
SETAGAYA JUNIOR ORCHESTRA
「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72名で活動しています。
5年目となる今年は指揮の汐澤安彦先生のご指導の下、チャイコフスキーの交響
曲第5番やメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲など、名曲の数々に挑戦。
練習で怒られたことも、うまく弾けなかったこともたくさんあるけれど、みんなで共に成
長してきた5年間。メンバーの表情や眼差し、ピンと伸びた背筋。奏でる音のひとつ
ひとつに、子どもたちの成長と想いを感じてください。

 

せたがやジュニアオーケストラは2015年1月から参加するメンバーを募集しています。
詳細はP2をご覧ください。

せたがやジュニアオーケストラ
第5回定期演奏会

汐澤安彦（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ
池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲（2011年委嘱作品）

　　メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
　　チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 作品64

入団をきっかけに楽器を始めたメンバー、たくさんの小学生、音高・音大受験を控える
メンバー、卒団後大学オケでの活躍を目指すメンバー……。音楽に対して様々な価値観や
関わりを持つメンバーが、今回の演奏会のために練習を重ねています。限られた時間と
限りないエネルギー。“今”私たちにしかできない音楽で、みなさんに感動を届けます。

Member Comment

コンサートミストレス：大谷真結子

12月21日　 
15:00開演　世田谷区民会館

日

【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.s-j-o.jp/support）をご覧ください。 音楽事業部

団 員 募 集 中 ！

発売日 9月25日（木）　 全席指定 1,000円   ※3歳未満入場不可　

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）
　　　  http://setagaya-pt.jp/ticket_buy/
　　　  http://www.setagaya-pt.jp/m/
パソコン
携　 帯

音楽事業部　☎5432-1535

汐澤安彦　（せたがやジュニアオーケストラ第5回定期演奏会 指揮者）
私は、本年度、せたがやジュニアオケの指揮を担当しています。
8月2日、このオーケストラで小さな音楽会を行いました。小学
校3年生から高校3年生まで、年齢の幅は広く、技術も様々です
が、皆さん良く頑張ってとても良い音楽会になったと思います。
これもひとえに毎週毎週、素晴らしい講師の先生方のご指導の

もと、たゆまぬ努力を積み重ねてきた結果ですね。
人間の成長期でもっとも感受性の豊かなこの若い時代にこうし
た体験ができることは何という素晴らしいことでしょう！ こうし
た貴重な体験が実現できるこのオーケストラは本当に恵まれて
います。これからのますますの、健闘を期待しています！！

次回（10月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

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

http://www.se-sports.or.jp/
http://www.setagaya-bunka.jp/
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世田谷芸術百華開催中　4・5ページの特集をご覧ください
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野外講座「子ども探偵団」での引率や交通安全、写真記録や救護担当など、参加者と一緒に自然の中で活動する、
中学生・高校生のボランティアスタッフを募集します！  活動内容等の詳細についてはお問合せください。
※集合・解散場所はすべて世田谷文学館です。館から活動場所への交通費は主催者が負担します
※1回（1日）から参加可能です　※募集人数は各回2～4名です

［活動日時・場所］
10月19日（日） 8:00～17:00　野山北・六道山公園（東京都西多摩郡瑞穂町）
11月16日（日） 7:30～17:30　岩殿山丸山公園（山梨県大月市）
2015年1月18日（日） 7:30～17:30　小仏城山（東京都八王子市）
2015年2月22日（日） 8:30～17:00　愛宕山・多摩動物公園脇かたらいの路
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都日野市）

中学生～高校生　 初回参加可能日の3週間前（必着）までに電話・FAX・メールのいずれかで、①参
加可能日②氏名・年齢・住所・連絡先を当館ジュニア担当（☎5374-9111 5374-9120 kodomo@
setabun.or.jp）へご連絡ください

一般200（160）円 ほか　※（  ）内は20名以
上の団体料金 　※障害者割引あり

■10月12日（日）　
「二つの名前を持つこと」

三浦雅士（評論家）　 9月28日（必着）
■10月13日（月・祝）　

「辻井喬にとっての政治と文学」
山口昭男（編集者）　 9月29日（必着）

■10月18日（土）　
「創り続けられた時間と空間」

小池一子（クリエイティブ・ディレクター）
10月4日（必着）

［協力］日本女子体育大学 ダンス・プロデュー
ス研究部　 小学生　 抽選30名　 無料

往復ハガキ（P8記入方法参照、参加者全員
の氏名・年齢も明記）で当館ジュニア担当へ

10月19日（必着）

職場見学　子ども探偵団「山の仕事」 10月19日（日） 8:30～16:30   世田谷文学館集合・解散

一般800（640）円／高校・大学生、65歳
以上600（480）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

漫画家・岡崎京子の魅力について、3人のゲ
ストが繰り広げるガールズ・トーク。

「岡 崎 京 子 展」（2015年1月24日 ～3月31
日）の先行イベントです。

桜沢エリカ、安野モヨコ、しまおまほ（いず
れも漫画家）　 抽選150名　 1,000円　

okazakievent@gmail.com（P8記入方
法参照、年齢も明記、2名まで連
名可）で件名を「岡崎京子展プレ
トーク申込」として当館へ

10月18日（必着）

「働き方」と「生き方」にかかわる問題は、どの世代にも共通する悩みの
一つかもしれません。ここに、一人の作家をご紹介します。小学生で寺
院の〈僧侶〉となるべく修行に入り、その後〈薬の行商〉や〈役所勤め〉、

〈労働者の監督〉や〈出版・編集業〉、〈代用教員〉や〈洋服の訪問販売〉
など、多種多様な職業に就いた、水上勉さんです。
水上さんは、自身の職業遍歴を『働くことと生きること』という本にまとめ
ました。天職とはなにか？ 様々な仕事をとおして、どのように人は幸せ
になれるのか？ を問い続けたのです。そして、次の時代を担う人々に向
けて、このように結んでいます。

「私のような、挫折ばかりしてきた男の暦
こよみ

も、あるいは、小さな標
しるべ

になる
かもしれない（中略）何かの足しになれば幸運である。」
本展では約400点の品々を展示し、水上さんからのメッセージを皆さん
にお届けします。

一般700（560）円／大学生、65歳以上500（400）円／高校生以下無料
※（  ）内は20名以上の団体料金 　※10月24日（金）は65歳以上無料　※障害者割引あり

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

■ ■ ■ ■  コレクション展 1階展示室  ■ ■ ■ ■

2階展示室

人生の岐路に立つあなたへ
開催中～10月5日（日）

各回14:00～15:30　文学サロン

連続講座　「辻井喬＝堤清二
文化を創造する文学者」

11月2日（日） 10:30～15:30
文学サロン ほか

ワークショップ
「コトバのミュージアム」

ことばとからだ

窪島誠一郎（信濃デッサン館・無言館館主、作家）　
抽選150名　 500円（高校生以下無料）　 往復

ハガキ（P8記入方法参照、連名可）で当館「水上勉展」
係へ　 11月8日（必着）

声を楽しむ朗読会（代表：青柳恵）　解説＝福島勝則
（多摩美術大学名誉教授）　 当日先着100名（11:00
から1階ロビーにて整理券を配布します）　 無料

ジュニア対象　関連企画

一般対象　関連企画

水上さんの本には、猟師や炭焼き職人、保
ほ

線
せん

工
こう

などが登場するけれど、山の中ではどんな人が働いているのか
な？ 探険しながら、山の仕事を探しに行こう！

【活動場所】野山北・六道山公園（東京都西多摩郡瑞穂町）
須藤正男（森林インストラクター）　 小学4年生～中学生　 抽選20名　 無料（交通費は実費必要）　
往復ハガキ（P8記入方法参照、参加者全員の氏名・年齢も明記）で当館「ジュニア」係へ　 10月5日（必着）

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　●向井潤吉アトリエ館　●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー　

各回抽選150名　 各回500円　 各
締切日までに往復ハガキ（P8記入方法参
照、参加希望日も明記、2名まで連名可、1
講座につき1通）で当館「連続講座　辻井喬」
係へ

展示替えのため、右記の期間は展示室を休室します。　企画展：9月29日～10月17日　コレクション展：10月6日～10月17日

会場：文学サロン

◆期間：2015年1月より、原則として高校3年生の12月まで　
　　　　※ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ファゴットは満20歳となる年度の12月まで
◆練習：概ね毎週日曜日　午前または午後の2～3時間程度
◆選考：第1次　書類審査　第2次　オーディション　
◆申込方法：チラシまたはHPの所定の申込書に必要事項を明記し、写真を添付して、郵送か 
　　　　　　FAX、またはメールで「ジュニアオーケストラ」担当まで　

♪入団後の経費 ●参加費 4,000円／月 ［消耗品は実費
購入］　●楽器レンタル費 3,500円／月（レンタル希望
者のみ） ［演奏旅行・合宿費等は参加者のみ別途徴収］

♪対象 ●世田谷区在住・在学の小学3年生～高校2年生
（2015年1月現在）。ただし、ヴィオラ・チェロ・コント
ラバス・ファゴットは19歳以下であること。※音楽大学
在学者は不可　●その他、楽器ごとに条件あり

せたがやジュニアオーケストラ

〒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

団 員 募 集

※詳細はチラシまたはHP参照 音楽事業部

♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬

桜沢エリカ×安野モヨコ×しまおまほ
「岡崎京子展」プレトーク

11月1日（土） 15:00～16:30　文学サロン

職場体験　子ども探偵団　ボランティアスタッフ募集

世田谷芸術百華2014対象事業

11月15日（土） 13:30～16:30（小休憩あり）
朗読会「水上勉を読む」

11月22日（土） 14:00～15:30
講演会「無言館の青春」（仮題）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企画展 2階展示室  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

日本SF展・SFの国
開催中～9月28日（日）

下北沢クロニクル
10月18日（土）～2015年4月5日（日）

「フィールヤング」1995年11月号掲載
「ヘルタースケルター」より©岡崎京子／

祥伝社フィールコミックス

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　10月18日（土）～12月21日（日）   
　　　　  水上勉のハローワーク　働くことと生きること
一般700円→600円　大学生、65歳以上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

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。

〒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

会員割引対象

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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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　※企画展チケットでご覧いただけます

橋本彩子（ヴァイオリン）　梅村百合（ピア
ノ）　［曲目］モーツァルト／ヴァイオリン・
ソナタ 変ロ長調K.454 他　 抽選200名

無料　 往復ハガキ（P8記入方法参照、2
名まで連名可）で当館へ　 10月27日（消印
有効）　※未就学児童入場不可　※詳細はHP参照

清川泰次―色との対話
開催中～12月7日（日）

いただく講演会です。
諸川春樹（多摩美術大学教授）

③講演会「戦争記録画の失われた歴史を
求めて」　10月13日（月・祝）
宮本三郎の孫である宮本陽一郎氏から、宮
本三郎の戦争画についてお話しいただきま
す。

宮本陽一郎（筑波大学教授）

④音広場「シャンソンの夕べ～宮本三郎
のレコードジャケットをめぐって～」
10月13日（月・祝） 19:30～21:00

（開場19:00）
洋画家・宮本三郎（1905-1974）が生きた
時代のシャンソン（フランスの歌曲）をお楽
しみいただきます。

池田ひろ子 他　 どなたでも　
申込先着60名　 1,500円　 下記参照

■10月のギャラリートーク
10月18日（土） 14:00～（30分程度）
テーマ：「宮本三郎と抽象表現」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

①ワークショップ「Play Paint
～10年目の美術館のなかで～」　
10月11日（土） 14:00～16:00（開場13:30）
参加者一人につき一箱のクレヨンを使い、床
一面に敷いた紙に絵を描きます。描いた絵は
切り取って館内に展示予定です。

松岡亮（画家）　 どなたでも　 申込先着
25名　 1,000円（画材費込み）　 下記参照
②講演会「西洋美術と宮本三郎」　
10月12日（日）
日本人にとっての洋画を追求した宮本三郎
の作品を、西洋美術の視点から読み解いて

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜9/28
写真クラブ「すばる」写真展 十和の会
第16回 じゅうに12 植物画教室作品展

9/30〜10/5
誠之フォトクラブ写真展

青のあいだ 2011-2014　佐々木宏子
裂布で描く屏風絵

10/7〜12 静水書道会書作展
y's eyes
米田聡個展
千葉一夫展

10/13〜19 二人の会
第1回 アートクラブ11作品展　

「コラージュ展」 　こらよ…展番外編 
第36回 あお展　

10/21〜26 第25回 世田谷児童作品展　
風景スケッチ日曜会　水彩画展（第8回）　
萩原正三　油彩展

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）

開催中〜9/28 代田水墨画会展

9/30〜10/5 Tamako Tsuda ジュエリー×アート展
※1日10:00から公開

10/7〜12 オダキミコ個展　※8日10:00から公開
10/13〜19 原口陽子個展〜草木染のかがやき〜
10/21〜26 石井悦子油絵展　※22日10:00から公開

※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（月曜日が祝・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100（80）円　
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

※ほとんどの場合、展示品の搬入出作業があるため、公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了。お問合せは当館総務課まで

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

《ビリジャンの絵》1962年頃

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/

向井潤吉  
異国の空の下で
開催中～12月7日（日）

展覧会

《塔と壁（中国蘇州）》1982年

世 田 谷  美  術  館  分  館

松本瑠樹コレクション  ユートピア       を求めて
ポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム

関 連 企 画

開館10周年　
宮本三郎の仕事
1940’s-1950’s 
従軍体験と戦後の再出発
開催中～12月7日（日）

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

《流水　手取川》1959年

［受付日］10月4日（土）・5日（日） 10:00〜17:00
［受付場所］世田谷美術館地下1階創作室AB、清川泰次記念ギャラリー
［抽選会］10月19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

区民ギャラリー利用申込受付 平成27年4月～9月分の区民ギャラリー
前期利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

［募集部門］日本画・洋画（アクリル、コラージュその他の技法・材料を含む）・水彩画・版画
［作品受付］10月11日（土）・12日（日）10:00〜16:00　世田谷美術館講堂　
［展覧会］2015年1月4日（日）〜11日（日） 最終日に表彰式あり　※詳しくは当館・分館、当館HP、
区役所・支所・出張所・図書館・区民センターなどの区内施設、財団施設などで配布の要項をご覧ください。

第37回 世田谷区民絵画展作品募集

北大路魯山人と交
流のあった事業家・
塩田岩治氏旧蔵の
約150件の魯山人
作品を一堂に展示。
小コーナーでは、
アート・ドキュメン
タリスト安齊重男の写真をご紹介。

一般200（160）円／高校・大学生150（120）

グスタフ・クルーツィス《5月1日は国際的なプロレタリア連帯の日だ》1930年 Ruki Matsumoto Collection Board

プロムナード・コンサート
橋本彩子　ヴァイオリンリサイタル

11月16日（日） 14:00～（開場13:30）
講堂

■世田谷デザイン学校（特設）
第1講「ロシア・アヴァンギャルドのデザイン言語」
10月11日（土） 16:00～17:00（開場15:30）

栗原幸治（グラフィック・デザイナー、本展印刷物デザイナー）

■美術と演劇のワークショップ「えんげきのえ」
11月16日（日） 13:00～18:00　地下1階創作室、1階展示室等
美術館で、人は何にどう出会っているかを「演劇」という視点か
ら考えるシリーズ。

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15名　 10代の方500円、20代

以上の方2,000円　 当館HP「プログラム＆イベント」の参加申
込フォームより、またはお電話にて

■100円ワークショップ
会期中の毎週土曜日 13:00～15:00（随時受付）　地下1階創作室
どなたでもその場で気軽に参加できる工作など。

どなたでも　 1回100円
第2講「ロシア・アヴァンギャルドのタイポグラフィ」
10月19日（日） 16:00～17:00（開場15:30）

木村雅彦（株式会社GKグラフィックス取締役、タイポグラフィ学会副会長）

第3講「ロシア・アヴァンギャルドと国家」
11月2日（日） 16:00～17:00（開場15:30）

籾山昌夫（神奈川県立近代美術館主任学芸員）
第4講「プロパガンダの図像と手法」
11月15日（土） 16:00～17:00（開場15:30）

鳥羽耕史（早稲田大学文学学術院教授、戦後文化運動）ファッションブランド「BA-TSU」の創業者でありデザイナーの松本瑠
る

樹
き

氏のコレク
ションより、ロシア革命期に花開いたポスター芸術の多様性を概観します。
カンディンスキーやマレーヴィチといった著名な画家や、ステンベルク兄弟、
ロトチェンコなどのロシア・アヴァンギャルドのデザイナーたちが手掛けた
ものなど約180点をご紹介。

一般1,000（800）円／65歳以上、高校・大学生800（600）円／小・
中学生500（300）円　※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

■■■　開館10周年記念企画　■■■

②③いずれも　14:00〜15:30（開場
13:30）　 どなたでも　 申込先着50
名　 500円　 下記参照

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
※詳細はHP参照

9月30日（火）～11月24日（月・休） 1階展示室

開館10周年無料開館日　
10月11日（土）～13日（月・祝）

第1講〜第4講  いずれも  講義室  申込先着30名  無料
当館HP「プログラム＆イベント」の参加申込フォームより

開館
10周年

企 画 展 ■ ■ ■ ■ ■

世田谷芸術百華2014対象事業

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■
塩田コレクション

北大路魯山人展
9月28日（日）～12月21日（日）　2階展示室

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　9月30日（火）〜11月24日（月・休）
　　　　  「松本瑠樹コレクション　ユートピアを求めて」
一般1,000円→900円  65歳以上、高校・大学生800円→700円 、小・中学生500円→400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

北大路魯山人《雲錦大鉢》1940年

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

〒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

会員割引対象

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで

TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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世田谷文化生活情報センター
●生活工房　●音楽事業部
●世田谷パブリックシアター
●シアタートラム

キャロットタワー
三軒茶屋駅周辺

世田谷通り

昭和女子大学
人見記念講堂
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商店街とアートプロジェクト

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

メキシコやチリに伝わる伝説や神話をもとにうまれたクジラの物語。
スペイン、メキシコ、チリのアーティストが共同でクリエイションしたダンスと3D映像の
異色のコラボレーション。この作品の主人公は、なんとスクリーンから飛び出すクジラ！
3Dメガネをかけて見る、新感覚のパフォーマンスです。

ラルンベ・ダンサ　ペンドゥロ・セロ　 スネオ・メスティサヘ・プロジェクト
 大人 2,000円　子ども（4歳～高校生 当日要年齢確認） 1,000円

一般 大人 2,500円　子ども（4歳～高校生 当日要年齢確認）・U24 1,500円
　　　　　　　  ※3歳以下は、保護者のひざ上に限り無料

世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515

『たまがわストリートアート～DES ARTS DANS LA RUE～』　10月4日（土）・5日（日） 12:00～17:00　二子玉川ライズ
二子玉川の広場に大道芸パフォーマーが集結し、街をとびきりアートな雰囲気で包み込みます。
目の前で繰り広げられる大迫力の大道芸にご期待ください。

無料　 二子玉川ライズタウンマネージメント担当 ☎3709-1097 http://www.rise.sc/

※雨天実施・荒天中止

　“世田谷芸術百華”とは、9月から11月の期間中に、美術館や劇場・文学館など文化施設のみならず、まちかどや商
店街、公園などの身近な場所で、多彩な文化・芸術の催しが華の咲き誇るように展開される秋のフェスティバルです。
　世田谷区、せたがや文化財団、区内の文化関係団体等が連携、協働して実施し、区民が気軽に文化・芸術にふれる
機会の充実や、文化・芸術によるまちの魅力や活気の向上を目指して、地域での文化・芸術活動の輪を広げています。

世田谷区 文化・国際課 ☎5432-2124
世田谷区  （公財）せたがや文化財団
世田谷区教育委員会  （公財）世田谷区産業振興公社

芸術百華  2014

M

宮川彬良の
せたがや音楽研究所 #2
～ベートーヴェンの「運命」と「第九」を大分析！～

宮川彬良ならではの視点を交えたトーク&演奏で、どなたでも楽
しみながら学べる音楽バラエティーコンサート。誰もが知ってい
る「運命」と「第九」をアキラ流に大分析するといったいどうなって
しまうのか・・・？ ぜひお楽しみに！

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、池田理代子（劇画家・声楽家）、
INSPi（アカペラ・グループ）　 2,000円　一般 2,500円

前売チケットは予定枚数を終了しました。なお、当日券は、当日会
場入口の受付にて16時より取り扱います。

コンサート in しもたか音楽祭
10月26日（日） ①13:45～14:15　②14:55～15:25 
③16:05～16:35　下高井戸商店街三井住友銀行前
甘いテナーと優美なコーラス、華
麗なレキントギターの指さばきで、
メキシコ音楽を中心としたラテン
ミュージックを奏でます。伝統的な
衣装やマリアッチスタイルもお楽
しみください。

トリオ・ロス・ぺぺス

［活動内容］ ①パフォーマーの付き人 ②フェイスペイント ③会場（本部、パフォーマンス会場、リ
サイクルグッズ販売など）のお手伝い ④写真・映像撮影 ⑤その他、自分の“得意”を活かした活動

［活動日時］10月18日（土）・19日（日） 終日　［対象年齢］18歳以上
［参加条件］当日スタッフ説明会（どちらか１日）に必ずご出席ください。
［説明会日時］9月28日（日）・10月5日（日）14:00～16:00
［説明会場所］三軒茶屋キャロットタワー内

劇場「アートタウンボランティア」担当 ☎5432-1526 http://setagaya-ac.or.jp/arttown/

世田谷美術館・分館
世田谷文化生活情報センター

世田谷文学館
区役所、出張所 など

プログラム配布中

ワジディ・ムワワド　 藤井慎太郎　 上村聡史
麻実れい　栗田桃子　小柳友　中村彰男　那須佐代子　中嶋しゅう　岡本健一

 6,300円   一般 6,500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

４

10月18日（土）・19日（日） 12:00～日没
三軒茶屋駅周辺・キャロットタワー・近隣商店街など　計16会場
※時間は開催日・会場により異なります。 
※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およびHPをご覧ください。

今年のテーマは“ドリームワールド”

ⒸSHELLEY

アートタウン
2014

関連企画

フェスティバル
当日を支える
ボランティア

スタッフ募集中！

Photo：Pedro Arnay

©MikakoIshiguro

Spain Dances in...Tokyo2014 Special Guest Mexico
『クジラ ～はるかな海の伝説～』 
（Ballenas, Historias de Gigantes）
10月18日（土） 11:00/14:00　世田谷パブリックシアター 発売中

当日本部にて、東京クリエイティブ・ウィークス 2014 とコラボレーショ
ンしたオリジナルステッカーを各日先着 200 名様にプレゼントします。

http://www.bh-project.jp/

B

10月18日（土）・19日（日）　
前年まで街に飾られていたフラッグをリサイクルして、オリジナルグッズを
つくりました。製作には区内の福祉作業所やボランティアスタッフが参加。
当日、グッズとひきかえに皆様よりいただく支援金は世田谷区の「東日本
大震災復興支援金」を通じ、被災地にお送りします。

リサイクルグッズで
元気を送ろう！

秋を彩る『三茶de大道芸』。今年も街中が「アートタウン」に変
貌します。国内外の一流パフォーマーたちによるパントマイム
やジャグリング、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」や手作りアート小物のお店が並ぶ「アート
楽市」、フェイスペイント、似顔絵コーナーなどお楽しみがいっぱ
い。いつもとは違う街を楽しんでください！

世田谷アートタウン事務局 ☎5432-1547（10月末日まで）
http://setagaya-ac.or.jp/arttown/

B

A

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。

©Waits

© 奥秋圭

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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詳細は P7 を
ご覧ください
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商店街とアートプロジェクト

室内楽シリーズ

ピアノ・トリオの楽しみ
－ヴァイオリンとチェロとピアノ－

深まる秋にぴったりの民族色豊かなドヴォルザークを、若手実力
派の、まさに旬の演奏家3人によるアンサンブルでお届けします。

甲斐摩耶（ヴァイオリン）  海野幹雄（チェロ）  海野春絵（ピアノ）
新垣隆：見えないパッサカリア

A.ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲　第４番「ドゥムキー」 他
2,300円　一般　2,500円　小～高校生 1,000円

劇団フォーサム　ワークショップ公演 vol.2
「銀河鉄道の夜」

9月27日（土） 15:00/19:00・28日（日） 13:00/17:00
APOCシアター（桜丘5-47-4）
世田谷で活動する社会人劇団が、宮沢賢治の名作「銀河鉄道の夜」をリーディ
ング形式で上演します。ぜひ「ライブ」でお楽しみください。

前売・当日とも一般1,500円　 劇団フォーサム ☎090-1548-3252
g.forsome@gmail.com http://gekidanforsome.web.fc2.com

まちなかコンサート  〜音楽は風にのって〜
①10月26日（日） 13:00〜/15:00〜   成城コルティ2Fプラザ（成城6-5-34）
②11月9日（日） 13:00〜/15:00〜   二子玉川ライズガレリア（玉川2-21-1）
テノール歌手、小栗慎介を中心に才能あふれるアーティストが集い、魅力的
な音楽空間をまちなかにつくります。

無料　 世田谷芸術発信工房 ☎3411-3346　担当：津久井・細川

グリーンハート吹奏楽団演奏会 〜中央アジアに思いを馳せて
11月8日（土） 17:30開演（17:00開場）　※ステージでプレコンサートあり
世田谷区民会館（世田谷4-21-27）　
ひと味違った吹奏楽のサウンドをお楽しみください。

山元富雄　 ボロディン「ダッタン人の踊り」 他
全席自由 800円（当日券あり）

グリーンハート吹奏楽団（オギサワ） ☎090-2634-2281

梅ヶ丘 THE 生エンタ
11月15日（土）・16日（日） 10:00〜22:00
小田急線梅ヶ丘駅周辺の複数会場
音楽・芝居・お笑い……なんでもあり! 
生のエンタテインメントを2日間、お好きなだけお楽しみください！

Passport2日間有効　前売・予約1,500円　当日2,000円
イベント事務局 ☎080-4781-4013

インスタレーション×パフォーマンス
S（ymphonic F）eeling　StudioGOO（粕谷4-7-19）
❶パフォーマンス 11月21日（金）〜24日（月・休） 14:00/16:30/19:00
※21日（金）は15:00/17:30/20:00
❷関連企画ワークショップ 「舞台装置を作ろう」（小学生対象）
11月16日（日） 13:00〜15:00　
美術×建築×ダンス×観客。お客様もダンサーも作品の中にすっぽり入って、
カラダを通してアートを味わうどきどき「体験」です。

❶前売 1,500円、当日 2,000円　※小学生以下無料
❷1,000円（材料費）　 StudioGOO ☎3326-4945　担当：長谷川

fukugoo@yahoo.co.jp　 http://www.studiogoo.net

青空ワークショップ＆烏山ジャムホリデー
11月22日（土） 13:00〜16:00　烏山区民センター（南烏山6-2-19）前広場
烏山クリスマスイルミネーション点灯プレイベントで贈るビッグバンド演奏
とボブ斉藤さんホストによるジャムセッション。

無料（事前申込不要）
烏山ミュージックホリデー実行委員会（志茂）　☎080-8716-1896

世田谷フィルハーモニー管弦楽団　
創立25周年記念　第46回 定期演奏会
10月19日（日） 14:00開演（13:15開場）　※ロビーコンサートあり
昭和女子大学 人見記念講堂（太子堂1-7）

田中良和　 山田英津子（ソプラノ）　菅有実子（メゾソプラノ）
世田谷区民合唱団　合唱団ラディア―タ　 マーラー／交響曲第2番

「復活」　 全席自由 1,500円（当日券あり）  世田谷パブリックシアター
チケットセンター☎5432-1515、区政情報センター、烏山・北沢・玉川各総合
支所区政情報コーナー、世田谷美術館ミュージアムショップ

世田谷フィル事務局（鈴木） ☎080-4335-3518

世田谷区民吹奏楽団　第22回 定期演奏会
10月26日（日） 14:00開演（13:30開場）
昭和女子大学 人見記念講堂（太子堂1-7）

齋藤充　 大栗裕「大阪俗謡による幻想曲」、ホルスト「第一組曲」、
宮川彬良「ファン・ファン・ファンタスティコ」、A.ロイドウェーバー「キャッツ・
メドレー」 他  全席自由 800円（当日券あり）  世田谷パブリック
シアターチケットセンター☎5432-1515、区政情報センター、烏山・北沢・
玉川各総合支所区政情報コーナー、世田谷美術館ミュージアムショップ、
太子堂楽器店　 世田谷区民吹奏楽団（岸川） ☎080-5873-3383

『たまがわストリートアート〜DES ARTS DANS LA RUE〜』　10月4日（土）・5日（日） 12:00〜17:00　二子玉川ライズ
二子玉川の広場に大道芸パフォーマーが集結し、街をとびきりアートな雰囲気で包み込みます。
目の前で繰り広げられる大迫力の大道芸にご期待ください。

無料　 二子玉川ライズタウンマネージメント担当 ☎3709-1097 http://www.rise.sc/
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宮川彬良の
せたがや音楽研究所 #2
〜ベートーヴェンの「運命」と「第九」を大分析！〜

宮川彬良ならではの視点を交えたトーク&演奏で、どなたでも楽
しみながら学べる音楽バラエティーコンサート。誰もが知ってい
る「運命」と「第九」をアキラ流に大分析するといったいどうなって
しまうのか・・・？ ぜひお楽しみに！

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、池田理代子（劇画家・声楽家）、
INSPi（アカペラ・グループ）　 2,000円　一般 2,500円

前売チケットは予定枚数を終了しました。なお、当日券は、当日会
場入口の受付にて16時より取り扱います。

コンサート in しもたか音楽祭
10月26日（日） ①13:45〜14:15　②14:55〜15:25 
③16:05〜16:35　下高井戸商店街三井住友銀行前
甘いテナーと優美なコーラス、華
麗なレキントギターの指さばきで、
メキシコ音楽を中心としたラテン
ミュージックを奏でます。伝統的な
衣装やマリアッチスタイルもお楽
しみください。

トリオ・ロス・ぺぺス

コンサート in 喜多見けやき音楽祭
11月9日（日） 14:00頃（予定）　小田急線喜多見駅南口駅前広場
ラテンミュージックの継承と
発展、ビッグバンドと聴衆のコ
ミュニケーションをモットーに
活動しているザ・ビッグバンド・
オブ・ローグスが登場。ジャズ
やラテンの迫力あるサウンドを
お聴きください。当日は地域の子どもたちとの共演も。

ザ・ビッグバンド・オブ・ローグス

発売中

自ら内戦を経験し、亡命を果たした作家ワジディ・ムワワドが描く、民族紛争で生き別れになった家族の現在と過去の物語。
現代劇でありながら、ギリシャ悲劇の『オイディプス王』も彷彿とさせる不思議な魅力に満ちた作品。
注目の若手演出家・上村聡史が、魅力的なキャスト陣と共に時空間を超えて“家族のルーツ”を解き明かします。

ワジディ・ムワワド　 藤井慎太郎　 上村聡史
麻実れい　栗田桃子　小柳友　中村彰男　那須佐代子　中嶋しゅう　岡本健一

 6,300円   一般 6,500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
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休
演

学生団体が入ります
ポストトークあり（出演予定）
10/1（水）終演後：上村聡史（演出） 栗田桃子 小柳友
10/8（水）終演後：上村聡史（演出） 麻実れい 岡本健一
視覚障害者のための舞台説明会あり（要事前申込・無料）

9月28日（日）〜10月15日（水）　シアタートラム

中嶋しゅう那須佐代子 岡本健一麻実れい 栗田桃子 小柳友 中村彰男

世田谷パブリックシアター芸術監督  野村萬斎企画
舞
パフォーミングアーツ

台芸術としての狂言

狂言劇場　その八
11月1日（土）〜8日（土）

世田谷パブリックシアター 11月9日（日） 18:00
世田谷パブリックシアター

ＭＡＮＳＡＩ◉解体新書 その弐拾四
森羅万象 〜日常と非日常とのテレポーテーション〜

毎回多彩なゲスト・アーティストと共に芸
術監督・野村萬斎が「表現の本質」を探る人
気シリーズ。ゲストは、170万個の星を投影
できるプラネタリウムを発表した大平貴之。

野村萬斎
大平貴之（プラネタリウム・クリエーター）

「舞台芸術としての狂言」というコン
セプトに基づき、2004年にスター
トした芸術監督シリーズ。世田谷
パブリックシアターならではの特設
能舞台から、狂言の魅力をたっぷりとご堪能ください。

野村万作　野村萬斎　石田幸雄
深田博治　高野和憲　月崎晴夫 ほか 万作の会

  10月11日（土）
 一般 10月12日（日）発売日

発売中

商店街に音楽アーティストを派遣し、商店街のイベントをさらに盛り上げます。
無料　 音楽事業部 ☎5432-1535　※雨天の場合は各商店街にお問い合わせください

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。申込や問合せ等
詳細は、各連絡先まで。

10月19日（日） 17:00開演　世田谷パブリックシアター 11月29日（土） 14:00開演　成城ホール
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撮影：久家靖秀

発売中

　　　  ※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　 音楽事業部 ☎5432-1535
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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。

会員先行発売・割引対象

F L

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



 　  

〒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

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。

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　 11月5日（必着）

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

映像と模型、プロジェ
クションマッピング
の手法で、自然の営
みと人の関わりにつ
いて紹介します。入
退場自由で、約5分間
の作品を繰り返し上
映します。いろいろな角度から、お楽しみくだ
さい。　※詳細はHP参照

無料　 不要、直接会場へ

1水曜講座（①午前・②午後）〈名作を読む〉
11月26日、12月3、10、17日
作品：マーク・トウェイン著 村岡花子訳

『王子と乞食』   岩井正（NHK日本語センター）

2木曜講座（午後）〈名作を読む〉
11月27日、12月4、11、18日
作品：堀辰雄著『風立ちぬ』　 秋山隆（NHK
日本語センター）
3金曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
11月28日、12月5、12、19日
作品：芥川龍之介著『鼻』　 藤原尚武（NHK
日本語センター）　

午前クラス：10:30～12:30
午後クラス：13:30～15:30

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、読み方
などを丁寧に指導します。

申込先着15名　 4回分 18,500円
一般20,500円　 （一財）NHK放送研修
センター ☎3415-7121（受付時間9:00～
18:00） http://www.nhk-cti.jp/

世田谷区内4つの工場
と昭和女子大学・橘
研究室が行っている
プロジェクトの展示
会。アクリル、ブリキ、
合成樹脂、特殊印刷な
ど世田谷のものづくり
の「たのしさ」「おもしろさ」を伝えます。

無料
【企画】橘倫央+昭和女子大学橘研究室

電子レンジ、掃除機などの家電製品を、自分
の手で分解しながらその仕組みについて調べ

朗読講座　豊かなことばの世界

11月16日（日） 13:30～17:00　生活工房4F

分解ワークショップ
～家電製品の仕組みを探ろう！

10月18日（土）・19日（日） 11:00～18:00
3F市民活動支援コーナー

パオフェスタ2014
市民活動体験喫茶パオ

森・里・海の連環による豊かな海づくり
「レリーフジオラマ」上映会

1.上映＆講演会
「網走に暮らしたウイルタ」

10月13日（月・祝） 10:30～12:30　生活工房5F
網走に暮らしたウイルタ・北川アイ子さん（1928-2007年）
を取材した映像の上映を交え、生前親交の深かった北海道立
北方民族博物館の笹倉いる美さんに講演いただきます。あわ
せて、イルガの切り紙も体験します。

笹倉いる美（北海道立北方民族博物館   学芸主幹）
［上映作品］「北海道・網走で　ウイルタ北川アイ子さんの生
活の記録」（1997-98年撮影／45分／北海道立北方民族博物
館制作）　 申込先着50名　 700円（ロシアの紅茶とお菓
子付き）　 電話かメール（P8記入方法参照）で生活工房へ

3.講習会
「ウイルタ刺繍のコースター／オーナメント」

11月1日（土） 13:00～16:00　生活工房4F
ウイルタ刺繍の基本を学んだあと、
コースターまたはオーナメントに仕
立てます。チェーンステッチを練習し
てから参加されるとスムーズです。

ウイルタ刺繍サークル フレップ会
抽選20名　 2,000円（材料費込

み）　 往復ハガキかメール（P8記入
方法参照）で生活工房へ　 10月20
日（必着）

2.記録映像上映
「サハリンのウイルタを訪ねて」

10月25日（土） 12:00/14:00/16:00（3回上映・
上映時間50分）　生活工房4F
国立民族学博物館監修・札幌映像プロダクション制作の記
録映像を上映します。

［上映作品］「ウイルタの伝統舞踊」（1990年撮影／約14分）・
「ウイルタのトナカイ飼養」（1990年撮影／約16分）・
「ウイルタ族の料理」（1992年撮影／約14分）　 各回当日
先着50名　 無料　 不要、直接会場へ

関 連 イベ ント

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～10/18（土） 第3回 ゆりの会
シェイプアート展

10/19（日）～11/15（土）アトリエばーばらの会

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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～セタガヤ デザイン PROJECT

開催中～9月28日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

10月4日　  ～11月3日　　  9:00～20:00　3F生活工房ギャラリー

　  オホーツク海と 
ウイルタのイルガ展

　サハリン島（ロシア連邦サハリン州）の少数民族・ウイルタは、トナカイを
飼い育てながら季節ごとに住まいを移し、狩猟・漁労生活を送ってきました。
日露戦争後、サハリンの北緯50度以南が日本領（樺太）となり、ウイルタは
ほかの先住民族とともに定住生活を送ることを余儀なくされます。第二次
世界大戦が終結した後は、オホーツク海をわたって網走に移住したウイルタ
もおり、現在サハリンには約300人が暮らしています。
　ウイルタに伝わる伝統的な紋様は、「イルガ」と呼ばれてい
ます。渦巻きやハート形に見えるパターンが特徴的。衣服や
バッグなどだけでなく、木製の食器などにも紋様が施されて
います。

　かつてはアザラシなどの毛皮
に身を包み、めぐる季節ととも
にトナカイを連れ、海と山とを
移動しながら暮らしていた民。
その手工芸品からは環境の
変化にやわらかに順応していくウイルタの生活の智恵が感じられます。
　本展では、北海道立北方民族博物館が所蔵するイルガが施された衣服、
靴や籠などのほか、暮らしぶりをおさめた映像も展示。講演会・講習会など
の関連イベントも合わせ、ウイルタの手しごとと生活を紹介します。

土 月 祝

次 回 企 画 展 ■ ■ ■ ■ ■

無料会期中無休

7 つの海と
手 し ご と

vol.5

いずれも
生活工房5F

9月27日（土）～29日（月）、
10月4日（土）～6日（月）、11日（土）～13日（月・祝）、
10月21日（火）～23日（木）、29日（水）～31日（金）

各日14:00～15:00　2F 八角堂

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。

会員割引対象 世田谷芸術百華2014対象事業

87万人世田谷区民に向けた、世田谷区の文化・スポーツ情報紙

広告枠サイズ（1枠）

販売価格（税込）

1枠を最小単位とし、
最大4 枠まで連結して
使用可能です。

縦 85mm×横 60mm

１枠　   60,000 円
２枠　120,000 円
３枠　180,000 円
４枠　240,000 円

問合せ・申込先　株式会社 ドゥ・アーバン　TEL.5724-5921 FAX.5724-5922

12月25日号

広 告 募 集

詳しくは ドゥ・アーバン 検 索

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

2014年9月25日6



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。

未就学児童
入場不可

シアタートラム

世田谷パブリックシアター

会員先行発売・割引対象

ダンス

演 劇

イデビアン・クルー 新作 『図案』

シス・カンパニー 『鼬
いたち

』

10/10（金）～12（日）

12/1（月）～28（日）

振付家・井手茂太率いるイデビアン・クルー待望の新作！6年ぶりに当劇場に登場！
井手茂太

斉藤美音子　菅尾なぎさ　金子あい　中尾留美子　依田朋子　宮下今日子 他
 3,800円   一般 4,000円   小学生〜高校生（当日要確認証提示）・U24 2,800円

days　☎3464-5026

舞
パフォーミングアーツ

台芸術としての狂言
狂言劇場　その八

ＭＡＮＳＡＩ◉解体新書  その弐拾四
森羅万象 〜日常と非日常とのテレポーテーション〜

現代芸術を構成する様々な分野、要素を “解体”し、その成り立ちやあり方につい
て考察する芸術監督・野村萬斎の人気シリーズ。
今回は、ギネスにも認定されたプラネタリウム

「MEGASTAR-Ⅱ」を開発した大平貴之さんをお
招きし、「宇宙」＝「森羅万象」について考えます。

野村萬斎
大平貴之（プラネタリウム・クリエーター）
3,800円　一般 4,000円

　※未就学児童入場不可

人間の欲と業を赤裸々に骨太に描いた昭和初期の名作に長塚圭史演出で挑みます。
真船豊　 長塚圭史
鈴木京香　白石加代子　高橋克実　江口のりこ

　山本龍二　峯村リエ　佐藤直子　塚本幸男　赤堀雅秋
一般 S席 8,500円　A席 6,500円
シス・カンパニー　☎5423-5906

区民先着先行販売　パスワード1201を入力してください。※1回のお申込につき4枚まで
受付期間：10月4日（土）10:00～10月7日（火）23:59 
特設電話　☎0570-02-9565　 http://w.pia.jp/p/itachi-setagayaku/

10/1011 12

15:00
19:30

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

発売中

一般  10/11（土）発　売
開始日

12/1 2 3 4 5 6 7

19:00
14:00 休

演

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

▲10日 以 降、14:00=10・
11・13・15・16、19:00=
14、休演=12

ダンス

演 劇

演 劇

ダンス

Co.山田うん 『ワン◆ピース』『十三夜』

てがみ座 『汽
き

水
すい

域
いき

』

ミナモザ 『みえない雲』

ながめくらしつ新作本公演
『誰でもない／終わりをみながら』

演 劇 無名塾 『バリモア』11/3（月・祝）～16（日）

11/21（金）～
24（月・休）

11/28（金）～12/6（土）

12/10（水）～16（火）

12/21（日）～
23（火・祝）

実在の俳優ジョン・バリモアの晩年を描く傑作―　
老優はその舞台の上から何を語ろうとするのか。

ダイナミックで繊細、機知にとんだ振付と、鍛え抜かれた身体能力で魅了する
2本立て公演。

瀬戸山美咲
陽月華　大森美紀子　中田顕史郎　大原研二　浅倉洋介 他

 4,000円　一般 4,200円
Quarasエンタメ事務局　☎3779-2681（平日10:00～18:00）

架空の原発事故を描いたドイツの青少年小説を舞台化。

音楽とジャグリングを軸に、音・モノ・体の関係性を美しく描き出します。
目黒陽介　 坂本弘道　武藤イーガル健城

宮野玲　長谷川愛実　バーバラ村田　塚田次実　谷口界 他
 3,400円   一般 3,500円   学生 3,000円・高校生以下 1,500円（ながめくらしつのみ取

扱・当日精算・要学生証提示）　 ながめくらしつ　☎070-5573-6248

ウィリアム・ルース　翻訳 丹野郁弓　 仲代達矢　松崎謙二
 7,600円　一般 8,000円　学生 5,000円（無名塾のみ取扱、当日要学生証提示）

無名塾　☎3709-7506（平日10:00～18:00）

山田うん　 ヲノサトル
荒悠平　飯森沙百合   伊藤知奈美　川合ロン   木原浩太   小山まさし   酒井直之   城俊彦 

　西山友貴　長谷川暢　広末知沙　三田瑶子　山下彩子
全席自由（整理番号付）  3,300円   一般 3,500円　学生 3,000円（当日要学生証提示）
Co.山田うん　☎080-9640-5361

今の自分は何者なのか？ ――汽水域からアジアを見渡す、ある喪失の物語。
長田育恵　 扇田拓也

石村みか　福田温子　箱田暁史　佐藤誓　大西多摩恵 他
 3,800円　一般 4,000円　24歳以下 3,000円（当日要身分証提示）

プリエール　☎5942-9025（平日 11:00～18:00）

11/3 4 5 6 7 8 9

19:00
14:00 休

演

発売中

11/28293012/1 2 3 4 5 6

14:00
19:00

12/10111213141516

18:00
14:00

19:00

12/212223

17:00
13:00

19:30

 9/26（金）
一般  9/27（土）

発　売
開始日

 10/4（土）
一般  10/5（日）

発　売
開始日

▲8日以降、14:00/19:00=
火（23除く）・ 土、14:00=
木・日、19:00=月・金・23、
休演=水

11/21 222324

19:00
16:00

世田谷パブリックシアター芸術監督  野村萬斎企画

11月1日（土）～8日（土）　世田谷パブリックシアター
11月9日（日） 18:00

世田谷パブリックシアター

発売中

  10月11日（土）
 一般 10月12日（日）発売日

現代に息づく舞台芸術として、狂言のさらなる可能性を問う『狂言劇場』。
第8弾の今回は、末広がりの「八」にちなみ、祝言性と華やかさにあふれた
2つのプログラムでお届けします。

野村万作   野村萬斎   石田幸雄　深田博治   高野和憲   月崎晴夫 ほか 万作の会
S席 7,000円　一般 S席 7,200円　A席 5,200円

● Aプログラム　『萩
はぎ

大
だい

名
みょう

』『鏡
かがみ

冠
か

者
じゃ

』『越
え ち ご

後聟
むこ

 祝
しゅう

言
げん

之
の

式
しき

』 ほか
■ Bプログラム　小舞『海

かい

道
どう

下
くだ

リ』 『蟬
せみ

』／『文
ふみ

山
やま

賊
だち

』『歌
か

仙
せん

』 ほか
　※未就学児童入場不可

※8日（土）のみ視覚障害者のための舞台説明会あり（要事前申込・無料。イヤホンガイドあり）

14:00
15:00
18:00

11/1 2 3 4 5 6 7 8

休
演

19:00

 10/24（金）
一般  10/25（土）

発　売
開始日

 10/11（土）
一般  10/12（日）

発　売
開始日

テーマはシェイクスピア。当時の歌の演奏などを通して、作品で描き出される女性
たちを焦点に語りあう。

池辺晋一郎（作曲家）   小田島雄志（英文学者・演劇評論家）　波多野睦美（メゾ・ソプラノ） 他
 3,000円　一般 3,500円　子ども（小～中学生） 1,500円

音  楽  事  業  部  主  催 
音 楽 異分野とのコラボレーション

「シェイクスピアと音楽」－シェイクスピアと女性たち－
2015年 2/1（日） 
15:00開演　成城ホール 10/23（木）発　売

開始日

　『狂言劇場  その弐』
いとうせいこう作《鏡冠者》より

©上牧佑

野村萬斎 大平貴之

 劇場チケットセンター　☎5432-1515

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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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

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108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。

〒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

世田谷芸術百華2014対象事業



大  会

イベント スポーツ教室

（共催事業など）※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団・区スポーツ推進課にあります（ソフトバレーボール競技を除く）。
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

小さなお子さまからご年配の方、また障害のある方
も参加できるアトラクションや体験コーナーなど、
イベントが盛りだくさん! ご家族・お友達を誘って

『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・対象者に制限があります。
詳しくはスポーツ振興財団へお問い合わせください

★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
★FC東京サッカークリニック　★昔の遊び
コーナー　★大道芸　★フリーマーケット　
★模擬店　★ウルトラマンダイナショー 
①12:15～（握手会あり）　②14:45～（握手
会なし）

※ 1 2 3 はハガキかFAXでスポー
ツ振興財団へ、または当財団HPから申込

©円谷プロ

1 HipHopダンス教室　13:00～14:30　大蔵第二運動場
テニスコート　※15:15～15:30　フィナーレステージ出演
2 レディースフットサル ～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
3 親子で柔道　①10:45～11:45　②13:30～15:00　総合
運動場第一武道場　 1 小学1年～中学3年生　 2 18歳以上の
女性　 3 ①年少～年長　②小学1～3年生（ともに保護者と参加）　

1 先着30名　 2 抽選各20名　 3 抽選各12組
1 2 3 とも10月9日（必着）

4 初級者のための弓道　10:30～13:30　総合運動場弓道場
個人戦と講習。風船・板割りなどの余興もあります。

中学生以上の無段者　※当日、小学5年生以上対象の体験コーナー
（13:30～15:00）あり　 区弓道連盟HPから申込書をダウン
ロードし、FAXかメールで区弓道連盟・藤田（ 3705-5275 

kyudo.4160@gmail.com）へ　 10月9日（必着）

事前申込が必要なイベント

 主なイベント

10月19日（日） 10:30～15:30　開会式9:45～　総合運動場、大蔵第二運動場

2014年9月25日8

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

 10:00～10:40　ボディコンバット
 10:50～11:30　はじめてのヨガ
 11:40～12:20　親子ダンス体操
各教室開始15分前より受付開始　先着20名！　参加費無料
※ボディコンバット、親子ダンス体操は室内履きが必要

千歳温水プール、太子堂中学校温水プール（10:00～21:00）、
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　※総合運動場温水プールは改修工事のため、10月1日
から2015年3月31日まで使用できません

主な注意事項　
● 水着・水泳帽着用、幼児はおむつがとれていること。
● 小学3年生以下は保護者（高校生相当以上）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ください

総合運動場
フィットネス教室

参加費無料！！

温水プール無料開放  9:00～21:00

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

ラテンダンスエクササイズを屋外で行うイベ
ントです。動きやすい服装なら仮装もOK！！

IPPEI　 高校生相当以上（中学生以下の
みの参加は不可、親同伴なら可）　 先着50
名（雨天時先着20名）　 500円

当日直接会場へ　 総合運動場体育館
（大蔵4-6-1☎3417-4276）

⇒バス等　→徒歩　難易度　一般向き
［コース］世田谷区役所⇒（中央道）⇒市営駐車
場→西沢渓谷入り口→西沢山荘→人面洞→カ
エル岩→不動滝→旧森林軌道→大久保沢→
ネトリ大橋→西沢渓谷入り口→市営駐車場⇒

（中央道）⇒世田谷区役所（歩程約4時間）
18歳以上　 抽選40名　 4,000円
10月10日（必着）　※弁当・水筒・雨具持

参、登山に適した靴（物品の貸出はありませ
ん）

［集合］当日9:00　新宿駅西口交番前
軽度の知的障害のある中学生以上の方と

その家族（関係者）　 先着30名　 1,000
円（別途、実費負担あり）　 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

10月20日（必着）

体組成測定会・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。
詳細は当財団HPをご覧いただくか、千歳温水
プール管理事務所まで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）
当日直接会場へ　 千歳温水プール管理事

古庄亨（元フットサル選手） 他　 18歳以
上の女性　 抽選30名　 12,000円

10月24日（必着）

小学3年～6年生（保護者参加も可）　
抽選30名　 1,800円（保護者3,000円）　
10月9日（必着）

①バスケットボール教室
10月14日～12月16日　毎週火曜（全10回）

小学生17:00～19:00 中学生18:00～
20:00 高 校 生 20:00～21:30  先 着
40名 20名 15名  8,000円（体験参加は
800円／1回）  大蔵第二運動場管理事務所

（大蔵4-7-1☎3416-1212 3416-1777）へ
②デイタイムテニススクール

月曜コース 11月17日～2015年1月5日
金曜コース 11月14日～12月19日

※ とも、初心者から上級者のクラス分け
あり　 18歳以上  抽選各8～16名

7,500円、11,000円（クラスにより異なり
ます）　※時間・クラス等は要問合せ

ハガキかFAX（欄外記入方法参照、希望
クラスも明記）で大蔵第二運動場管理事務
所（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 

3416-1777）へ　 10月3日（必着）

高校生相当以上　 抽選30名
2,500円　 10月24日（必着）

■ソフトバレーボール競技
11月16日（日） 9:20～　総合運動場体育館

［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・男女問わず））

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

受付にて　 ハガキ（欄外記入方法参照）で
区バレーボール連盟・金当（〒158-0095 瀬田
5-38-11☎3700-7882）へ　 10月18日（必着）

■第45回  世田谷区陸上競技選手権大会
10月26日（日） 9:00～　総合運動場陸上競技場

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

視覚障害への理解、介助方法や伴走の基本
技術習得とランニング講習を行う。

①視覚障害のある方（ランニングを含め、こ
れから運動を始めたい方）②伴走未経験者また
は伴走技術を向上させたい方　 ①②とも抽
選各25名　 無料　 対象者の番号も明記
し、スポーツ振興財団へ　 10月24日（必着）

千歳温水プール周辺の穴場スポットやグルメ
ポイントを巡り、楽しみながら体を動かそう！

小学生以上　 抽選100名　 大人1,000
円、小・中学生500円　 ハガキかFAX（欄
外記入方法参照）で千歳温水プール管理事務所

（〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-3911 
3789-3912）へ　 10月24日（必着）

成人女性スポーツ推進事業
「レディーススポーツ」フットサルボディメイキング

11月19日～2015年2月4日（11月26日、12
月24日、31日、2015年1月7日を除く）  水曜
10:00～11:30（全8回）　総合運動場体育館

ハロウィンラテンダンスエクササイズ
10月13日（月・祝） 10:45～11:45（受付10:15～）

総合運動場噴水広場　※雨天時体育室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

ふれあいサイクリング＆
ウォーキング

11月3日（月・祝） 9:00～15:00（予定）
昭和記念公園 世田谷246ハーフマラソンイベント

「視覚障害者と伴走者のランニング教室」
11月9日（日） 10:00～12:00

駒沢オリンピック公園　第二球技場

ジュニアソフトテニス教室
10月26日～11月30日　毎週日曜　

9:00～11:30（全6回）　総合運動場テニスコート

バドミントン教室
11月21日～12月19日　毎週金曜

19:00～20:30（全5回）   上北沢小学校体育館

第64回 区民体育大会

共催大会

ハイキング～西沢渓谷～
10月26日（日） 6:50　区役所中庭集合

ちとふなフォトウォーク
11月24日（月・休） 10:00～13:00

第25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（月・祝） 10:00～16:00　

※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
所定の申込書を区陸上協会HPからダウン

ロードし、必要事項を記入のうえ、下記メール
アドレスへメール添付送信　 10月7日（必着）

setagayarikujyou@gmail.com
※詳細は世田谷区陸上競技協会HP（ http://
www.setagayarikujyo.org/）をご覧ください
■ソフトテニス世田谷選手権大会
①11月9日（日） ②11月12日（水） ③11月16
日（日） ④11月30日（日）　いずれも9:00～　
総合運動場テニスコート

［種目］①一般男子（高校生含む）、シニア女子
（45歳～・55歳～・65歳以上の3部門）
②シニアⅡ部③一般女子（高校生含む）、シニ

ア男子（45歳～・55歳～・65歳～の3部門）
④成年男子、成年女子、ジュニア（小中高生）

区連盟登録者および区内在住・在勤・在学者
一般3,000円／組、高校生1,800円／組、

中学生1,400円／組、小学生1,600円／組
所定の申込書で区ソフトテニス連盟・

山根（〒154-0004 太子堂5-17-15 ☎3410-
7886）へ　 10月9日（必着）
■第123回世田谷区卓球団体戦 中学・高校の部
11月30日（日） 9:00～　大蔵第二運動場体育館 

区内にある中学・高校（学校単位のみ）
中学3,000円／チーム、高校4,000円／

チーム　 所定の申込書で区卓球連盟事
務局（〒158-0082 等々力8-26-25 ☎3701-
7684）へ　 11月7日（必着）

1964年  東京オリンピック・パラリンピック50周年記念

第50回  区民スポーツまつり ～いい日、いい汗、いい仲間～

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/

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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