
 

申込締切 2月13日（金） 必着

 

世田谷ジュニアアカデミー2015
 各種目の詳細はホームページをご覧ください。 http://www.se-sports.or.jp/

SeTagaya Junior Academy

スポーツエントリーカスタマーサポートセンター　　0570-550-846（通話料は申込者負担）　平日10:00〜17:30
（公財）世田谷区スポーツ振興財団　 http://www.se-sports.or.jp/

※スポーツエントリーウェブサイトからの申込みとなります　※携帯電話でもアクセス可能（一部機種は不可）　 http://www.se-sports.or.jp/m/　

　　　　　　　 スポーツエントリーカスタマーサポートセンター

　  0570-550-846
　　　　　　　　  （公財）世田谷区スポーツ振興財団　世田谷ジュニアアカデミー担当

☎3417-2811

Giants Method ベースボールアカデミー
 総合監修　倉田　誠
● 1946年6月3日生まれ
● 元読売ジャイアンツ投手（1965～1976年）
● 元ヤクルトスワローズ投手（1977～1980年）
● 1973年 18勝9敗リーグ最高勝率でV9に貢献

Lifesaving Spirit スイミングアカデミー
 総合監修　飯沼　誠司
● 1974年12月18日生まれ
● 1998年 全米ライフガード選手権5位入賞
● 2001年 全日本選手権アイアンマンレース5連覇
● 2010年 世界選手権準優勝
● 2015年～ライフセービング競技日本代表　 監督
● 館山サーフクラブ代表
● 特定非営利活動法人日本ライフセービング協会

競技力強化委員長

2015年4月～2016年3月　総合運動場・大蔵第二運動場

申込方法

 問合せ先
申込みについて

電　話

 事業内容について

平日9:00〜17:00平日10:00〜17:30

インターネット

※応募者多数の場合は抽選となります

略称：STJA

種目ごとに、上記参加費のほかに入会金・年会費5,150円がかかります。

申込受付開始1月26日　月

テニスアカデミー
 総合監修　坂井　利彰
● 1974年4月9日生まれ
● 1992年 Under18 日本代表、高校日本代表
●  1993～1997年 ナショナルチームメンバー
● 2003年 全豪オープン出場
● 慶應義塾大学専任講師・庭球部監督
● 公益社団法人日本プロテニス協会 理事

器械運動アカデミー
 総合監修　高橋　正典
● 1947年12月18日生まれ
● 1971年 全日本選手権個人総合第7位  鉄棒第2位
● 1985年 神戸ユニバーシアード体操競技
  日本代表監督
● 1989年 ザグレブユニバーシアード体操競技

日本代表監督
● 1980～1990年 （財）日本体操協会
  ナショナル強化コーチ

アスレティクスアカデミー
 総合監修　高野　進
● 1961年5月21日生まれ
● 東海大学体育学部 教授
● 東海大学陸上競技部 監督
● 特定非営利活動法人日本ランニング
  振興機構 理事長
● 400ｍ日本記録保持者
● 1992年 バルセロナオリンピック400m入賞

フットボールアカデミー
 総合監修　北澤　豪
● 1968年8月10日生まれ
● 公益財団法人日本サッカー協会　理事
● 日本フットサルリーグ（Fリーグ）COO補佐
● JICAオフィシャルサポーター
● 日本代表通算59試合出場　Jリーグ通算
  265試合出場
● 國學院大學客員教授
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STJAの目標
①体力の向上　②基礎運動能力の向上　③心（人格）の育成

STJAの理念 
多様なスポーツ活動を通して子どもの体力・基礎的運動能力の向上に
取組むとともに、団体行動の中での規律性・積極性・協調性といった心

（人格）の成長を育み、子どもが自らの夢を実現できる人間力の形成を
目指します。

カテゴリー 時　間 定　員 参加費
 小学1〜4年生［初級］ 17:10〜18:10

各30名
 7,820円/月

 小学3〜6年生［初中級］ 18:15〜19:25  8,640円/月
 小学4年生〜高校3年生［初中級］ 19:30〜20:50  9,780円/月

カテゴリー 時　間 定　員 参加費
 小学1〜3年生 16:00〜17:30

各45名  8,240円/月 小学4〜6年生①
 小学4〜6年生② 17:30〜19:00 中学生以上

カテゴリー 曜　日 時　間 定　員 参加費
 幼児（年少〜年長）

火曜・水曜
15:15〜16:05

各40名

 8,750円/月　
 小学1・2年生 16:15〜17:15  9,780円/月　
 小学3・4年生 17:25〜18:45  10,800円/月　
 小学5・6年生 火曜

19:00〜20:30

 小学生　
 11,840円/月　

 中学生　
 12,360円/月　

 小学5年生〜中学3年生 水曜
 ゴールキーパースクール

各10名 小学5・6年生 火曜
 小学5年生〜中学3年生 水曜

カテゴリー 時　間 定　員 参加費
 幼児（年少〜年長） 15:10〜16:10 40名  6,180円/月
 小学1年生〜中学3年生 16:20〜17:50 90名  7,720円/月

カテゴリー 曜　日 時　間 定　員 参加費
 幼児（年中）

水曜・木曜

15:15〜16:15

各13名

6,480円/月 幼児（年長）
 小学1年生 15:55〜16:55 小学2年生
 小学3年生 16:35〜17:55

8,640円/月 小学4年生
 小学5年生 17:35〜18:55 小学6年生

カテゴリー 曜 日 時 間 定 員 参加費

 幼児（年中・年長） 木曜 14:50〜15:50 各
45名

 6,690円/月
（9月・2月は3,090円）

 小学1〜6年生 火曜 16:20〜17:50
7,720円/月

（9月・2月は3,600円）
 小学3年生〜高校3年生 18:20〜19:50

各
65名 小学1〜6年生 木曜 16:20〜17:50

 小学3年生〜高校3年生 18:20〜19:50

  テニスアカデミー 水曜コース

  Lifesaving Spiriｔ スイミングアカデミー 火曜コース・木曜コース

 Giants Method  ベースボールアカデミー 水曜コース・木曜コース

  フットボールアカデミー 火曜コース・水曜コース

  器械運動アカデミー 木曜コース

  アスレティクスアカデミー 水曜コース

次回（2月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
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！

携帯サイトQRコード

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
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世田谷は日本のハリウッドだった！
1954年に公開
された2本の映
画「ゴジラ」と
「七人の侍」に注
目し、特殊撮影
や東京の時代劇
を生み出した東
映スタジオの映
画美術の魅力を
探ります。

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

■記念講演会
「史料からみる砧撮影所―音画芸術の
殿堂―」
2月28日（土） 14:00〜15:30（開 場13:30）
講堂

冨田美香（立命館大学教授／映画史）　
当日先着150名　 無料　 当日10:00

からエントランスホール受付にて整理券を配
布　※手話通訳付き
■100円ワークショップ
会期中の毎週土曜日（3月28日（土）を除く） 
13:00〜15:00（随時受付）　地下1階創作室　

どなたでも　 1回100円

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
トでご覧いただけます

白井菜々子（コントラバス） 他　［曲目］未
定　 抽選200名　 無料　 往復ハガキ

（P3記入方法参照、2名まで連名可）で当館
へ　 3月2日（消印有効）　※未就学児入場不
可　※詳細はHP参照

90年代の雑誌・マンガ・CDなど自分のお
気に入りを持ち寄って、みんなでZINE（小
冊子）をつくります。マンガを介してコミュ
ニケーションを生み出すユニット「マンガナ
イト」がご案内します。

抽選40名　 500円　 okazakieve
nt@gmail.com（P3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
ZINE申込」として当館へ　 2月1日（必着）
■ワークショップ

「あみぐるみをつくろう！」
2月28日（土） 14:00〜16:00　講義室
「かわいい」だけじゃない、編み物でつくるぬ
いぐるみ。90年代に岡崎京子も惹かれたあ
みぐるみで、動物の指人形をつくります。

タカモリ・トモコ（あみぐるみ作家）　
小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
抽選25名　 1,000円（材料費含む）

okazakievent@gmail.com（P3記 入
方法参照、年齢も明記、2名まで連名可）で件
名を「岡崎京子展あみぐるみ申込」として当
館へ　 2月14日（必着）

第1部［作品にみる
下北沢］では、下北
沢にゆかりのある
文学者7人にスポッ
トをあて、関連する
資料を紹介。第2部
［シモキタ＊クロニ
クル］では、ブック
コーディネーターの内沼晋太郎氏が監修した
「下北沢カルチャーマップ」を展示。下北沢
生まれのアーティストで、RIZEのベーシス
ト、KenKen氏のインタビューを読むことも
できます。

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　※企画展開催中は企画展チケットで
ご覧いただけます

覧会です。彼女が見つめた時代とその行方
を、300点以上の原画をはじめ、学生時代の
イラストやスケッチ、当時の掲載誌の数々、
映画版『ヘルタースケルター』ほかの関連資
料を通して見ていきます。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大
学生600（480）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　※1月30日（金）は65歳以上無料

■ワークショップ
「“90年代”Z

ジ ン

INEをつくろう！」　
2月15日（日） 14:00〜17:00　講義室

3月7日（土） 14:00〜15:30（開場13:30）
自由が丘と京都を拠点にしている出版社・
ミシマ社代表の三島邦弘氏をお呼びして、出
版にまつわる様々なお話を伺います。

三島邦弘（ミシマ社代表）　 どなたでも
申込先着50名　 500円　 下記参照

3月20日（金） 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

一人の少女＝マンガ家が見つめた、
あの時代、その行方

女の子たちの
夢や憧れを紡
ぐ少女マンガ
とは対照的な、
都市に生きる
少女の日常、変
容する家族像、
高度資本主義
下における女
性の欲望や不
安といった現
実を果敢に描
き続け、1980～90年代を象徴するマンガ
家となった岡崎京子。本展は、彼女のこれま
での仕事を取り上げる初めての大規模な展

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

■2月のギャラリートーク
2月21日（土） 14:00〜（30分程度）
テーマ：「宮本三郎と都市」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

2月15日（日） 10:30〜16:00（開場10:15）
様々な方法で自画像を描く実技講座です。

梅津庸一（美術家）　 3,000円（画材費込）

3月1日（日） 10:30〜16:00（開場10:15）
水墨と淡彩で花を描く実技講座です。

岩田壮平（日本画家）　 3,500円（画材費
込）

開館10周年
宮本三郎の仕事　
1960’s-1970’s 
絢爛な色彩の
神話世界へ
開催中〜3月22日（日）

展覧会

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）

1/27〜2/1 第10回 砧ネット美術展
2/3〜8 烏山切り絵同好会展
2/10〜15 50（フィフティーズ）
2/17〜22 代田墨画会展
2/24〜3/1 sside展「10cmの建築」　※25日から公開

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

世田谷区経堂に生まれ、60年代に青春期
を過ごした青年画家・難波田史男（1941-
1974）。難波田龍起の次男である史男は、不
慮の事故により32歳で他界するまでの15年
足らずの短い活動期に、2,000点を超える作
品を描き残しました。本展では、当館が所蔵
する全800点余の史男作品の中から、秀作・
約300点を厳選し、この画家が繰り広げたイ
メージによる冒険の世界を探ります。

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

■担当学芸員による展覧会解説
［世田谷美術館友の会共催］
1月29日（木） 14:00〜15:30（開 場13:30）
講堂

当日先着150名　 無料　 当日10:00
からエントランスホール受付にて整理券を配
布　※手話通訳付き　※世田谷美術館友の会会員
以外の一般の方もご自由にご参加いただけます

■100円ワークショップ
「トライ! ドライポイント」
会期中の毎週土曜日 13:00〜15:00

（随時受付）
地下1階創作室　
ドライポイント版
画を難波田史男旧
蔵のプレス機でプ
リントします。

どなたでも　
1回100円

関 連 企 画

［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

託児サービスを下記の日程で実施します
（事前申込制）。
①2月28日（土） 13:30〜16:30
②3月26日（木） 13:00〜15:00

0〜1歳児1,000円、2歳以上500円
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ご相談ください。

関 連 企 画

森茉莉愛用の品々

『pink』（1989）扉原画
©岡崎京子／マガジンハウス

往復ハガキかメール（P3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をご覧ください

宮本三郎記念美術館と地域の会共催人ひろばvol.28
「自由が丘で出版社をするということ」

開館10周年記念音広場
「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〜」

講座①②いずれも　 中学生以上　 申
込先着16名　 下記参照

①デッサン講座〈自画像〉
「拝啓、わたしが形になる時」

②実技講座〈花〉「水墨で花を描く」

展覧会関連企画

関 連 企 画

清川泰次―
線をめぐって
開催中〜
3月22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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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/

向井潤吉と文学―
連載小説の挿絵と
装幀を中心に
開催中〜3月22日（日）

展覧会

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

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■

世田谷に住んだ
東宝スタジオゆかりの作家たち

開催中〜4月12日（日）　2階展示室

下北沢クロニクル
開催中〜4月5日（日）　1階展示室

岡崎京子展
戦場のガールズ・ライフ

開催中〜3月31日（火）　2階展示室

難波田史男の世界
〜イメージの冒険〜

開催中〜2月8日（日）　1階展示室

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

世 田 谷  美  術  館  分  館

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

「悪名」挿絵原画
（『週刊朝日』連載第69回）1961年

《ヴィーナスの粧い》1971年

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中〜2/1 第22回 世田谷区特別支援学級連合展覧会

2/3〜8
第10回 雅の会作品展　 セタビ25期作品展　カシャっこサークル写真展
ポートフォリオ 日本の原風景 三人展　

2/10〜15
日々の陶器展　 第3回 SOクラブ和紙造形作品展 

第1回 上野毛絵画教室アトリエ展 坪内美術研究所絵画展

2/17〜22
『旅の記憶展』・・・・旅の想い出 赫土展　岡本福祉作業ホーム作品展

2/24〜3/1 宇田保子遺作展　※25日から公開 第33回 かしのき会児童美術展　
※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

世田谷美術館 区民ギャラリー

東宝スタジオ展
映画＝創造の現場

2月21日（土）〜4月19日（日）　1階展示室

難波田史男《無題》1962年

難波田史男《水中庭園》1967年

東宝スタジオ　メインゲート
写真提供：東宝スタジオ

©TOHO CO.,LTD.

プロムナード・コンサート
白井菜々子　コントラバス・リサイタル
3月22日（日） 14:00〜 （開場13:30）　講堂

●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　●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

難波田龍起
《ギリシヤへの郷愁》1949年

《ビリジャンでおおわれた作品》1955年

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜3月31日（火）   
　　　　  岡崎京子展　戦場のガールズ・ライフ
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜2月8日（日）
　　　　  難波田史男の世界〜イメージの冒険〜
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 2月21日（土）〜4月19日（日）
 東宝スタジオ展　映画＝創造の現場

〒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



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：ご希望日前日の19:00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3日前の正午までに劇場受
付☎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／当劇場がおすすめする公演のチ
ケットを一般料金の半額、または割引価格で提供

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳対象／当劇場主催公演（一部除く）のチケット
を一般料金の半額、または割引価格で提供。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。

発売中
発売中

シェイクスピア翻訳の第一人者・小田島雄志をゲストに迎
え、池辺音楽監督とのトーク、そして音楽や朗読を道しる
べに、シェイクスピア作品に描かれた人間心理を探る！

小田島雄志（お話／英文学者・演劇評論家）　
池辺晋一郎（お話／作曲家）　
松崎謙二（朗読／無名塾） 他

 3,000円　一般 3,500円　
子ども（小～中学生） 1,500円　

　※未就学児入場不可

12団体がグランプリを目指して激突。平均年齢40歳以上！ 個性
派バンドたちが、今年もせたがやを熱くする！！
　

Runnin' with the Devil、MUTEKI、ガラガラドン、
Peace Of Mind、KANKE、THE NORTHERN SONGS、
SPIN FILTERS、Strange Taste、TCB、4TA、敗者復活の2団体　

［審査員］
湯川れい子（音楽評論家） 他

［ゲスト演奏］
上田正樹（R&B・ソウルシンガー）

全席自由 1,000円　

新通英洋（指揮）  
世田谷フィルハーモニー管弦楽団  
世田谷区民合唱団 他

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

予選を落選したチームの中で審査員の特別推薦があった10
団体（予定）が、LIVE演奏で敗者復活戦に挑む！

無料／事前申込不要　※公共交通機関をご利用ください

異分野とのコラボレーション
シェイクスピアと音楽
－描き出された女性たち－

2月1日（日） 15:00　成城ホール

2月15日（日） 14:00　世田谷区民会館
1月25日（日） 14:00　昭和女子大学人見記念講堂

1月25日（日） 14:00　NHK放送技術研究所 1F講堂

第3回 せたがやバンドバトル決勝大会 せたがや名曲コンサート「ベートーヴェン 第九」

第3回せたがやバンドバトル
『敗者復活LIVE IN ＮＨＫ技研』

湯川れい子 上田正樹小田島雄志 池辺晋一郎
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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

会員先行発売・割引対象

●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。

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

〒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

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515　　 音楽事業部

〒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

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

世田谷パブリックシアター シアタートラム

音  楽  事  業  部  主  催 

未就学児
入場不可

寺山修司　 J・A・シーザー　 小竹信節
髙田恵篤　 伊野尾理枝　小林桂太　村田弘美　木下瑞穂 他

 A席 5,300円　一般 A席 5,500円　Ｂ席 3,500円　
高校生以下 4,500円（当日要学生証提示）

Real Heaven　☎5809-4023（12:00～21:00）

ベルトルト・ブレヒト　 広渡常敏　 林光　 坂手洋二 
川鍋節雄　大石哲史　梅村博美　佐藤敏之 他

 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　学生・U24 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

笠井叡　
上村なおか　黒田育世　白河直子　寺田みさこ　森下真樹　山田せつ子

 Ａ席 3,800円　一般 Ａ席 4,000円　Ｂ席 3,000円　
学生 3,000円（ のみ取扱）

ハイウッド　☎3320-7217（平日11:00～19:00）

1/2930312/1

15:00
14:00

19:00
終演後
ポストトークあり

3/26272829

19:30
15:00

2/6 7 8

13:00
11:00

16:00
18:30

未就学児
入場不可

演 劇 1/29（木）～2/1（日） 演劇実験室◉万有引力『身毒丸』 発売中

演 劇 2/6（金）～8（日） オペラシアターこんにゃく座　オペラ『白
はく

墨
ぼく

の輪』 発売中

ダンス 3/26（木）～29（日） 天使館　笠井叡◉新作『今晩は荒れ模様』 発売中

中津留章仁　 カゴシマジロー　吹上タツヒロ　星野卓誠 他
 4,200円　一般 4,500円　Ｕ24 3,000円　学割 3,000円（ のみ取扱）

トラッシュマスターズ　☎090-7411-6916

大野慶人作品　天久聖一作品　伊藤千枝作品　※上演順未定
珍しいキノコ舞踊団

 3,600円　一般 3,800円　U24 2,500円
学生 2,500円（小学生～24歳以下。枚数限定。当日要年齢確認証提示） 

珍しいキノコ舞踊団　☎090-4844-1515

日本のポップス界の育ての親といわれ、親しみやすいメロディを
数多く作り出してきた故・宮川泰。親交のあったミュージシャン
らによる宮川サウンドが世田谷でよみがえります！

宮川彬良　中尾ミエ　伊東ゆかり　ささきいさお　INSPi 　あごーズ
ダイナマイトしゃかりきサ～カス　BigBand名匠宮川組社中

 2,500円　一般 3,000円

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

演 劇 トラッシュマスターズ『砂の骨』3/6（金）～15（日）

ダンス 珍しいキノコ舞踊団新作公演『珍しいキノコ御膳』3/28（土）・29（日）

音 楽 宮川彬良のせたがや音楽研究所 presents
宮川泰まつり

3/28（土） 17:00 
世田谷区民会館

3/6 7 8 9 101112

18:30
13:00

19:00 ◀13以降、13:00=13・15、13:00/18:30=14

発売中

発売中

発売中

29

18:00
13:00

3/28

ちょっと奇妙で愛嬌満点のパフォーマーとわくわく・
うきうきする音楽を作り出すミュージシャン。2011
年に結成後、フランスの大統領官邸にも招待され、ア
ヴィニョン演劇祭のサーカス＆クラウン部門でグラン
プリを受賞。インパクトあるビジュアルと楽しい音楽
の生演奏は、大人から子どもまで理屈抜きに楽しめる
こと間違いなし！

『ラパン！  ラパン！』
2月15日（日） 11:00/14:00　世田谷パブリックシアター

発売中発売中

発売中

作 フィリップ・リドリー　演出 白井晃　翻訳 小宮山智津子
高橋一生　瀬戸康史　中村中　水田航生　小柳心　小川ゲン　半海一晃　千葉雅子

6,500円　一般席・ X
エックス

シート 6,800円　トラムシート 6,300円　
高校生以下・U24　一般席・ X

エックス
シート 3,400円　トラムシート 3,150円

 終演後ポストトークあり　
2/4：白井晃×野村萬斎　
2/9：白井晃×高橋一生×瀬戸康史
 ■ 視覚障害者のための舞台説明会あり

作井上ひさし　演出栗山民也　 野村萬斎　中越典子　山西惇　大鷹明良　酒向芳　春海四方
明星真由美　家塚敦子　山﨑薫　辻萬長　千葉伸彦（ギター奏者）

S席 8,600円　一般 S席 8,800円（1・2階）　A席 6,500円（3階）　高校生以下・U24
S席 4,400円　A席 3,250円
※未就学児入場不可

『藪
や ぶ

原
は ら

検
け ん

校
ぎょう

』こまつ座＆
世田谷パブリックシアター

井上ひさしの異色作にして最高傑作ともいわれる稀代の大悪党
の一代記。2012年上演では演出の栗山民也に「今、藪原検校を
演じるのはこの人しかいない」とまで言わしめた野村萬斎が再び
主演をつとめます。中越典子、山西惇、辻萬長など実力派キャスト陣との競演と、津軽三味線の
ようなギターの旋律が舞台を彩るこの春いちばんの注目作です。

『マーキュリー・ファー Ｍeｒcury Fur』
生と愛を渇望する2人の青年が、切なくも美しく、駆け抜ける

井上戯曲の最高峰、野村萬斎が究極の悪党を再び

13:30
18:30

2/23 3/12425262728 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415 1617 181920

休
演

休
演

休
演

19:00

13:00
14:00
18:00

2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617 1819202122

休
演

休
演

休
演

2012年舞台写真より 撮影：谷古宇正彦

撮影：西村淳

2月23日（月）～3月20日（金）　世田谷パブリックシアター

2月1日（日）～22日（日）　シアタートラム

笑って寒さを吹き飛ばそう！

ウサギのように軽快なパリ発のコミック・サーカス 日本に上陸！

注目の若手作家・演出家が描く、女子学生たちの四年間

シアタートラム ネクスト・ジェネレーションvol.7
趣向『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 
旧体育館の話』

注目の若手劇作家オノマリコの一人ユニット“趣向”の作品をお届けしま
す。2009年に東京女子大学で起こった出来事を背景に、女子学生が四年
間を駆け抜ける様を描いた時間劇です。演出は文学座の新風、稲葉賀恵。
今後の演劇界を担う作家・演出家の作品にご期待ください。
作 オノマリコ　演出 稲葉賀恵

清水葉月　藤井咲有里　稲継美保　深谷美歩　
前東美菜子　朝比奈かず　増岡裕子　窪田優　上田桃子

2,500円   一般・ベンチシート 2,800円   
高校生以下・U24 1,400円　※未就学児入場不可

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

レ・マンジュ・ドゥ・ラパン
おとな 2,000円　こども（4歳～高校生） 1,000円（当日要年齢確認）

一般 おとな 2,500円　こども 1,500円　U24 1,250円（枚数限定）
ペア（おとな2名） 4,000円　※4歳未満入場不可、未就学児は要保護者同伴

発売中

「ラパン」はフランス語で「ウサギ」

2月26日（木）～3月1日（日）　シアタートラム

終演後
ポストトークあり

2/26 3/12728

19:00
14:00

宮川泰
ひろし

※未就学児入場不可

英国の劇作家フィリップ・リドリーと次々に話題作を手掛ける演出家
白井晃のタッグによる日本初演作！ 極限状態に置かれた人間が生きる
ために繰り返す残酷な行為を描きながらも、ラストに浮かび上がるか
なえられない生への、そして愛への渇望で胸が締め付けられるような
作品です。

当日券は会場にて
13:00より発売
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羊をめぐる日本のつくり手たちの仕事が
テーマの企画展です。� 入場無料

� いずれも生活工房4F
1羊をかぶるマーケット�
2月14日（土）～15日（日）�10:00～18:00
若手デザイナー約20名による、帽子など
ウールの「かぶりもの」を展示、販売します。
2羊�毛糸だまニットカフェ�
2月15日（日）�12:00～16:30
編み物しながら会話できる場へ、ご自分の
編み物を持参してどうぞ。
【協力】青木久美子（日本ヴォーグ社「毛糸だ
ま」編集長）
3講演会「銀座・羊毛・商い」の話�
2月15日（日）�14:30～16:00
羊毛素材のジャケットやコート等の洋服文
化の魅力について語ります。
渡辺新（壱番館洋服店�代表）、眞田岳彦（衣

服造形家）　 申込先着40名　 500円

世界の落葉広葉樹林
帯（ブナ帯）の暮らし
と、そこに生きる人々
の感性を、パテ屋・
林のり子さんと旅を
するようにめぐります。� 入場無料

①スポ・レクネットの「クラブマネージャー」
に登録（更新）を希望される原則20歳以上の方
（全科目必修）②総合型地域スポーツクラブ
の運営に興味のある方（部分受講可）　 ①
②合わせて抽選40名　 ①2,000円（スポ・
レクネットへの登録・更新の際には、登録料
500円が別途必要です）②1科目500円　※
大学生は無料　 部分受講の場合は、科目番
号も明記し、スポーツ振興財団へ　 2月9日

1食のワークショップ「山あそび」
3月3日（火）�11:00～14:30　生活工房4F
山形県の山菜とキノコ
で日本と世界のブナ帯
レシピを再現し、山の
恵みを味わいます。
成瀬正憲（日知舎）、

中山晴奈（フードデザ
イナー）　 抽選20名　 2,000円　 2月
20日（必着）
2清水ミチコと林のり子のおはなしの森
3月6日（金）�19:00～20:30　生活工房4F
パテ屋卒業生である清水ミチコさんをお招
きし、開店42年目となるお店の歴史や、そ
こに集った仲間たちのエピソードをお聞き
します。
清水ミチコ（タレント）、林のり子（パテ屋）
20歳以上　 抽選30名　 2,000円（パ

テとドリンク付き）　 2月20日（必着）
3トーク「ルーマニア�―中世の化石―」
3月14日（土）�15:00～17:00　生活工房5F
東欧の国ルーマニアの歌と踊りと伝統に生
きる人々。そのヨーロッパ・ブナ地帯の暮
らしや風俗を、ルーマニア民俗研究40年の
みやこうせいさんが写真と音楽を通して紹
介します。
みやこうせい（著述・フォトアーティスト）、

林のり子（パテ屋）　 申込先着60名
500円（ルーマニアのお茶付き）
4食のワークショップ「磯あそび」
3月15日（日）�11:00～14:30　生活工房4F
宮城県の魚介類を使って世界のブナ帯レシ
ピを再現し、ブナの森と海とのつながりを
感じるレシピを味わいます。
唐桑食の学校、中山晴奈（フードデザイ

ナー）　 抽選20名　 2,000円　 3月4
日（必着）

「大人の知的好奇心を満たす」連続講座・知
の航海。今回は“食の再考”がテーマです。飽

13月4日（水）�①17:10～18:10
②18:15～19:25③19:30～20:50
23月5日（木）�①17:10～18:10
②18:15～19:25③19:30～20:50
12とも大蔵第二運動場テニスコート
坂井利彰（慶應義塾大学庭球部監督）

12とも ①小学1～4年生②小学3～6年
生③小学4年生～高校3年生　 抽選各30
名　 1,000円　 2月19日（必着）

（必着）　※スポ・レクネットへの登録・更新
には、スポ・レクネット基礎講習会の受講が
必要です

500円　 ハガキかFAX（上記申込方法
参照）で区弓道連盟・藤田（〒158-0087�玉
堤1-3-13-303�☎ 3705-5275）へ、もしく
は区弓道連盟 ［http://setagayakyf.web.
fc2.com/］の行事案内から申込書をダウン
ロードし、 kyudo.4160@gmail.comへ
添付またはFAXで送信　 2月9日（必着）

①小学生の部②ふれあいの部（親子、高齢
者、障害のある方など、様々な方たちの混成
可）　 各チーム10名以上15名以内（個人
での参加可）　 1チーム1,000円（個人参加
100円）　 所定の申込用紙を郵送かFAX
で日本ティーボール協会世田谷区連盟事務
局・佐藤（〒157-0071�千歳台3-21-14�☎
3482-7732� 3482-3090）へ　 2月17
日（必着）

2月21日（土） 科目（内容）

 113:00～13:20
ガイダンス
世田谷区の育成支援と地
域クラブへの期待（無料）

 213:30～14:50 クラブの運営管理

 315:00～16:20 クラブづくりの進め方・ク
ラブマネージャーの役割

 416:30～17:15 実例紹介①（無料）
2月28日（土） 科目（内容）

 513:00～14:20 地域スポーツクラブの意
義と必要性

 614:30～15:15 実例紹介②（無料）

 715:25～16:45 地域スポーツクラブの現
状と課題

①中学生運動教室（尾山台地域体育館）
②コアラ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月11日～2016年3月の原則第2･4　土曜
14:00～15:30
③みつばち運動教室（砧中学校格技室）
4月15日～2016年3月の原則第1･3･（5）
水曜�15:30～16:45
④ひまわり運動教室（尾山台地域体育館）
⑤ハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月18日～2016年3月の原則第1･3･（5）
土曜�14:00～15:30
軽度の知的障害のある②③④は小学生、

①⑤は中学生。トイレを使用する際、介助を
必要とされない方で、事業開催中、付添人の
会場待機が可能な方　①～⑤すべて 抽選
各若干名（当選後、事前面談を行います）
4,000円（全18回）　 障害の内容、保護

者氏名も明記し、スポーツ振興財団へ（参加
は１名１教室）　 2月23日（必着）

2月28日（土）、3月7日（土）、15日（日）、21日
（土・祝）�9:30～11:00（全4回）　池尻小学
校第2体育館
軽度の知的障害のある小・中学生で付添者

の同伴が可能な方　 抽選25名　 1,000
円　 障害の内容も明記し、スポーツ振興財
団へ　 2月6日（必着）

�スポ・レクネット
クラブマネージャー養成講習会

2月21日（土）�13:00～17:15、
28日（土）�13:00～16:45
総合運動場会議室兼軽運動室

世田谷オープンティーボール大会
3月1日（日）�10:00　世田谷公園野球場　※雨天中止

イベント

食の時代とも言える今日、現代人が忘れか
けている食の記憶をたどり、食べることの
原点から現代の多様なライフスタイルと食
の関係性まで、様々な視点から私たちを取
り巻く食や食文化を考えます。
■オーガニックな食と思想
【対談】清野由美（ジャーナリスト）×速水健朗
（ライター／編集者）
2月1日（日）�14:00～15:30　生活工房5F
食の安全が揺らぐ中で、身体にも自然環境
にも健康的な暮らし方が注目を集めていま
す。農業やオーガニックな食材への関心や、
食をめぐる新たな価値観とライフスタイル、
その背景にある社会意識について考えます。
申込先着50名　 1,000円　 電話か

メール（P3記入方法参照）で生活工房へ　
■「和食」とは何か？
【講師】原田信男（国士舘大学教授）
2月8日（日）�14:00～15:30　生活工房5F
ユネスコ無形文化遺産に登録された和食。
一方で多国籍な食を享受することの多い現
代では、和洋折衷が食卓を彩ります。多様な
食生活の中で、改めて日本人が培った食文
化＝和食をその成り立ちからひも解きます。
申込先着50名　 500円　 電話かメー

ル（P3記入方法参照）で生活工房へ　
■狩猟から考える
【対談】佐々木俊尚（ジャーナリスト／作家）
×山口未花子（岐阜大学助教）
2月14日（土）�14:00～15:30　生活工房5F
コンビニやファストフードなど、いつでも不
自由なく食料が手に入る都市生活において、
狩猟はとても遠い存在かもしれません。生
き物を狩り、食べるという人間の原初的な
行為を通じて、飽食の時代における食につ
いて考えます。
申込先着50名　 1,000円　 電話か

メール（P3記入方法参照）で生活工房へ　

市民活動のためのマーケティングの基礎と
その活用について学びます。
1レクチャー編「情報発信に必要な情
報編集力とは」
2月17日（火）�18:30～21:00　生活工房5F

2ワーク編「組織の情報編集～情報発
信のための創文編集術」
2月24日（火）�18:30～21:00　生活工房5F
1設樂剛事務所�2イシス編集学校　【進

行】㈱世田谷社　 NPOスタッフ・役員（中
堅者向け）　 各日申込先着60名　 各日
1,000円（1団体から複数名参加の場合、2人
目から半額）　 電話かメール（P3記入方法
参照）で生活工房へ

在日外国人との文化交流会です。アトラク
ションやお茶・和服着付けなどを体験しな
がら互いの理解を深めます。各国大使館の
展示ブースもあります。
【共催】世田谷海外研修者の会　 1,000
円（飲み物・菓子込み）　 電話（☎3422-
4406【田中】）かFAX（ 5758-7815【根津】）
で同会まで　 2月9日（必着）

無料　 不要、直接会場へ

［勤務内容］�受付業務、事務補助
［募集人数］�若干名　［契約期間］�平成27年4
月より1年間（更新の場合あり）
［勤務条件］�昼間8:45～14:15／13:30～
19:00、夜間18:30～22:15で、月10～15日
勤務（土日祝日の勤務有）、時給890円（交通
費別途支給）　［応募方法］�2月9日（必着）ま
でに履歴書（市販のものに写真貼付）を生活
工房へ郵送または持参

124は各締切日までに往復ハガキか
メール（P3記入方法参照、2は年齢も明
記）で、3は電話かメールで生活工房へ

12は不要（直接会場へ）、3は電話か
メール（P3記入方法参照）で生活工房へ

連続講座　知の航海

�めざせトップアスリート
テニスクリニック

� �障害児運動教室

� �わくわくサッカー教室

2月21日（土）�13:00～16:00　生活工房4F

在日外国人との交流会
国際交流inせたがや2015

NPO・市民活動のための
「物語」のつくり方講座

～地域コミュニティづくりに活かす情報編集術

「生活工房」アルバイト募集

眞田岳彦ディレクション
『羊と手』

衣服とつくり手、その生き方
開催中～2月15日（日）　会期中無休
9:00～20:00　3F生活工房ギャラリー

関連イベント

関連イベント

スポーツ教室

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～2/14（土） 「色の波動」KoKo&
フラワーセラピー花音

2/15（日）～3/14（土）『都会の季節』

［対象］18歳以上（高校生を除く）の健康
な方。スポーツや障害児指導の経験があ
る方は尚可。謝礼あり
［従事場所］尾山台地域体育館、八幡山小
地域体育館、砧中学校格技室
［従事日］障害児運動教室の開催日程で、
従事可能な日（シフト制）
［従事時間］教室開催時間（障害児運動教
室参照）およびその前後30分程度
［募集人数］5名程度
［選考方法］個別面接（3月上旬予定）
［申込］2月23日（必着）までに、市販の履
歴書（顔写真貼付）を郵送か持参でスポー
ツ振興財団へ　※教室の様子を見学希望
の方はスポーツ振興財団までお問合せく
ださい

障害児運動教室補助指導員募集

1回券でスタンプ2個、1時間券でスタンプ1個　
� 小学生以上　 千歳温水プール　☎3789-3911� 3789-3912

�　　��2月2日（月）～22日（日）千歳温水プール　スタンプラリー

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月28日（水）～30日（金）、2月4日（水）～7日（土）、
2月12日（木）～13日（金）、15日（日）～16日（月）

2月20日（金）～22日（日）
各日�14:00～15:30　2F八角堂

来館時、雨が降っていれば、スタンプ1個追加 スタンプ10個集めて
施設利用券をもらおう！

大　会（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。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

講習会

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

ブナ帯☆ワンダーランド展
2月27日（金）～3月16日（月）　会期中無休
11:00～19:00（最終日は17:00まで）
3F生活工房ギャラリー＆生活工房4F�

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

第27回��世田谷区弓道選手権大会
（男子の部・女子の部）

2月22日（日）�9:00　総合運動場弓道場

〒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　☎5432-1543　 5432-1559
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房 Des ign

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/

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

特に記載のない事業はハガキかFAXでスポーツ振興財団へ（ はホームページからも申込可能 はアイディクラブ協賛会員割引対象）
①イベント名 ②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤学年 ⑥年齢 ⑦性別　※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


	stg1501_1_nou
	stg1501_2_nou
	stg1501_3_nou
	stg1501_4_nou

