 10:30～12:30
生活工房5F

生
い の ち

命をつつむ未来繊維２
『いつもを運ぶ衣服』ワークショップ

朗読講座　豊かなことばの世界

世界の未来をつくるために

〒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

トークイベント「ジャーナリストの視点から」
2013年1月27日（日） 14:00～15:30　生活工房5F
世界の現状を理解すること、それらの問題に対してどう向かい合うべきか？
――ジャーナリストとしての想いからお話を伺います。
広河隆一（フォト・ジャーナリスト、『DAYS JAPAN』編集長）
申込先着60名　 500円　 電話かメール（P8記入方法参照）で生活工房へ

関 連 企 画

映画『バレンタイン一揆』上映会＋トークイベント
【上映会】 2013年2月2日（土） ①12:30～ ②16:30～ ③18:00～
（上映時間 64分、入れ替え制）　生活工房4F
NPO法人ACE制作によるドキュメンタリー映画。日本から15,000km離れたガーナへ出かけ、
フェアトレードと出会った普通の女の子3人が、日本に戻ってフェアトレードを広めようとするので
すが…。見えてきた現実は果たして？
各回当日先着60名　 800円（学生500円）　 申込不要、直接会場へ

【トークイベント】 2013年2月2日（土） 14:00～15:30　生活工房4F
上映作品の監督を囲み、トークイベントを行います。
［ゲスト］吉村瞳（映画監督）、藤田琴子（出演者）、成田由香子（NPO法人ACE）　

500円（学生含む）　 申込先着60名　 電話かメール（P8記入方法参照）で生活工房へ

広河隆一

年末年始休館　12月29日（土）～1月3日（木）

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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 チケット先行発売  世田谷パブリックシアター・音楽事業部
 チケット会員割引  世田谷パブリックシアター・音楽事業部
 観覧料割引  世田谷美術館　世田谷文学館
 受講料割引  生活工房　　  メールマガジン配信

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お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

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
2013年1月19日（土） 15:00開演  成城ホール
小説家であり詩人でもある池澤夏樹と、作曲家の池辺音
楽監督。文学と音楽という異なる分野で、作品を生み出
してきた二人、40年もの交流における共作は10作を超
えます。詩人と作曲家は、どんな風に交わるのか。そして
さらに小説の世界で広がる池澤ワールドに、音楽はどう
関わるのか──音楽とトークを通して探ります。乞うご
期待！ 

せたがや名曲コンサート　ヴェルディ・レクイエム
2013年2月10（日） 14:00開演  昭和女子大学人見記念講堂
世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団が、
指揮に山下一史を迎え、豪華なソリストたちと共にお贈りします。

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  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（前売のみ）

　　　　　 一般  S席 2,500円  A席 1,000円　 　※未就学児童ひざ上無料

関 連 企 画

親子で楽しいひとときを。
乳幼児の同伴も大歓迎です！

宮本益光　加藤昌則
ぞうさん  ドレミの歌

　　シューベルトの子守歌  他
全席自由  一般 1,000円  

　 子ども（0歳～小学生） 500円

マタニティおよび小さなお子様や保護者の方向けのミニコンサートを
開催します。心なつかしい子守唄や手遊び唄など、盛りだくさんです！
2013年2月5日（火） 11:00～11:30　森の児童館

西山琴恵（うた）　上雅子（ピアノ）
無料　 音楽事業部

成城ほっとコンサート
～心が笑顔になるひとときを～
2013年3月20日　　　成城ホール

ご

♪親子で楽しめる60分のコンサート　11:30開演

♪日本のうた 成城ほっとコンサート　15:30開演

水・祝

『親子で歌いつごう 日本の歌百選』の中から、この公演で演奏する曲のリクエストを募集します。
FAX、メール（P8記入方法を参照、曲目・エピソードを明記）で音楽事業部「日本のうた」係へ
1月15日（必着）　※曲目の一覧はHPをご覧ください

池澤夏樹 池辺晋一郎

山下一史
ⒸK.Miura

せたがやジュニアオーケストラ団員募集
せたがやジュニアオーケストラは右記パートを募集しています。
応募資格、申込詳細はHP（http://s-j-o.jp/）をご覧ください。

弦楽器、オーボエ
金管楽器、打楽器

いま「日本のうた」は改めて注目されています。
東日本大震災以降、「日本のうた」には
わたしたち日本人の心を支え励ます力が
たくさんつまっていることに気づかされました。
日本の美しい自然や文化の中で育まれ
歌い継がれてきた「うた」の数々。
そして、子どもの頃に慣れ親しんだものや
大人になってから知った様々な名曲。
『成城ほっとコンサート』では、うたの力・言葉の力を体感し、
心がほっと温かくなるような公演をおおくりします。
春の風が心地よい季節にゆったりとくつろぎながら
大人から子どもまで一緒に見て聴いて楽しむ…
そんなひとときを過ごしてみませんか？

池澤夏樹　池辺晋一郎　松尾俊介（ギター）　栗友会（合唱）　斎木ユリ（ピアノ）
女声合唱組曲「この世界のぜんぶ」　混声合唱組曲「３つの不思議な仕事」

       池辺晋一郎：ギターは耐え、そして希望しつづける  ガルシア・ロルカ：古いスペインの歌より  他
全席指定  3,000円（前売のみ）

　　　　　 一般 3,500円　子ども（小～高校生） 1,500円　 　※未就学児入場不可

加藤昌則（ピアノ） 
Ⓒ西田 航

宮本益光（バリトン）

澤畑恵美（ソプラノ）
素晴らしい歌声と共に「日本のうた」の世界を再発見してみませんか？
家族みんなで楽しめる公演です。

澤畑恵美　宮本益光　加藤昌則
中田喜直：おかあさん　武満徹：小さな空　

　　大中恩：サッちゃんの家　他
全席指定  2,500円（前売のみ）　一般 3,000円
　※未就学児入場不可

昨年の“親子向けコンサート”より

入会金・年会費無料 

窓口で 郵送で FAXで申込方法

年末年始休館　12月29日（土）～1月3日（木）

世田谷区民のアート体験を応援する
せたがやアーツカード。15歳から入会できます。

締切間近！

　お問い合わせ　　　　　　　　　　  事務局　
　☎5432-1548　 5432-1559

で　　　アートをお得に楽しもう ！

チケ ト先行発売 世田谷パブリ

入
世田谷区民の

せたがやアーツカード。1

〒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/Mus i c

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） 年末年始休館　12月29日（土）～1月3日（木）

音 楽 事 業 部
世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

公演詳細はP6をご覧ください

期間中にせたがやアーツカード
新規ご入会で、

の
チケットが一般料金の半額に！
せたがやアーツカード事務局

世田谷パブリックシアター野村萬斎芸術監督企画

 せたがやアーツカード会員S席 6,200円
（一般  S席 6,500円）　公演詳細はP1をご覧ください

2013年2月22日（金）～3月4日（月）
世田谷パブリックシアター

アーツカード 割引で、
お得に観よう！

 撮影：久家靖秀

お得に笑おう！！！

【キャンペーン実施期間】
12月25日（火）～
2013年1月31日（木）

新規入会キャ
ンペーン！

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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2012 2013

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
シス・カンパニー公演
『TOPDOG/
UNDERDOG』　

古武道 『フユオト2012』
古武道忘年会『師走の協奏曲』

ワールド・ライティング・フェア2013
“未来を開く実験劇場”
　 事務局　☎3706-5687

日韓友好 TOKYO ドラマフェスタ Vol.14
第54回  東京私立中学高等学校演劇発表会
　 入場無料　　実行委員会 ☎3946-4434（京華学園）￥

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.5

①カムヰヤッセン『やわらかいヒビ』②演劇集団 砂地『Disk』

年末年始休館

コンチェルト

MANSAI　 解体新書

年末年始休館　12月29日（土）～1月3日（木）

2012年12月25日 6

絶対的な強度を持った価値コードが崩壊した現
代社会が抱える問題を見つめ、その中で懸命に
生きる人々を迫りくるリアリティで描いてきた
同劇団。今回は、2010年初演の代表作をより現
在に引き寄せ、生まれ変わらせた作品としてお
送りします。

  北川大輔 
 金沢啓太  小島明之

辻貴大  太田宏  板倉チヒロ
他

2013年1月25日（金）　19:00開演　世田谷パブリックシアター

MANSAI　 解体新書 その弐拾壱
「喜劇」 ～笑いのメカニズム～ 

19:00開演
『必見！林家兄弟二人会』

 林家正蔵　林家三平

今作では集団のコンセプトである古典・近代劇
から遠く離れ、ネクスト・ジェネレーション（次
の世代）という企画に相応しく、現代の我々の世
代とは？ あるいは幸福とは何なのか――船岩自
身の言葉によって綴られたある兄妹の物語から
探求します。
  船岩祐太
 田中壮太郎  小瀧万梨子

藤井咲有里　野々山貴之　
中村梨那　岸田研二

ラサール石井野村萬斎 伊東四朗

  野村萬斎　  伊東四朗　ラサール石井
14:00開演
『特集！落語と色もの』

 柳家権太楼  昔昔亭桃太郎  瑞
たま

姫
き

（女流浪曲）  ロケット団

現代芸術を構成するさまざまな分野、要素を“解体”し、その成り立ちやあり方について考察
する、当劇場芸術監督・野村萬斎の人気シリーズです。ゲストは、映画やTVで幅広く活躍しな
がら「生」の舞台に強いこだわりを持ち、喜劇・軽演劇に積極的に取り組み続けている伊東四朗。
そして、コント赤信号のメンバーで伊東四朗一座にも参加しているラサール石井。深い話が
飛び出しそうなこの顔合わせ。一夜限りのトーク＆パフォーマンスを、どうぞお見逃しなく！

  割引はございません　一般 4,000円　 　※未就学児童入場不可　
劇場チケットセンター

芸能・演芸の世界の魅力を、独自の切り口で紹介する人気シリーズ「てやん亭」。昼の部は、
愛嬌のある顔を生かし、練り込まれた古典落語に笑いをたっぷりまぶす柳家権太楼。ダジャレ
が観客を煙に巻く!?昔昔亭桃太郎。そして、浪曲界の若手ホープ・瑞姫、時事ネタ漫才をおく
るロケット団が花を添えます。夜の部は、舞台に出るとパッとその場が明るくなる、芸人らし
い雰囲気をまとった正蔵＆三平が登場。“昭和の爆笑王”三平のDNAを受け継ぐ兄弟二人が、
お互いの芸を競います。席亭はおなじみ、花井伸夫。どうぞ、お見逃しなく！

  3,300円　一般 3,500円　 　 劇場チケットセンター

① ②カムヰヤッセン『やわらかいヒビ』
2013年1月17日（木）～20日（日）

演劇集団 砂地 『Disk』
2013年1月24日（木）～27日（日） 

『地域の物語』
ワークショップ参加者+進行役／演出家
／劇作家／振付家による作品
2013年3月24日（日）
時間未定　シアタートラム

 ワークショップ参加者
全席自由／入場無料　 劇場チケットセン

ター ☎5432-1515 にて事前予約あり（2月下旬頃）
※当日は先着順でご案内します。お早めにお越しください
※託児サービスはございません

シアタートラム
ネクスト・ジェネレーション vol.5

2013年2月3日（日）　世田谷パブリックシアター

地元を中心とした演劇界の活性化と若手演劇人の育成を目指してスタートした本企画も今年で5年目。
多数の応募の中から、「生きる」ことそのものについて洞察を巡らせている作風が特徴的なカムヰヤッセンと、
古典の再発見をモチーフとした独自の演出方法でリアリズムを追究する演劇集団 砂地が選ばれました。
世田谷発、注目の2作品を、どうぞお見逃しなく！ 

  2,300円 　一般 2,500円　2劇団セット券 4,000円（枚数限定）
　※未就学児童入場不可　 劇場チケットセンター

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

林家正蔵 林家三平柳家権太楼 昔昔亭桃太郎

瑞姫

ロケット団

世田谷を歩いて取材し、地域を見つめ直し、さま
ざまな物語を掘り起こし、演劇やダンス作品をつ
くりあげるワークショップ。つくりあげた作品は、
『地域の物語』として、シアタートラムで発表しま
す。今年のキイワードは「みんなの結婚」。どんな作
品が出来上がるのかぜひ目撃しにきてください。

2

2013年 1月～3月
ワークショップ参加者募集

Bコース：「100の結婚
So many men, so many 
marriages」
2013年1月20日（日）～
3月23日（土）　全13回
5,000円

［進行役］ 瀬戸山美咲（劇作家・
演出家／ミナモザ主宰）

Cコース：「ふたり」
2013年1月15日（火）～
3月23日（土）　全13回
3,000円

［進行役］ 楠原竜也（振付家・
ダンサー／APE主宰）

Aコース：「わたしの結婚」
2013年1月12日（土）～
3月23日（土）　全13回
5,000円

［進行役］吉田小夏（劇作家・
演出家・俳優／青☆組主宰）
［カラダコーチ］ 山田珠実
（振付家・ダンサー）

劇場ホームページを
ご覧ください。

公演の
おしらせ

イラスト：boojil

定員に達しました

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/Thea t r e世田谷パブリックシアター

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



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。

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。

ダンス

ダンス

2013/2/17（日） 13:00開演  
烏山区民会館ホール音 楽 せたがやバンドバトル～集まれGS世代！～決勝大会

 　　　　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 

音 楽
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』
12/25（火） 19:00開演

12/26（水） 19:00開演

KOBUDO
－古武道－

発売中

発売中
音 楽
演 劇

演 劇

演 劇

演 劇

演 劇

ダンス
演 劇

2013/2/8（金）～10（日）
オペラシアターこんにゃく座
新作初演 オペラ『アルレッキーノ』～二人の主人を一度に持つと～

中世イタリアを代表する傑作即興仮面劇をオペラ化。どのように
オペラ化されるのか、乞うご期待！

2/8 9 10

14:00
16:00
19:00

11:00

Ａ Ａ
Ａ

B

Ａ B

B

※　　   一部
日替わり

今年は異なる趣向で2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！

ⓒKatsumi Kajiyama

ⓒJouji Suzuki 撮影：相川博昭
『ひとよ』（2011年）

 アルベール・カミュ　  窪田啓作（新潮文庫刊）
   小野寺修二　  片桐はいり　森川弘和

田村一行　藤田桃子　菅彩夏　手代木花野 

   山田うん　  テレサ・ハッキョン・チャ「ディクテ」
  3,300円  一般 3,500円  学生 3,000円（当日、要学生証）

※2日セット券は のみ取扱
Co.山田うん　☎090-2912-0436

カンパニーデラシネラ 『異邦人』

山田うんソロダンス 『ディクテ DICTEE』

2013/2/14（木）～17（日）

2013/3/16（土）・17（日）
17:00開演

  3,800円　一般 4,000円
学生 3,500円　中・高校生 1,000円
小学生 800円　親子チケット（小学生1枚と大人
1枚対象） 4,800円　※当日、要学生証・年齢確認
ゴーチ･ブラザーズ  ☎6809-7125

未就学児童
入場不可流れるような滑らかな動きでカミュの世界観を表現し好評を博した本作。

会場をトラムからパブリックシアターに移して待望の再演です。

原作からの着想、文章の引用、山田うん自身の記憶を織り交ぜて
シーンを構成、言葉と身体の関係性に迫る長編ソロ新作。

2/14151617

13:00
14:00
18:00
19:30

発売中

発売中

 1/14（月・祝）
一般  1/20（日）

発　売
開始日

 1/13（日）
一般  1/14（月・祝）

発　売
開始日

 1/11（金）
一般  1/12（土）

発　売
開始日

 1/24（木）
一般  1/25（金）

発　売
開始日

ふたり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…。

開催中～12/28（金）
シス・カンパニー公演
 『TOPDOG/UNDERDOG』

 千葉哲也堤 真一 

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

未就学児童
入場不可

未就学児童
無料

12/25262728

15:00
19:00

 スーザン-ロリ・パークス     小川絵梨子    堤真一   千葉哲也

前売予定
枚数終了

発売中

発売中

主宰の倉持が、代表作であり自信作の一つと自負する同作を再演。
姉弟を軸にした骨太な人間ドラマをリライトしてお届けします！

韓国人劇作家による優れた戯曲をリーディングで紹介する本企画。
2/24（日）17:00よりシンポジウム有（ドラマリーディング半券提示で無料）。

コンドルズのメンバーが結成したユニット。
観客を巻き込み、劇場を興奮の渦で包む圧巻のパフォーマンスをお見逃しなく。

1年半前に当劇場で上演された『ひとよ』も好評を博したKAKUTA。
日常に根ざした緻密で普遍的な物語は高い評価を獲得しています。

空前のバンドブームに青春時代を過ごし、今も消えることのないその情熱を
バンドに捧げる“おやじたち”。
予選（テープ審査）を勝ち抜いた10組のアマチュアバンドが烏山で激突！

会員向けに公演のスケジュールやチケットの前売情報が満載の会報誌を、
毎月お届けいたします。
●特典…世田谷パブリックシアター、シアタートラムでの公演チケットの
　　　　先行予約／割引（一部の公演を除く）
●会費…入会金 500円　年会費 3,000円（そのほか特別会員、賛助会員があります）
世田谷パブリックシアター友の会事務局

☎5432-1524（10:00～17:00　土日祝休）　  http://setagaya-pt.jp/

ペンギンプルペイルパイルズ 『cover』

韓国現代戯曲ドラマリーディング Vol.6

KAKUTA 『秘を以て成立とす』

コンドルズ独立機動舞踊部隊 暁‒AKATZKI‒作戦行動○○参
『サクラの森の満開の下でキスして』～デッカード編×レイチェル編～

2013/2/2（土）～17（日）

2013/2/20 （水）～24（日）

2013/3/1（金）～10（日）

2013/3/29（金）～31（日）

2/2 3 4 5 6 7 8

17:00
15:00

19:00
休
演

3/1 2 3 4 5 6 7

19:00
14:00

19:30
休
演★

★

★
★

サービスデー ポストトークあり

▲2/9（土）以降、（火）休演、（水）（土）
14:00/19:00但し9（土）は15:00、
（木）（金）19:00、（日）（祝）15:00但
し17（日）は14:00

▲3/8（金）以降、8（金）19:30、9（土）
14:00/19:00、10（日）14:00

未就学児童
入場不可

  倉持裕
 鈴木砂羽　小林高鹿　ぼくもとさきこ

玉置孝匡　近藤フク　吉川純広　谷川昭一朗
  4,600円　一般 4,800円
  2,400円
Little giants　☎090 -8045 -2079

 『海霧』　  キム・ミンジョン　  鈴木アツト
 『白い桜桃』　  ペ・サムシク　  明神慈
 『朝鮮刑事ホン・ユンシク』　  ソン・ギウン　  広田淳一

   イシブチサトシ　カマクラミチヒコ
スズキタクロウ　ヒラハラシンタロウ  フジタヨシヒロ

 サキ×ワカナ（サイレン） 
 キタムラアキコ　  カツヤマヤスハル

  3,400円　一般 3,500円　 通し券 6,000円
（一般のみ当日キャッシュバック有り）  大学生 2,500円
高校生以下 1,500円 （当日、要学生証）
ROCKSTAR有限会社　☎5272-0991

   桑原裕子
 成清正紀　若狭勝也　原扶貴子　野澤爽子

高山奈央子　佐賀野雅和　ヨウラマキ／清水宏
藤本喜久子　瓜生和成　吉見一豊
  3,800円 　一般 3,900円

★サービスデー 3,300円  ※学割は のみ取扱
KAKUTA　☎090-6311-1996

 カルロ・ゴルドーニ（田之倉稔訳による）
  加藤直　  萩京子
 川鍋節雄 　大石哲史 　梅村博美　岡原真弓　青木美佐子

佐藤敏之　富山直人 　高野うるお　佐藤久司　豊島理恵
太田まり　島田大翼 　北野雄一郎　沢井栄次　武田茂

2/2021222324

14:00
19:00 Ａ Ａ C

C
B

B

  割引はございません　一般 6,800円
※当日券の詳細は へお問い合わせください
シス・カンパニー　☎5423-5906

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）

音  楽  事  業  部  主  催 

 イエローパンプキン   ?
オヤジィ

G-Band   THE NORTHERN SONGS   THE AMS   JOKE   Zuboshi   毒ガス
はるみバンド　B・Ｐ・Ｚ　無精髭
［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

（全席自由）  割引はございません  一般 各作品 1,500円
シンポジウム 500円　※3作品通し券は のみ取扱
日韓演劇交流センター事務局（東京演劇アンサンブル内）　☎3920-5232

世田谷パブリックシアター友の会（SePT倶楽部）会員募集

前回公演
『月の家 タルチブ』

  A席 5,700円　B席 4,700円  一般 A席  6,000円  B席  5,000円     C席 3,500円
ペア A席 11,000円  B席 9,000円  こども・学生 A席 4,000円  B席 3,000円  Ｃ席 2,000円
オペラシアターこんにゃく座　☎044-930-1720　

3/293031

14:30
15:30

デッカード編
レイチェル編

19:30

Ａ

Ａ
Ａ

B

B

B

2012年12月25日7

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。

●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）

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

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
年末年始休館　12月29日（土）～1月3日（木）

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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集合場所 集合時間 歩行距離
世田谷公園噴水横 （池尻1-5-27） 9:10 約7キロ
駒沢公園管制塔前 （駒沢公園1-1） 9:30 約5キロ
羽根木公園テニスコート前 （代田4-38-52） 9:30 約5キロ
芦花公園環八交番裏 （粕谷1-25） 9:40 約6キロ
世田谷区役所第1庁舎前広場（世田谷4-21-27） 10:00 約5キロ
玉川総合支所前 （等々力3-4-1） 10:00 約5キロ
砧総合支所前 （成城6-2-1） 10:40 約2.5キロ

新年の幕開け！ みんなで総合運動場まで歩き、新年を祝いましょう！
無料　 当日直接集合場所へ

※荒天・降雪中止

2013年1月1日（火・祝）

世田谷区制80周年

総合運動場温水プール
千歳温水プール
9:00～17:00
※12月29～31日は休館します
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

お正月特別営業

2013年1月1日（火・祝）～3日（木）

第38回

 第22回 世田谷区小学生
ドッジボール大会

2013年3月10日（日）　8:30～
総合運動場体育館　

［種目］①高学年②低学年　※監督（大人の責
任者）1名、選手8名以上15名以内。①②とも
男女混合可　 区内在住・在学の小学生
抽選60チーム　 1チーム3,000円 
1月15日（必着）　 ハガキまたはFAX（欄

外記入例参照）
でスポーツ振興
財団へ
※代表者会議
を2月20日（水）
に開催予定（参
加団体には後
日通知）

第62回区民体育大会
卓球大会

2013年2月3日（日）　9:00～
総合運動場体育館

［種目］一般、中学、高校、40代、50代、60
代、70代以上（全て男女別）  300円（中学
生200円）  規定の申込用紙に参加料を添
えて区卓球連盟・小池（等々力8-26-25
☎3701-7684）へ　 1月18日（必着）　

  ソフトテニス教室
2013年1月27日～3月3日　毎週日曜
9:00～11:00　総合運動場テニスコート

高校生以上　 抽選20名　 3,000円　
1月14日

 ゴルフ教室
成城の部  2013年1月26日～3月16日

毎週土曜  18:00～19:30  ニュー成城ゴルフ
センター
千歳の部  2013年1月28日～3月18日

毎週月曜  13:30～15:00  千歳ゴルフセンター

18歳以上　 各抽選10名　 17,000円
1月14日

  わくわくサッカー教室
2013年2月9日、10日、16日、23日
9:30～11:00　池尻小学校第2体育館

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　 抽選25名
1,000円　 1月14日（必着）
障害の内容も明記し、スポーツ振興財団へ

  ビリヤード教室
2013年2月2日、11日、16日、23日

10:30～12:00（全4回）  ビリヤードニュー文化

中学生以上　 抽選20名　 6,000円　
1月16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、申込先にあります。ホームペー
ジからダウンロードも可 バレーボール講習会

2013年2月3日（日）
①9:30～12:00（9人制） ②13:30～16:00（6人制）

大蔵第二運動場

岩本洋（元全日本監督）、丸山由美（元全日
本キャプテン） 他　 ①高校生以上の女性　
②小・中学生　 抽選各100名　 大人
500円、小・中学生200円　 1月8日（必着）

  ジュニア水泳教室
2013年2月5日～3月26日  毎週火曜

16:15～17:45（全8回）　千歳温水プール

小学生の初心・初級者　 抽選50名
4,000円　 1月10日（必着） 
ホームページ・FAXまたはハガキで千歳温

水プール（〒156-0055  船橋7-9-1
☎3789-3911　  3789-3912）へ

 40歳からの脂肪燃焼講座
2013年2月9日～3月9日

毎週土曜　18:30～20:00（全5回）
総合運動場体育館

体成分測定やファイティング、サーキットト
レーニングなど豊富な内容となっています。
日頃の運動不足を解消してみませんか。
［内容］体組成測定、筋力トレーニング、有酸
素運動など　 抽選30名　 2,000円
1月20日（必着）　※40～59歳の方優先

バスケットボール教室
2013年2月5日～3月5日 毎週火曜（全4回）

大蔵第二運動場

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（大蔵4-7-1  
☎3416-1212　 3416-1777）へ

レディースバレーボール教室
2013年2月8日～3月29日（2月15日を除く）　

毎週金曜　9:00～12:00（全7回）
大蔵第二運動場

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

 めざせトップアスリート
スイミング＆ライフセービングクリニック

2013年1月28日（月）
①14:50～15:50　②16:20～17:50

③18:20～19:50　総合運動場温水プール

飯沼誠司（2010年世界選手権準優勝）
①年少・年中②年長～小学5年生で泳力が

25ｍ以下の方③小学2年～中学2年生で泳力
が25ｍ以上の方  抽選各40名  1,000円  
1月14日（必着）

イベント

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

総合運動場温水プール・
千歳温水プールで！

新年
泳ぎ始めは

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

SETAGAYA
th
0

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/

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


