
せたがやジュニアオーケストラ 
「せたがやジュニアオーケストラ」は2010年4月、音楽監督・池辺晋一郎の呼びかけに
より発足、現在は世田谷区在住・在学の小学3年生～高校3年生の82名で活動してい
ます。月2回の練習を中心に、幅広い年齢と個性で、生き生きと練習に励んでいます。
4回目となる今年の定期演奏会は、指揮に名古屋フィルハーモニー交響楽団正指揮
者、そして世田谷区民でもある円光寺雅彦を迎え、2011年に池辺音楽監督に委嘱し、
好評を博した「次の時代のための前奏曲」を再演します。今年度は、演奏会や初めて
の夏合宿など様 な々活動を通してチームワークを培ってきました。年々進化する「せたが
やジュニアオーケストラ」。全力で挑む定期演奏会です。

第４回定期演奏会
 ［曲目］
ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲
池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲（2011年委嘱作品）
ドヴォルザーク：交響曲第8番
※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   ※3歳未満入場不可

15:00開演（14:30開場）  世田谷区民会館
  円光寺雅彦（指揮）  せたがやジュニアオーケストラ

12月15日 日

   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/

10月25日（金）
発売開始

チケットのお申し込み

Ⓒ三浦興一

せたがや文化財団のホームページがリニューアル!!
http://www.setagaya-bunka.jp/

今回、せたがやジュニアオーケストラの定期演奏会の指揮
をさせて頂く事となりました。ヴェルディ：歌劇「運命の
力」序曲、ドヴォルザーク：交響曲第8番という大変な作品
や、このオーケストラの音楽監督でもある池辺晋一郎先生の

「次の時代のための前奏曲」を若い団員の皆様と一緒に、ど
のように音楽を作り上げ演奏できるのか今から楽しみです。

私も世田谷区民ですが、世田谷区が若い音楽家の育成に力
を注いでくださる事は本当に嬉しく思いますし、このメン
バーの中から将来、世界に大きく羽ばたく演奏家が生まれ
てくる事を楽しみにしております。若い音楽家たちの白熱
の演奏を聴きに、たくさんの皆様がお越しくださることを
願っております。

円光寺雅彦 せたがやジュニアオーケストラ第4回定期演奏会 指揮者

 

次回（11月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
世田谷芸術百華 2013  開催中！ この秋アートがまちに溢れ出す 携帯版もできました！ こちらのQRコードからアクセスできます→

3月28日 「せたがやジュニアオーケストラロビーコンサート」に
ヴァイオリン六重奏、フルート二重奏が出演

8月3日 「せたがやジュニアオーケストラ夏のコンサート」出演
8月18日～20日 夏合宿

11月3日 第28回国民文化祭・やまなし2013「オーケストラの祭典」出演（予定）

 せたがやジュニアオーケストラ寄付のお願い せたがやジュニアオーケストラでは、様々な形で応援をしていただきたく、寄付金制度を設けています。
詳細はＨＰ（ http://www.setagayamusic-pd.com/donation/）をご覧ください。　 音楽事業部

今年の活動

Ⓒ増田典子
「夏のコンサート」より

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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女の旅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

林芙美子、森茉莉、小堀杏奴、萩原葉子など
男の旅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深田久弥、山本健吉、遠藤周作、北杜夫など
空想の旅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

萩原朔太郎、海野十三など
冒険の旅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ふかふかウサギのトントン（香山彬子作）

ニューヨークへの旅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

植草甚一

一般200（160）円／高校・大学生150
（120）円／65歳以上、小・中学生100（80）
円　※（　）内は20名以上の団体料金 　
※障害者割引あり　※企画展チケットで観覧でき
ます（企画展開催中のみ）

当館のコレクションの中から〈旅〉にまつわ
る資料に焦点を絞り、資料からうかびあが
る物語をひも解きながら、作家たちのさま
ざまな〈旅〉のかたちを探ります。

 展示構成

■私の本棚
12月14日（土） 15:00～16:00
出演者がセレクトした旅にまつわる数冊の
本について、思い出を交えながら語ります。

大竹英洋（写真家）　 150名（13:00から
整理番号付き入場券を会場前にて販売）

500円（コーヒー付き）

『タンゴ・冬の終わりに』などで知られる劇
作家・清水邦夫の代表作『楽屋』を、リーディ
ングとレクチャーでお届けします。迫力あ
る舞台をライブでお楽しみください。

両日とも当日先着150名　 無料

（400）円／65歳以上350（280）円／小・中
学生250（200）円　※（　）内は20名以上の団
体料金 　※障害者割引あり

■朗読会　幸田文をよむ
（「木」「崩れ」「髪」「おとうと」…）
11月9日（土） 14:00～16:00

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）　 当日
先着100名（11:00からロビーで整理券配
布）　 無料
■講演会　崩れる大地と生きること
11月23日（土・祝） 14:00～15:30

青木奈緒（幸田文孫・作家）×田畑茂清
（エッセイスト・農学博士・元建設省砂防部
長）　 抽選150名　 500円　 11月9日

（必着）
■講演会　〈女〉が語る幸田文
12月1日（日） 14:00～15:30

青木玉（幸田文長女・作家）×森まゆみ（作
家）　 抽選150名　 500円　 11月17
日（必着）

川柳の起源や古今についてお話を伺います。
速川美竹（世田谷文学賞川柳部門選考委員）
先着50名　 500円　 下記参照

11月10日（日） ①11:00～、②13:00～、
③14:00～、④15:00～（各回1時間）
初学者歓迎、カリグラフィーを楽しむ秋の
ワークショップです。

根岸香津代（Rive Raffinee主宰）
各回先着16名　 500円　 下記参照

12月15日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
存亡の危機にある北方先住民ナナイの民族村
シカチ・アリャン。同地の古代岩絵による村
おこしについて映像を交えてお話しします。

井出晃憲（NPOユーラシアンクラブ副理事
長）　 先着50名　 500円　 下記参照

第2回宮本三郎記念デッサン大賞展
11月9日（土）～12月1日（日）
宮本三郎の郷里・石川県小松市ではじまった
デッサンを対象にしたコンクールの巡回展。

■11月のギャラリートーク
11月9日（土） 14:00～（30分程度）

「宮本三郎記念デッサン大賞展オープニング
ギャラリートーク」

大橋由美子（小松市立宮本三郎美術館学芸
員）　 無料（要入館料）　 不要
■講演会「宮本三郎・デッサンの魅力」
11月16日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
開催中の「第2回宮本三郎記念デッサン大賞
展」に関連して、宮本三郎のデッサンについ
ての講演会を開催いたします。

当館学芸員　 先着50名　 無料　 下
記参照

10月27日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
日本川柳ペンクラブ理事の速川美竹さんから、

父・幸田露伴を看取ったのち40代でデ
ビューし、自らの体験に材をとった『流れ
る』『おとうと』や、全国の木々や地崩れの現
場を訪ね歩いた『木』『崩れ』などで、特異な
文学世界を築いた幸田文の、初めての本格
的な展覧会です。原稿、創作メモ、書簡、愛
用の着物や、父である文豪・幸田露伴の遺
した書、愛用品など、初公開資料を含む約
300点で構成します。

一般700（560）円／高校・大学生500

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

Home, Sweet Home
宮本三郎の家族像
開催中～
11月4日（月・休）

展覧会

次 回 展

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜10/27  世田谷児童作品展
 心わ画なごみの会
 第3回 ティンガ　ティンガ展
 自然讃歌写真倶楽部　第14回写真展

10/29〜11/3
 桜丘写友会写真展  第35回 あお展 身にまとう四季 森展　

11/6〜10  27th世田谷美術館友の会会員作品展
11/12〜17  世田谷区障害者施設アート展　

11/19〜24  水彩画の会"美匠"、"美匠Jr"
 ※"美匠Jr"は20日から公開

 写真展　※20日から公開
 クレイアートの四季（第5回）　※20日から公開

11/26〜12/1  第９回 雅の会作品展  影像 2013　※27日から公開

世田谷美術館 区民ギャラリー

※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・区民ギャラリー （観覧無料）

開催中〜10/27 坪内美術研究所絵画展
10/29〜11/3 ココロサク　Vol.2
11/4〜10 第2回 全感覚派美術展
11/12〜17 美六会作品展
11/19〜24 バウェルンマーレライFRAU作品展 6

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

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

■映画上映会「精神」
11月2日（土）上映 14:00～16:15
監督トーク 16:20～17:00　講堂

「こころの病」とともに生きる人々の悲喜こも
ごもを描き出した鮮烈なドキュメンタリー。
上映後に監督のトークが追加決定。
監督：想田和弘（2008年、135分）

当日先着150名　 無料　※当日10:00か
らエントランスホールにて整理券を配布
■100円ワークショップ　
展覧会会期中の毎土曜日 14:00～16:00
時間中随時受付　地下創作室

「動くルソー人形」他。　 1回100円

日本画、洋画、写真、
版画、彫刻など、当館
に近年収蔵された作
品を中心にご紹介し
ます。

一 般200（160）円 ／ 高 校・ 大 学 生150
（120）円／65歳以上、小・中学生100（80）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割
引あり

■「美術館の活用法─コレクションを愉しむ」
10月26日（土） 14:00～15:30（開場13:30）  講堂
美術館のコレクションについてお話を伺う講
演会を開催いたします。

松本透（東京国立近代美術館副館長）
当日先着150名　 無料　※当日10:00から

エントランスホールにて整理券を配布　※手話通訳付

石川綾子（ヴァイオリン）、和田さやか（ピア
ノ）  ［曲目］グリーグ「ヴァイオリン・ソナタ
第3番ハ短調作品45」 他　 抽選200名

無料  往復ハガキ（P4記入方法参照）で当
館へ  12月25日（消印有効）  ※詳細はHP参照

往復ハガキかメール（P4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  ※詳細はHP参照

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

関 連 企 画

ミュージアム コレクション 関連企画

展覧会関連企画

関 連 企 画

関 連 企 画

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

アンリ・ルソーから始まる
素朴派とアウトサイダーズの世界

開催中～11月10日（日）　1階展示室

開館10周年 清川泰次の世界Ⅱ
帰国、そして再びアメリカへ
開催中～12月1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

幸田文 昭和4年頃

会員割引対象

2014年1月18日（土） 14:00　講堂

プロムナード･コンサート
石川綾子  ヴァイオリン・リサイタル

秋のカリグラフィー・ワークショップ

宮本三郎記念美術館と地域の会共催　人ひろば vol.23 
「ロシア古代岩絵の保存と村おこし」

開館10周年記念無料観覧日 
11月1日（金）～4日（月・休）
※上記の4日間はどなたでも無料でご覧いただけます

北杜夫が船医として航海中に、
パリ留学中の辻邦生にあてた絵ハガキ

1958年

割　引
引換券

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館  1階展示室　開催中〜11月10日（日）   
　　　　  「アンリ・ルソーから始まる」 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

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜12月8日（日）   
　　　　  「幸田文」 展 
一般700円→600円　高校・大学生500円→450円　65歳以上350円→300円　小・中学生250円
→200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 観覧料

会場：文学サロン

会場：文学サロン

［開館時間］10:00〜18:00（入館は17:30まで）  ［休館日］毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合は
翌日）、展示替期間  一般200（160）円／高校・大学生150（120）円／65歳以上、小･中学生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

■ ■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■ ■
気になる、こんどの収蔵品

作品がつれてきた物語
開催中～2014年1月13日（月・祝）

2階展示室

一般1,000（800）円／65歳以上、高校・大
学生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
チケットセンター前売情報（P3）関連企画情報あり

■100円ワークショップ　
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00
時間中随時受付　地下創作室

1回100円

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次 回 企 画 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
実験工房展

−戦後芸術を切り拓く
11月23日（土・祝）～2014年1月26日（日） 

1階展示室

「実験工房」メンバー集合写真 1954年頃
撮影：大辻清司　東京パブリッシングハウス蔵

桑原甲子雄《人間都市パリ》
1978年

宮本三郎記念美術館と地域の会共催　人ひろば vol.22 
「川柳の常識・非常識  読む・楽しむ・生きる」

小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。 ●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

《Lavender Poem-59》1958年

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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/

 開館20周年
向井潤吉と四季 秋
開催中～12月1日（日）

展覧会

《古壁の秋》1971年

幸田文　展
開催中～12月8日（日）　2階展示室

旅についての断章
開催中～2014年4月6日（日）  1階展示室

講演会に参加希望の方は、各締切日ま
でに往復ハガキかメール（ kodaaya@
setabun.or.jp）（P4 記入方法参照、参加
希望者全員の氏名も明記）で当館「幸田文」
展係へ。朗読会は事前申込不要

11月16日（土）・17日（日）両日 14:00～
文学サロン

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」　

第3弾　

※詳しくはお問い合わせ
ください

向井潤吉オリジナル
カレンダー   発売中

《死の家族》1950年

〒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（月曜日が祝・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

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル☎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（月曜日が祝・休日の場合は翌日）世田谷美術館 Art

世田谷芸術百華2013対象事業



11月5日（火）
発売開始

10月25日（金）
発売開始

10月25日（金）
募集開始

10月27日（日）
発売開始

一般 11月4日（月・休）
 11月3日（日・祝）

発売開始

10 11
25 26 27 28 29 30 31 291 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 2810/25～11/30

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

振付

世田谷パブリックシアターは、11月から来年2月にかけて、舞台機構設備等の改修工事を行います。通年での日
程調整や、工期中に近隣の劇場での公演の実施等を図り、例年と同数の主催公演をご提供できるよう運営をし
て参ります。改修により、劇場をご利用される皆さまに、さらにご満足いただける環境創りを目指します。皆さ
まのご理解をいただきますようお願い申し上げます。

世田谷パブリックシアター
改修工事のお知らせ

2013

MANSAI◉解体新書
その弐拾参 特別編『萬斎』

林英哲コンサートスペシャル
2013

『英哲風雲の会
ショーケースライブ』

『クリプトグラム』 12/28までシス・カンパニー公演
『グッドバイ』

30

　 劇場チケットセンター
当日券あり

2014年2月23日（日） 14:00開演
昭和女子大学人見記念講堂

12月8日（日） 14:00開始　三茶しゃれなあど  オリオン

2014年2月2日（日） 15:00開演
世田谷区民会館指揮に名古屋フィルハーモニー交響楽団

正指揮者の円光寺雅彦、ソリストには世田
谷区民でもある4人を迎えてお贈りします。

「世田谷の第九」をぜひお聴きください。

せたがや名曲コンサート
「ベートーヴェン 第九」

異分野との
コラボレーション

「料理と音楽」

トークと演奏で、料理と音楽の関
係を解き明かす！

田崎真也（ソムリエ）
山本益博（料理評論家）
池辺晋一郎（作曲家／音楽監督） 他

 3,000円  一般 3,500円
子ども（小～中学生）  2,000円

 ※未就学児童入場不可

アナリーゼ（楽曲分析）ワークショップの第3弾。今年は、
サン=サーンスの組曲「動物の謝肉祭」です。みんなで考え
て、体験してみよう。もっと音楽が楽しくなる！

田村緑（ピアノ）　 小学3～6年生　 申込先着30名
1,500円　 FAXかメール（P4記入方法参照、学年も

明記）で音楽事業部へ　 音楽事業部

田村緑のワークショップ＆コンサート
サン=サーンス「動物の謝肉祭」をアナリーゼ

シアタートラムで毎夏恒例の『お話の森』が、この冬、池袋の劇場「あうるすぽっ
と」で開催されます。出演者のROLLYさん、仲村トオルさん、小林顕作さんは、
これまで読んだ本やクリスマスの本を読みます。近藤良平さんは初出演。また、
ロビーでもお楽しみ企画や、顕作さんの番外読み聞かせもアリマス！ 詳細は劇
場HPで。

世田谷パブリックシアター
フリーステージ 2014

ニーナ・レイン
木内宏昌

熊林弘高
田中圭　中泉英雄

大谷亮介／中嶋朋子
中村美貴　鷲尾真知子

 A席 6,200円　一般 A席 6,500円　B席 4,000円
 未就学児童入場不可　 劇場チケットセンター

▲託児サービス 小学館集英社プロダクション総合保育事業部
☎0120-500-315（平日10:00～17:00）

世田谷で活躍する区民団体の皆さまと、劇場
が一緒になって夢のステージをつくりだす

『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して
います。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。

現代の家族像を「言葉」という現象をひとつのカギにそのコミュニ
ケーションの様子を繊細な台詞とストーリーラインで構築した戯
曲。6人のキャスト陣が劇的かつ洗練されたドラマを創りあげる、
2014年のスタートを飾る話題作に、どうぞご期待ください。

Ⓒ青柳聡
ⒸKouji Hishikawa

Ⓒ三浦興一

12月20日（金）～
23日（月・祝）

2014年1月13日（月・祝）～26日（日）
【初台】新国立劇場 小劇場 （THE PIT）

 おとな 2,000円　一般 おとな 2,500円　4歳～小学生 500円　中学生・
高校生 1,000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

 4歳未満入場不可　 劇場チケットセンター
［託児サービス］12/13までに要予約／0・1歳 2,000円、2歳以上 1,000円。お申込はイベ
ント託児・マザーズ（☎0120-788-222 info@mothers-inc.co.jp）へ、障害のあるお子
様は要相談　［車椅子スペース］一般料金の10％割引。定員あり・要予約。前日までにあう
るすぽっとチケットコール（☎5391-0516 10:00～19:00）へ。要事前問合せ

仲村トオル
21日（土）14:00

近藤良平
23日（月・祝）14:00

中嶋朋子

ROLLY
20日（金）18:30

小林顕作
22日（日）14:00

田中圭

TRIBES
ト ラ イ ブ ス

〈洋楽部門〉　4月29日（火・祝）
会場：シアタートラム

〈洋舞部門〉5月４日（日・祝）・6日（火・休）
会場：世田谷パブリックシアター
12月1日（日）

※応募方法など詳細は、劇場HPまたは劇場
「フリーステージ」担当へ

☎5432-1526

申込締切

参加団体
募集！

円光寺雅彦（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　塩田美奈子（ソプラノ）　与田朝子（メゾソプラノ）
成田勝美（テノール）　泉良平（バリトン）

ベートーヴェン：「交響曲第9番ニ短調」合唱付き 他
 S席のみ 2,000円　一般 S席 2,500円　A席 1,000円　

【池袋】
あうるすぽっと

会場

日程

日程
会場

喜多見けやき音楽祭まちかどコンサート
● 11月10日（日） 14:00　喜多見駅前広場
からすやまLight UPコンサート
● 11月23日（土・祝） 16:00　烏山区民センター前広場
 ハチャトゥリアン楽団   無料   ※直接会場へお越しください   音楽事業部

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
『お話の森』冬スペシャル

2014年

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）

〒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

1/23 2524 26

20:00
15:00

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

10/303111/1 2 3

17:00
14:00

19:00
休  

演

未就学児童
入場不可林英哲　英哲風雲の会

 S席 6,700円　一般 S席 7,000円　A席 5,000円
東京音協　☎5774-3030

音 楽 10/30（水）～11/3（日・祝） 発売中林 英哲コンサートスペシャル2013
『林 英哲 / 迷宮の「鼓美術少年」』

英哲風雲の会（上田秀一郎　はせみきた　田代誠　辻祐）
全席自由　  2,800円　一般 3,000円　 東京音協　☎5774-3030

未就学児童
入場不可

音 楽 『英哲風雲の会　ショーケースライブ』11/1（金） 19:00開演 発売中

『クリプトグラム』

「爆笑寄席●てやん亭2014
新春スペシャル～今、変わりゆく落語界～」

デイヴィッド・マメット
小川絵梨子

 4,700円
一般 5,000円
★プレビュー 4,500円
※アーツカード割引なし

高井浩子
内田淳子　黒岩三佳　佐藤恭子　ザンヨウコ　高山玲子　弘中麻紀　宮下今日子

 3,800円　一般 4,000円／大学生・専門学生 2,000円　高校生以下 1,000円（当日
要学生証）　 東京タンバリン　☎090-6475-9699

 3,300円　一般 3,500円
　未就学児童入場不可

劇場チケットセンター

時代の変革期、新春に競い合い、さらに
花開こうとする豊潤の世代と若手世代
の現状を目視、笑撃の笑いを体感して
いただきたい！ 異色の顔合わせによる
二人会二つが、今年の“てやん亭”です。

13:00開演 17:00開演

  KENTARO ! !
 2,900円　一般 3,000円　学生 2,500円（当日要学生証）

Crackersboat　☎090-2626-6954 info@crackersboat.com

1部　武満徹ピアノ作品集　 中川賢一（ピアノ） ［終了後、休憩１時間］　
2部　O.メシアン『アーメンの幻影』アナリーゼ＆演奏　 中川賢一（ピアノ）　稲垣聡（ピアノ）

全席自由　  3,200円　一般 3,500円　※チケットをお持ちの方は、公演当日に限り「実験工房展-戦後芸術を
切り拓く」（P2参照）を団体割引価格でご覧いただけます

「我こそは」という熱い想いを持ったオヤジバンドが、烏山で第2回グランプリを目指します。
聴衆による一般審査も実施予定。

予選（テープ審査）を勝ち抜いた10団体　 全席自由　一般 500円

戦前の異国情緒あふれる横浜を舞台にしたサイレント映画「港の日本娘」
（1933年、清水宏監督）×ブラスオーケストラ生演奏。

本田祐也　 根本卓也（指揮）　鈴木広志（Sax.）　東涼太（Sax.）　江川良子（Sax.） 他
 3,200円　一般 前売 3,500円　当日 3,800円

谷
原
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介

安
田
成
美

11/6 87

15:00
13:00

19:00
17:00

9 10 11121314 1516171819 20 21222324

休
演

休
演

ポストトークあり、要開催回のチケット
12日小川絵梨子
15・19日小川絵梨子　谷原章介　安田成美
劇場ツアー 11月17日（日）19:00から2時間程
度を予定。申込・詳細は　 へ

14:00
13:00

18:00
16:00

19:00

1/1314151617181920212223242526

休
演

手話の同時通訳付 託児サービスあり

発売中

音 楽 世田谷美術館「実験工房展-戦後芸術を切り拓く」関連コンサート
中川賢一の流儀-今、ひもとく武満とメシアン-

2014年 1/12（日）
13:00開演 16:45終演
世田谷美術館 講堂

発売中

音  楽  事  業  部  主  催 

音 楽 無声映画×ライブ演奏
港の日本娘 in Church

2014年 2/22（土） 
15:00開演/18:30開演
富士見丘教会

11/25（月）発　売
開始日

音 楽 第2回せたがやバンドバトル
～集まれGS世代！～　決勝大会

2014年 1/26（日） 
14:00開演
烏山区民会館

10/25（金）発　売
開始日

演 劇 東京タンバリン『しなやかに踊りましょう』2014年
1/16（木）～19（日）

 11/29（金）
一般  11/30（土）

発　売
開始日

ダンス SePT独舞 Vol.21
KENTARO!!ソロ公演『ひとびとひとり』

2014年
1/23（木）～26（日）

 11/15（金）
一般  11/16（土）

発　売
開始日

◀12/6以降15:00開演（日）・10・17・23・25・28、15:00/19:00開演（木）・7・14・21、19:00開演（金）・11・18、休演9・16・24

北村想　  寺
じつ

十
なし

吾
さとる

　 段田安則　蒼井優　柄本佑　半海一晃
山崎ハコ　高橋克実　 一般 6,000円　 シス・カンパニー　☎5423-5906

11/29 12/130 2 3 4 5

15:00
19:00

休
演

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

演 劇 シス・カンパニー公演　日本文学シアターVol.1「太宰治」 
『グッドバイ』11/29（金）～12/28（土） 発売中

藤原道山　田中奈央一　菊央雄司
 5,300円　一般 5,500円　 劇場チケットセンター

音 楽 藤原道山　古典ライヴ　「季（toki）」
2014年
1/9（木） 14:00開演
 18:00開演

 11/3（日・祝）
一般  11/4（月・休）

発　売
開始日

2014年1月11日（土） 13:00開演／17:00開演

11月6日（水）～24日（日）

春風亭一之輔 柳家権太楼 春風亭一朝
ほか ほか

隅田川馬石

  未就学児童入場不可　 劇場チケットセンター

1/16 171819

15:00
19:00
19:30

一般 11月9日（土）
 11月8日（金）

発売開始

車椅子スペースあり（定員あり・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（定員あり・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

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認） 
高校生以下対象／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

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳対象／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。また、主催以外の公演もご案内する場合あり。
オンラインのみ取扱

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

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

席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。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。

2013年10月25日 3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 r m a t i o n

〒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）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i 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・割引対象世田谷芸術百華2013対象事業

●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

 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/

 電話で ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00 　　　　　　　　　　　   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」にお申し込みいただくと、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。

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515



色彩としての「黒」を主題に、
衣・食・住、日本の環境の
なかに日本人が育んだ美意
識、伝承されてきた知恵を
紹介します。　　　 無料

「“幻の黒”黒八丈にみる
絹織物の泥染め手法」
12月1日（日） 14:00～16:00  生活工房5F
織物染色の世界には、泥で独特な黒を表現
する伝統的な手法があります。職人の視点か
ら、日本人の黒色に対しての価値観について
考察します。

森博（糸工房「森」主宰）　 申込先着60名
一般1,000円、学生800円　 電話かメー

ル（欄外記入方法参照）で生活工房へ

電子レンジ、ノートPCなどの家電製品の仕
組みを、自分の手で分解して調べる体験ワー
クショップです。

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（欄
外記入方法参照、学年も明記）で生活工房へ

11月5日（必着）

編集者であり絵本作家の唐亜明さん、中国
の伝統楽器「揚

ヤン

琴
チン

」奏者の郭
グォ

敏
ミン

さんを迎え、

「三国志」や「西遊記」など中国の有名な物語
を元にした絵本の見どころをうかがいます。

一般（託児はありません）　 抽選30名　
100円（資料代）　 往復ハガキ（欄外記入方

法参照）で生活工房へ　 11月1日（消印有効）

自分にもしものことがあったとき、残され
た人のために大切なことを書き伝える「エン
ディングノート」。震災以降、年代を問わず、
自身の生き方を見つめるきっかけとしても
注目されています。1日目は、想いを伝える
エンディングノートの書き方についてのセ
ミナーと、セミオーダーのノートづくり。2
日目は、インクブレンダーとともに記憶の色
を再現したインクをつくります。自分だけの
ノートとインクを使って、これまでとこれか
らのことを綴っていきましょう。

井上治代（東洋大学ライフデザイン学部教
授）、FOLK notebooks、石丸治（セーラー万
年筆 インクブレンダー）　 抽選20名

3,000円（2日分の材料費込み）　 往復ハ
ガキかメール（欄外記入方法参照）で生活工
房へ　 11月18日（必着）

「地域」や「自治」
をめぐる講演、
暮らしにまつわ
るワークショッ
プやブース展示
などを行う複合
イベントです。
※詳細はHP参照

入場無料（講演やワークショップは有料）

渋谷のアクリル職人と世田谷の昭和女子大学
のコラボレーション。学生の自由なアイディ
アから、職人が巧みな技術で仕上げた約30
点のアクリル作品を展示。　　　　   無料

TOY工房どんぐりが
作り続けている、や
さしいかわいい布製
おもちゃ。障がいの
ある子どもをはじめ、
だれでも楽しく遊び
ながら、その子の持つ力を引き出してくれま
す。安全に遊び・学べる工夫と、思いやりに
満ちたあたたかさを持った布おもちゃを、ぜ
ひご覧ください。　　　　　              無料

体験会「布おもちゃ100点大集合！」
11月9日（土） 10:30～17:30  生活工房4F
TOY工房どんぐりのおもちゃ、100点が一
堂に集まります。大人気の魚つりゲームや
的当て、パズルなどで自由に遊んでいただ
けます。

無料　 不要。当日直接会場へ

分解ワークショップ
～家電製品の仕組みを探ろう！

11月17日（日） 13:30～17:00  生活工房4F

知の航海2013　Vol.2
ふゆまつり「まちのまつりごと」
12月7日（土）・8日（日） 11:00～18:00

生活工房4F

世田谷おはなしネットワーク講演会
唐
タ ン

 亜
ヤ

明
ミ ン

さんが語る自作絵本
～中国の物語から

11月19日（火） 10:00～12:00  生活工房4F

暮らしのセミナー＋ワークショップ
マイ・エンディング・ノート

11月30日（土） 14:00～17:00、12月1日
（日）はひとり30分程度（10:30～16:30の
間で選択制）　※2日間完結　生活工房4F関 連 セ ミ ナ ー

①講演「再開発とまちづくり」（仮）
12月7日（土） 15:00～17:00　
二子玉川や下北沢など区内でも様々な再開
発が行われています。私たちの暮らしとこれ
からの社会に必要な「まちづくり」について、
建築家の視点から伺います。

石山修武（建築家）
②講演「失われる情景を見て聴き書く」
12月8日（日） 15:00～16:30
様々なまちの情景を記してきた小説家と、音
楽の背景にある時代の音を聴き続けた評論
家が、まちの暮らしや風景を、これからどの
ように言葉の中にとどめるのかを話します。

保坂和志（小説家）、湯浅学（音楽評論家）
※①②とも　 申込先着60名　 1,000円　

電話かメール（欄外記入方法参照）で生活
工房へ

2014年4月～2015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。

壁面にワイヤー等で展示できる作品を、指
定時間内に搬入・搬出及び設営・撤去が可
能な方（団体可）　 抽選13組　 4週間で
15,000円　 まず生活工房「カフェくりっ
く」係へハガキ（欄外記入方法参照）で募集要
項と申込書を請求ください（HPからのダウン
ロードも可）。要項記載のルールを承諾のう
え、作品写真を数点添えて同係へ申込書を郵
送（メール申込不可）ください。展示希望期間
ごとに抽選後、当落結果を12月下旬に郵送
します。　 12月10日（必着）
　

ギャラリーカフェくりっく
2014年度展示作品募集

2013年10月25日4

①高校生以上の女性②小・中学生　 抽
選各100名　 ①600円 ②300円　 11月
9日（必着）

※詳細は当財団HPをご覧ください
①バスケットボール教室
11月5日～26日　毎週火曜（全4回）

Aキッズ（5歳～小学3年生） 17:10～18:20 
Bミニ（小学3年～6年生） 17:10～19:00
Cジュニア（小学6年～高校生相当）19:10～
21:40　 先着各40名　 各2,400円　
※1回のみの参加は800円　
②レディースバレーボール教室
12月6日～2014年1月31日　毎週金曜
9:00～12:00（全8回）　※除外日あり

18歳以上の女性　 先着40名　 6,400
円　 ①②大蔵第二運動場管理事務所
窓 口（大 蔵4-7-1 ☎3416-1212 3416-
1777）へ

■ダンススポーツ大会
12月1日（日） 12:00～　成城ホール

［種目］トライアルダンス・ダンスタイム・ミ

■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7日（土）、14日（土） 9:00～   総合運動場

［種目］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・在勤者（学生不可）　

単4,000円、複6,000円　※本戦（2014年
1月11日、12日、18日予定）参加費同額

往復ハガキに申込種目、戦績等記載の
うえ、区テニス協会（〒156-0054 桜丘1-17-
18 ☎5451-0691）へ　 11月2日（必着）
■世田谷少年フェンシング大会
12月1日（日） 9:30～  大蔵第二運動場体育館

［種目］フルーレ個人戦 A小学1年～3年生の
部（男女混合） B小学4年～6年生の部（男女
別） C中学生の部（男女別）　 区内在住・在
学・協会登録者　 FAXで区フェンシング協
会（ 3718-8253）へ　 11月27日（必着）

区フェンシング協会・浅田（☎3718-0665）

キシング・フォーメーション・デモンストレー
ション  区内在住・在勤・在サークルの
ダンス愛好家  500円  ハガキで区ダ
ンススポーツ連盟・石井（〒158-0097 用賀
3-8-2 ☎3700-2582）へ  11月16日（必着）
■アマチュアボクシング
12月15日（日） 12:30～　駒澤大学玉川校舎
ボクシング部道場

①2013年度日本ボクシング連盟登録者
②区内在住・在勤・在学者　 2,000円

電話か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15
日（必着）
■ショートテニス
12月1日（日） 9:00～　総合運動場体育館

［種目］①小学生の部（小学3年～6年生）②親
子の部 A低学年（小学1年～3年生） B高学年

（小学4年～6年生）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　 区内在住・在勤・
在学者　 ①～④合わせて100組200名　

500円／人（小・中学生200円／人）
往復ハガキかメールで区ショートテニ

ス連盟・高橋（〒156-0052 経堂2-6-17
☎3439-4507 s-t-setagaya@jcom.
home.ne.jp）へ　 11月20日（必着）

■フォークダンス大会
11月23日（土・祝） 10:00～　総合運動場体育館

協会会員、賛助会員、OB、都内在住一般愛
好者  300円／人  当日受付  区フォー
クダンス協会・竹ノ内（☎3703-2747）

［コース］都立野川公園～武蔵野公園　
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　 ハガキか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　 11月7
日（必着）

歩き方の基本を知り、健康ウォーキングをし
ましょう！ 日常生活で実践できる正しい姿
勢づくりを学びましょう！

小学生以上　 先着60名　 大人1,000
円、高校生以下500円　 ハガキか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

［コースレベル］初級者～一般向き
［記号の説明］⇒バス等  →徒歩
［コース］区役所⇒戸田峠駐車場→達磨山→
伽藍山→土肥駐車場⇒道の駅「伊豆のへそ」
⇒区役所（歩程約2時間）　 18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）

第63回 区民体育大会

共催大会

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

 バレーボール講習会
12月8日（日） ①9:30～12:00（9人制）

②13:30～16:00（6人制）  大蔵第二運動場体育館ふれあいウォーキング
11月17日（日） 9:00～12:00（予定）

 ハイキング～達磨山～
12月1日（日） 6:50　区役所集合

 健康ウォーキング
11月24日（日） 9:30～11:30　総合運動場体育館

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

開催中～10月27日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

11月1日（金）～10日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

「布おもちゃを届けて」
～TOY工房どんぐりの30年

関 連 イ ベ ン ト

第3回世田谷区芸術アワード
“飛翔”受賞記念発表

「渋産—made in shibuya product」
橘倫央＋昭和女子大学 橘研究室

2Fギャラリーカフェくりっく壁面展示
平日9:00〜20:30（土日祝休は ☎5430-1486）

開催中～11/9（土） 羽根色  水彩色えんぴつ展

11/10（日）～12/7（土）世田谷木版画の会作品展

あなたの身近な地域で陰の力となって、ス
ポーツ・レクリエーションの指導等で活動し
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。

［推薦基準］長年にわたりスポーツ・レクリエー
ションの普及・振興について、身近な地区・
地域で陰の力となって活動している方。ただ
し、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29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、総合支所地域振興課、出張所、図書館等に
あります。当財団HPからもダウンロード可）。

※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。一部当財団HPからダウン
ロード可　※詳細は大会要項をご覧ください

●模擬店・物産展 7:00～14:30【中央広場】
●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
●ウルトラマンメビウス  ミニショー
　11:40～12:10【中央広場ステージ】
●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（順不同）

大会への参加申込は
終了しました。

第8回世田谷246ハーフマラソン
11月10日（日） 荒天中止
 駒沢オリンピック公園

※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）

入場
無料

イベント

11月15日（金）～12月15日（日） 9:00～20:00
３F生活工房ギャラリー　会期中無休

日本の伝統文化と歳時記VOL.4
日本人の美意識としての“黒色”

スポーツ・レクリエーション
 推進賞表彰候補者の推薦募集！

大会当日、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。

イ ベ ン ト 情 報

大　会（共催事業など）

〒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

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　※小学生は保護者同伴　※対象学年は事業開催時の学年
※特に記載のない事業はハガキか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/

会員割引対象 世田谷芸術百華2013対象事業

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・氏名をご記入ください
●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
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