
次回（10月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます情報ガイドはスマートフォンやタブレット端末でもお読みいただけます（詳しくはP4参照）。

公益財団法人  世田谷区スポーツ振興財団  〒157－0074 世田谷区大蔵4－6－1
公益財団法人  せたがや文化財団　　　　  〒154－0004 世田谷区太子堂4－1－1
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日本の現代写真史に深くその名を刻む写真家・濱谷浩（1915-1999）。15歳でカメラを手にして以来、生涯にわたり独自の写真
哲学を築いてきたその作品は、対象に寄り添いつつも常に客観的態度に貫かれ、ときに鋭いメッセージを私たちに投げかけます。
本展は、濱谷の活動前半期にあたる1930年代から60年代の仕事に注目し、全5章の構成によって、その出発点から転換期まで
を辿るものです。早くから日本の風土に目を向け、民俗学的な視点から地方風俗を記録することに力を傾けた濱谷は、やがて社会
的な使命感をもって、自らが対峙した現実を写真の力で伝えていくことに心血を注ぎます。やがてグローバルな活動を展開すること
となる濱谷浩が、いかにしてその信念と姿勢を確立していったのか―そのゆるぎない足跡を追います。
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生誕100年

紹介される。渋沢は消えつつある羅宇屋、錠斎屋などの路上商売、市日
の賑わいを語り、「日本常民の心」をくみ取って写真表現するよう助言し
た。その年の暮れ、濱谷は初めて世田谷ボロ市を取材した。北條氏の楽
市に由来する市には、古い履き物、古着、古道具、農具が所せましとな
らび、庶民の活気に溢れていた。ここにも濱谷写真の原点がある。

多田亞生（本展監修者・編集者）

写真家濱谷浩と世田谷ボロ市
東京下町生まれの濱谷浩が憧れのライカC型を手に入れたのは昭和10
年、20歳の時で、会社に勤めながら夢中で銀座や浅草を撮り、それが
雑誌編集者の眼にとまって、幸運な写真家デビューとなった。昭和14
年、取材で新潟県高田を訪れ、偶然知り合った市川信次から、盲目の旅
芸人ゴゼ、雪国の山間に伝承される民俗行事を聞き、後に渋沢敬三を

“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・文学館などの文
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。
プログラムは、せた
がや文化財団各施
設、区役所、出張所、
図書館などで配布し
ています。

開催中〜11月15日日
世田谷美術館 ☎3415-6011（代）

［休館日］毎週月曜日（ただし10月12日［月・祝］は開館、10月13日［火］は休館）
［開館時間］10:00〜18:00（入場は17:30まで）
 一般 1,000円 他　※詳細は中面をご覧ください
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《稲刈り》最上、山形 1955年
Courtesy Estate of Hiroshi Hamaya,Oiso,Japan 

《歌ってゆく鳥追い》桑取、新潟 1940年
Courtesy Estate of Hiroshi Hamaya,Oiso,Japan 
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11月8日（日） 14:30〜（30分程度）
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

10月23日（金） 19:30〜21:00（開場19:00）
GGJAZZQUARTET　 申込先着60名　
1,500円　 下記参照

9月27日（日） 14:00〜15:30（開場13:30）
クルマが目的地まで自動的に連れて行って
くれる、SF小説のような技術「自動運転」で
未来の生活がどう変わるのかを解説します。

鶴原吉郎（技術ジャーナリスト）　 どな
たでも　 申込先着50名　 500円

往復ハガキかメール（P6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、ご来館ください（17:30まで）。
※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

■講演会「時代を映すメディアの顔〜
雑誌表紙アートディレクション史〜」
10月11日（日） 14:00〜15:30（13:30開場）

鈴木芳雄（編集者）　 申込先着50名　
500円 　 右記参照

■10月のギャラリートーク
10月24日（土） 14:00〜（30分程度）
テーマ：「宮本三郎と写真家たち」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

■講演会「宮本三郎の故郷と美術館」
11月8日（日） 13:30〜14:15（開場13:00）

二木裕子（小松市立宮本三郎美術館館長）　
申込先着50名　 無料　 右記参照

■11月のギャラリートーク
「第3回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」

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜9/27
第50回 黒沢竜　洋画展 shell & chateau

地球色展土との融合
十和の会 和紙造形展

9/29〜10/4 ポレフォニー〜アトリエ・ポレポレ20年の軌跡展
（共催事業）

ポレフォニー〜アトリエ・ポレポレ20年の軌跡展
（共催事業）

10/6〜11
2015 ART Garden Exhibition 第4回 世田谷区芸術アワード“飛翔”伸也写真展　※10/7（水）から公開

10/12〜18
※13日は休館日

アートクラブ11展 第4回 世田谷区芸術アワード“飛翔”坂本ひろの　おとなのための美術教室作品展１
10/20〜25 第26回 世田谷児童作品展 Dogs Vertical
10/27〜11/1 第14回 赤堤絵画教室作品発表会 Les Liens d'amitié   友情の絆展

世田谷美術館 区民ギャラリー

［開館時間］10:00〜18:00（入館は17:30まで）  ［休館日］毎週月曜日（ただし10月12日は開館、
13日は休館）　 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

※公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了（ただし、主催者により公開時間は異なります）。お問合せは当館総務課まで

展覧会関連企画

世 田 谷  美  術  館  分  館

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　※リピータ－割引（会期中）：本展有料チケット半券のご
提示で2回目以降の観覧料が団体料金になります

本展は、東京で生まれ育った濱谷浩が、新潟の豪雪地帯を訪れたことをきっかけに、民俗学的見地か
ら地方風俗を記録していくことに力を傾けた〈雪国〉、厳しい自然環境下で逞しく生きる人々の姿を日本
海側の農漁村の風景のなかに捉えた〈裏日本〉といった代表的シリーズをはじめ、戦後日本の都市と地
方にみる光と影を写した作品群や、安保闘争を取材した〈怒りと悲しみの記録〉など、その活動前半期
にあたる1930年代から60年代の仕事に注目しご紹介します。

■記念講演会「濱谷浩　その人・その写真」
10月10日（土） 14:00〜15:00（13:30開場）　
講堂
『濱谷浩写真集成　地の貌・生の貌』（岩波書店、
1981年）などの編集に携わり、濱谷浩を間近
に知る多田亞生氏に、その人物像や生前のエピ
ソードについてお聞きします。

無料　 先着150名　※当日午前10時よりエン
トランス・ホールにて整理券を配布します　※手話通訳
付き
■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。

どなたでも　 1回100円

関 連 企 画

清川泰次と昭和
開催中〜12月6日（日）

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〜9/27 吹きガラス　4人展

9/29〜10/4 やざきちえメッセージアート個展　
※9/30（水）から公開

10/6〜11 吹きガラスと陶絵付展　※10/7（水）から公開

10/12〜18 もんもとうるるん 〜Episode43〜
※10/13（火）は休館日、14（水）から公開

10/20〜25 櫻井利雅油絵展

※ 初日は午後から、最終日は16:00頃終了（ただし、主催者
により公開時間は異なります）

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

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

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/

向井潤吉の民家　絵画と写真
開催中〜12月6日（日）

展覧会

生誕100年  写真家・濱谷浩
―もし写真に言葉があるとしたら

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

展覧会

宮本三郎　写真家との対話
開催中〜11月1日（日）

第3回 宮本三郎記念デッサン大賞展
11月8日（日）〜12月6日（日）

濱谷浩《苗代》三郷、新潟　1955年
Courtesy Estate of Hiroshi Hamaya,Oiso,Japan 

いずれも展覧会は
10月6日（火）〜18日（日）
10:00〜18:00　区民ギャラリー　 無料

第4回 世田谷区芸術アワード
“飛翔”美術部門受賞記念発表

1階展示室開催中～11月15日 日

［受付日］10月3日（土）・4日（日） 10:00〜17:00
［受付場所］地下１階創作室AB、清川泰次記念
ギャラリー

［抽選会］10月18日（日）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28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）

［作品受付］①世田谷美術館2階講義室　10月17日（土）・18日（日）10:00〜16:00／②指定の写
真店：10月12日（月・祝）〜18日（日）営業時間内　

［展覧会］2016年1月5日（火）〜10日（日） 区民ギャラリー　最終日に表彰式あり　※詳細は要項
をご覧ください。当館、当館HP、区役所、支所、出張所、図書館、区民センター、各写真店などで配布中。

第 2 3 回  世 田 谷 区 民 写 真 展 作 品 募 集

改修工事のため、12月7日（月）〜2016年2月
5日（金）は休館します。 宮本三郎記念美術館と地域の会共催 人ひろば vol.30

「運転手が要らない！
クルマ社会はこんなに変わる」

音広場「若手ユニットによるスタンダードジャズ」

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

岩佐敦洋、小野正満、渡辺さなえ、真島直
子、岡田知之　［曲目］未定　 抽選200名　

無料　 往復ハガキ（P6記入方法参照、2
名まで連名可）で当館へ　 10月26日（消印
有効）　※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

清水総二 安達裕美佳高橋秀 《アダムとエヴァ―ブルー・
グレー ―（32種の版画）》1973年

おもしろいかたち・
いろいろ

開催中〜12月6日（日）　2階展示室

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■

《鏡の前の人形》2014年

《Untitled》2014年　※写真はイ
ンスタレーションの一部分

●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。

プロムナード・コンサート
岡田知之（元ＮＨＫ交響楽団打楽器奏者）

と仲間たちによる
打楽器あれやこれや・・・

音・・おと・・オト・・・・
11月15日（日） 14:00〜（13:30開場）　講堂

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15日（日）
　　　　  生誕100年　写真家・濱谷浩  ―もし写真に言葉があるとしたら
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 　　　　  世田谷文学館　2階展示室　10月10日（土）〜12月6日（日）  
　　　　  詩人・大岡信展
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

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合せください。

〒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（ただし10月12日は開館、13日は休館）世田谷美術館 Art

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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関 連 企 画

写真提供：大岡信ことば館

　大岡信氏の詩にはじめて出会ったのは、「春のために」と題する青春賛歌でした。大学の文学
サークルの機関紙に発表された作品でした。三十行ほどの詩句の言葉がすべて瑞 し々い爽やか
な感性の香気を放ち、生きる希望と愛をみなぎらせた詩想が鮮烈に躍動するのに、驚異の眼を
見張る思いがしました。ただ敗戦から五年か六年、朝鮮戦争の時期でもあり、溌

は つ ら つ

溂たる賛歌の背
景に、不安な時代へのまなざしがひそかに研ぎすまされているのが、感じとれたことも言いそえな
ければなりません。
　それ以来、大岡氏が年とともに、詩想の領域をひろげ詩法を深めてゆく道程を、近距離から見
つづけてきました。大岡氏の古典詩歌への造詣、シュールレアリスムなど西欧の詩への理解、造
型芸術の美の探求はよく知られている通りですが、それが詩作の養分になっている事実も見落と
せません。さらにまた、簡潔な随想の形式で、長年にわたって、詩歌の魅力をひろく一般の読者に
説きあかした『折々のうた』は、詩人の仕事として画期的なものでした。
　私ども世田谷文学館では、大岡氏の詩歌における豊富で多面的な業績の精髄をあらためて考
える機会を作るべく、大岡氏の詩業に親しんでこられた方 に々ご出講をお願いし、連続講座を開
催することにいたしました。多くの方々のご来館、ご聴講を待望しております。

世田谷文学館　館長　菅野昭正

連続講座　大岡信の詩と真実　各回 14:00～15:30　文学サロン

『折々のうた』や代表的な詩のほか、ラジオドラマ、連詩の試みも取り上げます。
声を楽しむ朗読会　司会・解説：福島勝則（多摩美術大学名誉教授）　 当日先着100名　
無料

【美術部門】 （P2に詳細を掲載）
【生活デザイン部門】 （P6に詳細を掲載）
【文学部門】 該当者なし
【音楽部門】 會

あい
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 瑞
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樹
き

打楽器奏者。武蔵野音楽大学大学院修士課程修了。現代音楽
演奏コンクール2位入賞（2010年）。ヴィブラフォン、打楽器
音楽の新しいレパートリー開拓に尽力し、會田のために作曲
された作品は100作品に上ります。アワード受賞記念公演に
ついては音楽事業部HPをご覧ください。

【舞台芸術部門】 開幕ペナントレース　村
む ら

井
い

 雄
ゆ う

2006年設立。日本独自の身体性と精神性を意識したエネル
ギッシュでシュールなスタイルが特長。若手演出家コンクール
2011 優秀賞＆観客賞（日本演出者協会主催）受賞。海外公演
の成功も収め、今後も海外を視野に入れた活動を展開。
シアタートラムネクスト・ジェネレーションvol.8『ROMEO 
and TOILET』として、2月に受賞者記念公演を行います。
詳細は決定次第、劇場HPでお知らせします。

将来にわたって文化・芸術活動を継続的に展開してい
く意思・意欲のある個人またはグループで、15歳以上
35歳以下を対象とした、第4回世田谷区芸術アワード

“飛翔”の公募が昨年行われ、多数の応募がありました。
これを受けて、せたがや文化財団各事業部及び外部審査
員による一次審査（書類等による審査）、続く本審査会に
て受賞者が決定しました。
※次回（第5回）の募集締切は平成28年9月頃を予定しています

戦後の廃墟から混沌の時代を、作家たちはど
のように見、生きたのか。そして、再生へと向
かったのか。当館収蔵資料から考えてみます。

第4回　世田谷区芸術アワード“飛翔”受賞者記念発表

詩人として、また文学から造形芸術にまたがる気鋭の評論家とし
て若くからその卓越した才能を知られた大岡信（1931～）。
古今の詩歌への造詣も深く、フランスをはじめとした国外の詩や
文芸に通じ、言語の壁を超えた国内外の詩人たちによる「連詩」
など新たな詩の境地も開拓してきました。本展では大岡文学の核
となる「詩」の業績を中心に、詩稿、草稿、創作ノートなど貴重な
資料によってご紹介します。

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 　※10月16日（金）は65歳以上無料　※障害者割引あり

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）

■ワークショップ「コトバのミュージアム」
ことばとからだ
11月3日（火・祝） 10:30～15:30　文学サロン 他

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（P6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20日（必着）

ことばと詩（「詩人・大岡信展」関連）
11月15日（日） 14:00～16:00　文学サロン

石津ちひろ（詩人）　 小・中学生　 抽選
100名（未就学児、付き添いの大人も参加可）　

無料　 往復ハガキ（P6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　 11月1日（必着）

1 10月10日（土）　 高橋順子（詩人）　
2 10月17日（土）　 野村喜和夫（詩人）
3 10月24日（土）　対談

 谷川俊太郎（詩人）、三浦雅士（評論家）
4 10月31日（土）　 長谷川櫂（俳人）
5 11月1日（日）　  吉増剛造（詩人）

各回抽選150名　 各回500円　
各開催日の2週間前（必着）まで

に往復ハガキ（P6記入方法参照、2
名まで連名可、全講座参加の場合
を除き1講座につき1通）で当館「大
岡展催事」係へ　※全講座参加の場合
はその旨を明記の上、1枚のハガキで9
月26日（必着）までにお申込みください

朗読会「ことばの海へ　大岡信を読む」　
11月7日（土） 13:30～16:15　文学サロン

第一詩集『記憶と現在』 1956年

関 連 企 画

10月10日（土）～12月6日（日）　2階展示室

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

戦後70年と作家たちⅡ
10月10日（土）～2016年4月3日（日）予定　1階展示室

会員割引対象

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合せください。

〒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

展示替えのため、次の期間は展示室を休室します。　企画展：9月24日（木）～10月9日（金）　コレクション展：9月28日（月）～10月9日（金）

世田谷芸術百華2015対象事業

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



世田谷パブリックシアター

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

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

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

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定）

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認）

●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 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

杉本博司　 豊竹呂勢大夫　鶴澤清治 他
野川美穂子　10/23：山村友五郎・いとうせいこう　10/24：尾上菊之丞　他

10/25：杉本博司　他
A席（1・2階） 4,500円　B席（3階） 4,000円
公益財団法人小田原文化財団 ☎3473-5235 （平日11:00～17:00）

s**t kingz　東京ゲゲゲイ　梅棒　タイムマシーン　BIG4　
Moreno Funk Sixers　BLUE TOKYO　PHILIPPINE ALLSTARS（フィリピン）　
S.I.N.E（ベトナム）　THE ZOO Thailand（タイ）　他日替わり

一般 S席 4,000円　A席 3,000円　
児童（6歳以上）・学生割引（要年齢確認証提示） S席 3,000円　A席 2,000円　他
※お一人様1公演4枚まで　 パルコ ☎3477-5858

福田雄一　 堤真一　勝地涼　清水富美加・小池栄子
鈴木浩介　上地春奈　池谷のぶえ　志賀廣太郎

S席（1階） 9,000円　A席（2階） 8,000円　B席（3階） 6,000円
［発売初日特電］10/10（土）10:00～18:00　☎0570-02-9940

※初日のみ店頭・オンライン販売なし
※お一人様1コール1公演4枚まで
※車いすスペースの利用は、一般発売日より劇場チケットセンターに要申込

シス・カンパニー ☎5423-5906

活動期間  2016年1月より、原則高校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  原則毎週日曜日の午前または午後（1～3時間程度）
※時間は練習内容によって異なる。演奏会前は日曜日以外の練習もあり

練習場所  区内施設（主に千歳船橋・弦巻・松原地区など）
費　用  1. 参加費　月額 4,000円（消耗品は実費購入）

2. 楽器レンタル費　月額 3,500円（希望者のみ）
3. 演奏旅行・合宿費　別途徴収（参加者のみ）

対　象  ♪世田谷区在住・在学の高校2年生以下（2016年1月現在）。ただし、ヴィオラ・チェロ・
　コントラバス・ファゴットについては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

応募資格   きちんとあいさつと返事ができる／楽譜が読める／練習日に必ず参加し（学校行事は
除く）、可能な限り1人で練習に通える／部活動と両立できる／オーケストラの活動に
自主的に取り組み、仲間とともに努力できる

選考方法  第1次／書類審査　第2次／オーディション（11月中旬～12月を予定）
申込方法   募集案内に付いている申込書に必要事項を明記し、写真添付の上、郵送またはFAX、

Eメールにて音楽事業部「ジュニアオーケストラ担当」まで

10/232425

19:00
14:00

10/2829303111/1

15:00
16:30
19:00

11/30 12/1 2 3 4 5 6

19:00
14:00 休

演

ダンス 『ダンス・ダンス・アジア　東京公演』10/28（水）～
11/1（日）

演 劇 シス・カンパニー
『才原警部の終わらない明日』

11/30（月）～
12/28（月）

一般  10/10（土）発　売
開始日

音 楽 『三
さん

茶
ちゃ

三
しゃ

味
み

～三味線音楽を聴く～』10/23（金）～25（日） 発売中

発売中

『才原警部の終わらない明日』世田谷区民先行抽選予約のご案内　
【受付期間】 9月29日（火）10:00～10月4日（日）23:59
【受付方法】 電話予約チケットぴあ特別電話0570-02-9945（音声自動応答）　※先行は劇場チケットセンターの取扱
いなし　※一部の携帯電話・PHS・CATV接続電話・IP電話からは利用できない場合あり。お手元にメモをご用意の上、
電話をおかけください。申込完了後に取消・確認不可のため、「申込受付番号」などメモを取ってください。区民先行パ
スワードの入力が必要です　

【抽選結果確認】 10月6日（火）10:00～10月8日（木）18:00 チケットぴあ特別電話0570-02-9945（音声自動応答）
※申込時にお伝えする5桁の「申込受付番号」の入力が必要です。　

【チケット引換期間】 10月6日（火）10:00～10月8日（木）23:30　
【チケット引換場所】 チケットぴあ店舗、セブン-イレブン、サークルＫ・サンクス　※引換の際に、9桁の「予約引換番号」
と「お客様の電話番号の下４桁」が必要。またセブン-イレブンでの引換は13桁の「払込票番号」が必要です。
要発券手数料（108円／枚）。

【注意事項】 申込は1回限り、1公演4枚まで。第3希望までエントリー可能（当選は1公演のみ）。先行抽選予約は必ずし
も良いお席を提供するものではございません。　 劇場チケットセンター ☎5432-1515（10:00～19:00）

せたがやジュニアオーケストラ

募集案内は、音楽事業部HPまたはせたがやジュニアオーケストラHP（http://s-j-o.jp）から
ダウンロードできます。また、区内施設でも配布中です。

★良い刺激がたく
さんあって、楽器
がもっと好きにな
りました！

★みんな優しくて
楽しくて、一生の
友達になれる最高
の仲間です。

多彩な曲の数々を、初めて女性指揮者で演奏します。
田中祐子（指揮）　せたがやジュニアオーケストラ　 シューベルト：交響曲「未完成」 他
一般 1,000円　 　※3歳未満入場不可

せたがやジュニアオーケストラ第6回定期演奏会
12月20（日） 15:00　世田谷区民会館 9月25日（金）

発売開始

★SJOの練習を楽
しみに1週間頑張っ
ています。練習がな
い日曜日は寂しい…

▲７日以降  ※（月）（金）19:00
（火）（日）  ※12/28 14:00

（水）（土）14:00/19:00

未就学児
入場不可

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）では一緒に活動する新しい仲間を募集します。
SJOで一緒に成長しませんか？

メンバー募集

2015年9月25日4

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合せください。

応募締切 
11月6日（金）

必着

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

せたがや情報ガイドの
　　　   アプリ配信を
　　　   はじめました！

●アプリで読むには…
App Store・Google Playから

「i広報紙」を検索し、ダウンロード

お住まいの地域ほか簡単な設定をします

最新の広報紙が配信されます

※ i広報紙の利用やシステムについては（株）ホープへ
    ☎092-716-1404　   http://ikouhoushi.jp

スマートフォンなどで使える
　アプリ 「 i 広報紙」で
　　いつでもどこでも
　　　読むことができます。

アイ

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
■（公財）せたがや文化財団 ☎5432-1501問

〒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〜金曜日：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　 音楽事業部チケットの申込み

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。



世田谷芸術百華2015対象事業

ダンス トヨタ コレオグラフィーアワード2014 受賞者公演
川村美紀子 新作『まぼろしの夜明け』10/9（金）～11（日）

シアタートラム

会員先行発売・割引対象

芸術の秋到来! 世田谷パブリックシアターでは、海外の有名アーティストの来日公演や、古典と現代の融合をテーマとした
公演など幅広いラインアップを揃えてお待ちしております。

「現代能楽集」は古典の知恵と洗練を現代に還元し、新たな
舞台創造へと生かしたいと芸術監督・野村萬斎が立ちあげ
たシリーズです。
第8弾となる今回は、三島由紀夫作「近代能楽集」を土台とし
たマキノノゾミの新作現代劇をお届けいたします。古典で
ある能楽を近代劇に翻案した「近代能楽集」を、さらに解体・
再構築し、「現代能楽集」として生まれ変わらせます。
平岡祐太、倉科カナ、眞島秀和、一路真輝など個性豊かな
キャストでお送りいたします。

現代能楽集Ⅷ『道
ど う

玄
げ ん

坂
ざ か

綺
き

譚
た ん

』
三島由紀夫作 近代能楽集「卒

そ

塔
と

婆
ば

小
こ

町
まち

」「熊
ゆ

野
や

」より

芸術監督・野村萬斎がゲストと繰り広げる
トーク＆パフォーマンス。今回は時代の先端
を走るクリエーティブ・ディレクターと共に、
伝統芸能の「型」にテクノロジーで迫ります。

野村萬斎　菅野薫　森内大輔　
真鍋大度（映像参加）
ライゾマティクス リサーチ

 3,800円　一般 4,000円　高校生以下・U24 2,000円
※未就学児入場不可

暴君ペストに対する青年の苦悩と反抗を描
いた、カミュの長編戯曲をリーディング形式
でお送りいたします。演劇人カミュの魅力を
ご堪能ください。

作 アルベール・カミュ
翻訳 大久保輝臣　演出 中屋敷法仁

 2,200円　一般 2,500円
高校生以下 1,000円　U24 1,250円
※未就学児入場不可

MANSAI　解体新書その弐拾伍
『解析』～伝統芸能×テクノロジー～

作 演出 マキノノゾミ　 野村萬斎
平岡祐太　倉科カナ　眞島秀和　一路真輝  他

 S席（1階・2階） 6,800円　一般 S席 7,000円
A席（3階） 5,000円　高校生以下・U24 一般料金の半額
※未就学児入場不可

映像の魔術師と呼ばれるロベール・
ルパージュの代表作『ニードルズ＆オ
ピウム』（1993年来日）が、最新テクノ
ロジーを駆使した新作として約20年
ぶりに甦ります。伝説のジャズトラン
ペッターであるマイルス・デイヴィス
と、万能の芸術家ジャン・コクトーを
モチーフとした、幻想的舞台をお楽し
みください。

作 演出 ロベール・ルパージュ　
 S席（1階･2階） 7,200円

一般 S席 7,500円　A席（3階） 5,500円　
高校生以下・U24  一般料金の半額 他
※未就学児入場不可

Needles and Opium 針とアヘン
～マイルス・デイヴィスとジャン・コクトーの幻影～

アートタウン
関  連  企  画 ミュルミュル ミュール

チャップリン一家のロマンチックサーカスがやってくる! 引っ越
し準備中の女性・オーレリアが段ボール箱を覗いてみると、不
思議な世界が広がっていた…。世界中をおとぎの魔法で包んだ
舞台がいよいよ初来日を果たします。

演出
ヴィクトリア・ティエレ＝チャップリン

オーレリア・ティエレ  他
 大人 3,000円　

子ども（4歳～高校生） 1,500円
一般 大人 4,000円
子ども・U24  2,000円
※3歳以下ひざ上のみ無料

戯曲リーディング◆時代を築いた作家たち③
アルベール・カミュ vol.2『戒厳令』

14:00

19:00
16:00

1516171819209 10 11121314 2111/8

休
演

休
演

視覚障害者のための舞台説明会あり
終演後ポストトークあり

10日　マキノノゾミ  野村萬斎
13日　 平岡祐太  根岸拓哉  一路真輝
18日　倉科カナ  眞島秀和  水田航生

出
出

出

10/91011 12

18:00
13:00

19:00

10/1617 18

19:30
15:00

世田谷パブリックシアター  9月30日（水） 19:00

世田谷パブリックシアター  10月9日（金）～12日（月・祝）

シアタートラム  10月3日（土）・4日（日） 14:00世田谷パブリックシアター  11月8日（日）～21日（土）

世田谷パブリックシアター  10月16日（金）～18日（日）

中屋敷法仁

10月17日（土）・18日（日）
世田谷アートタウン2015 三茶de大道芸　開催！　詳細はP7へ

撮影：森日出夫

撮影：Nicola Frank Vachon

野村萬斎

撮影：R.Haughton

音 楽 宮川彬良のせたがや音楽研究所 ＃4
～だれもが知っている童謡をまるごと大分析!～

10/3（土）17:00
北沢タウンホール

音 楽 室内楽シリーズ
堤剛＆練木繁夫デュオ・リサイタル

10/12（月・祝）14:00
成城ホール

　前売りチケットは販売予定枚数を終了。当日券については10月1日以降に要問合せ。
　※公開リハーサルの募集は終了しました

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　米良美一（歌手）　INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）
 2,000円　一般 2,500円

日本を代表する2人の演奏家による、至極の共演をお楽しみください。
堤剛（チェロ）　練木繁夫（ピアノ）
ドビュッシー：チェロ・ソナタ ニ短調、R.シュトラウス：チェロ・ソナタ ヘ長調 Op.6　他

 3,500円　一般 4,000円

発売中

発売中

川村美紀子　 亀頭可奈恵　後藤海春　鈴木隆司　住玲衣奈　永野沙紀
全席自由（整理番号付）  2,800円　一般 3,000円　学生 2,500円（当日要学生証提示）

※開演後は入場待ちの場合あり　 Dance in Deed! ☎090-4429-5747（平日11:00〜18:00）
未就学児
入場不可

10/9 1011

19:30
15:00

発売中

藤田康城　 安藤朋子　山崎広太
全席自由（整理番号付）  3,600円　一般 3,800円　小学生～高校生（当日要

年齢確認証提示）・U24 2,500円
ARICA ☎080-4200-4551（平日10:00〜18:00）

11/5 6 7 8

18:00
14:00

19:30

ダンス ARICA『Ne ANTA』11/5（木）～8（日） 発売中

未就学児
入場不可

マーティン・マクドナー　翻訳 小川絵梨子　
蒼井優　岡本健一　成河　中嶋しゅう

 7,600円　一般 7,800円　 チケットスペース ☎3234-9999

11/14151617181920

14:00
13:00

17:00
19:00

休
演

◀21日以降　（土）13:00/17:00、22（日）14:00、23（月・祝）29（日）13:00、（火）（金）19:00、（水）（木）14:00/19:00

演 劇 シーエイティプロデュース
『スポケーンの左手』11/14（土）～29（日） 発売中

ノゾエ征爾　 村木仁　家納ジュンコ　はえぎわ劇団員
 3,800円　一般 4,000円　早期観劇割引（23～25日） 3,600円

Ｕ24 3,000円　他　 はえぎわ ☎070-5366-8809（平日12:00〜19:00）
 ◎アフタートークあり

演 劇 はえぎわ
『ゴードンとドーソン～妻と夫の虎の夢～』

10/23（金）～
11/1（日）

10/23242526272829

14:00
13:00

18:00
19:00 ◀30日以降　（金）19:00◎、（土）13:00/18:00◎、（日）13:00

未就学児
入場不可

発売中

桑原裕子　 成瀬正紀　若狭勝也　高山奈央子　佐賀野雅和
松村武　川隅美慎　辰巳智秋　斉藤とも子　他

 4,100円　一般 4,300円　サービスデー★ 3,800円
U24 3,000円　他　 オフィス REN ☎6380-1362（平日12:00〜18:00）

12/5 6 7 8 9 1011

14:00
13:00

18:00

アフターイベントあり
19:00

演 劇 KAKUTA『痕跡《あとあと》』12/5（土）～
12/14（月）

 10/13（火）
一般  10/17（土）

発　売
開始日

◀12日以降　（土）13:00/18:00◎、（日）13:00、（月）14:00

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

音  楽  事  業  部  主  催 
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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合せください。

〒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/Theatre世田谷パブリックシアター

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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T i c k e t  I n f o r m a t i o n

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



 　

2015年9月25日6

留 学 生 を 通し
て 世 界 を 知 る
JAPONDER

（ジャポンダー）。
今年はウガンダ
共 和 国 の 留 学
生と、その夫人
で あ る 文 化 人
類学者の研究展示から、ウガンダの社会問
題や、日本とアフリカの「結婚」と、そこから
はじまる家族の暮らしを考えます。

無料

ワークショップ　「バナナなウガンダ！ 
新婚さんのお家ごはん」
11月14日（土） 10:00～14:30　生活工房4F
留学生から
ウガンダの
主食である
バナナ料理
やピ ーナッ
ツソース、煮
込みなどの
家庭料理を
習い、ウガンダの生活文化を体験します。2
人1組でお申込みください。

イアン・カルシガリラ、椎野若菜　 2人
1組で抽選10組（20歳以上、性別不問、親
子も可）　 1組3,000円　 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2日（必着）

日本とアジアの満月のお祭りを記録した映像
と、月のサイクルの影響を受ける動物たちの
自然映像を上映します。

［上映作品］「マンダレーの灯明祭」「チワン
族の中秋節」（国立民族学博物館）、「下園の
十五夜」（民族文化映像研究所）、「THE BLUE 
PLANET 7 潮流のドラマ」（BBC）　※詳細は
生活工房ＨＰ参照

50名　 無料　 不要、直接会場へ

かつての世田谷
の町並みや暮ら
しぶりが記録さ
れた8ミリフィル
ムを、収集・公開・
保存・活用してい
くアーカイブ・プ
ロジェクト、『穴アーカイブ：an-archive』。こ
のたび、区民の皆さまからご提供いただいた
フィルムをお披露目します。東京五輪開催中
の駒沢オリンピック公園、昭和30年代の向ヶ
丘遊園、三軒茶屋などを上映予定。お誘い合
わせの上、お越しください。
※当日はデジタル映像を上映予定
※詳細は生活工房HP参照

無料　 不要、直接会場へ

電子レンジ、ノー
トPCなどの家電
製品の仕組みに
ついて、自分の
手で分解しなが
ら調べる体験
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。

［進行］（株）東芝　 小学3年生以上の親子2
人1組　 抽選25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　 10月19日（必着）

1年に3〜4冊というゆっ
たりとしたペースで長く
愛される本を作り続け
ている出版社・のら書
店。代表の恵良さんに、
今までに出版した本を
中心に、お話しいただき
ます。

恵良恭子（「のら書店」
代表取締役）　 一般

（託児はありません）
抽選20名　 100円　 往復ハガキ（欄

外記入方法参照）で生活工房へ　 10月27日
（必着）

1 水曜講座（午前・午後）〈名作を読む〉 
11月25日、12月２、９、16日
各回10:30～12:30／13:30～15:30
作品：太宰治著『斜陽』 

岩井正（NHK日本語センター）
2木曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
11月26日、12月３、10、17日
各回13:30～15:30
作品：向田邦子著『思い出トランプ』から

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27日、12月４、11、18日
各回13:30～15:30
作品：夏目漱石著『三四郎』

金野正人（NHK日本語センター）
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、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/

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。約5分間の映像を繰り返し上映します。

無料　 不要、直接会場へ

ワークショップ
CASA PROJECTの工作室
10月17日（土）・18（日） 11:00～12:00、
15:00～16:00（両日とも）   生活工房4F
不用になった傘の分解・制作を行い、自
分だけのコースターやカメラケースを制
作して持ちかえることができます。また、
両日とも不用になった傘の回収も行って
います。  ※詳細は生活工房HP参照

HOUKO（CASA PROJECT）　 各回先
着10名　 500円　 不要、当日直接
会場へ

第4回 世田谷区芸術アワード“飛翔” 生活デザイン部門受賞展覧会

「雨のち傘のちCASA PROJECT」
10月10日（土）～20日（火） 9:00～20 :00　3F生活工房ギャラリー　会期中無休

子どもワークショップ
「分解ワークショップ」

～家電製品の仕組みを探ろう！

11月1日（日） 13:30～17:00　生活工房4F

朗読講座　豊かなことばの世界

世田谷おはなしネットワーク講演会
「本の力を信じて―小さな出版社の32年」

11月10日（火） 10:00～12:00　生活工房5F

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■
「JAPONDER2015

―アフリカと結婚」
10月23日（金）～11月15日（日） 9:00～20:00

3F生活工房ギャラリー　会期中無休

時をときはなつ vol.4 「月を待つ」
時のドキュメンタリー上映会

「満月の夜に」
9月26日（土） 16:30～19:00頃　生活工房4F

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
９月30日（水）、10月1日（木）、3日（土）、

6日（火）、9日（金）～10日（土）以降の日程はＨＰ参照
各日14:00～15:30（途中入退場可）　2F八角堂

関連イベント

関連イベント

インドネシア・スンバ島
に伝わる独特の模様が織
り込まれたイカット（絣

かすり

織
物）。男性の衣服はヒンギ、
女性用はラウと呼ばれて
います。本展では染織作
家・渡辺万知子氏のコレ
クションから約30点のイ
カットを展示し、馬、エビ、
魚、人物像などの模様の意
味をひもときながら、スン
バ島の生活文化を紹介し
ます。 無料

7つの海と手しごと vol.6

「インド洋とスンバ島のヒンギ／ラウ」
開催中～10月4日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

「8ミリフィルム鑑賞会」
穴からみえる、ひと、くらし、世田谷
10月４日（日） 14:00～15:30　生活工房4F

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

（右頁）同時開催！

photo by Koji Suga

『クシュラの奇跡』
ドロシー・バトラー（著）

百々佑利子（訳）

不用になった傘を「新たな材料」として捉えなおし、プロダクトや作品に生まれ変わらせているCASA 
PROJECTの活動を紹介します。身近な傘をヒントにして、これからのモノづくりを一緒に考えてみま
せんか。　※詳細は生活工房HP参照　 無料

〒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

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合せください。

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

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



前年まで飾られていたフラッグなど
をリサイクルして、グッズをつくりま
した。当日限定のオリジナルグッズと
してチャリティーを呼びかけ、集まっ
た支援金は世田谷区の「東日本大震
災復興支援金」を通じ、皆様のエール
と共に被災地にお送りします。
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毎年恒例の大道芸フェスティバルが今年も開幕
します！ 今年のテーマは「楽園」。街中で国内外
の一流パフォーマーたちが、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。その他、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、三軒茶屋に現れる2日限りの

「楽園」をお楽しみください。
世田谷アートタウン事務局

☎5432-1547（10月末まで）　 http://arttown.jp/

 10月17日（土）・18日（日）
12:00～日没　※会場により異なります。雨天決行
三軒茶屋駅周辺・キャロットタワー・
近隣商店街など

世田谷の原風景・古民家を紙工作しよう
※塗絵・組立作業で、楽しく制作できるアトリエです
9月29日、10月4・6・12・13・20・27日、11月1・3日
各日10:00/11:00/12:00/13:00/14:00
用賀4-28-14 メアン1号室
紙工作は、代官屋敷、岡本・次大夫堀民家園・農村神楽・田楽がテー
マです。

200円〜1,500円　※製作物によって参加費が異なります　※材料
のみの購入も可　※定員あり　※要事前申込　 紙風景 かみちゃん

kamifukei@gmail.com　☎080-5065-0400　　
※お電話でお申込みの方は、夕方以降にご連絡をお願いします
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本を代表する現代美術作家・榎倉康二の没後20年企画展
開催中～9月27日、10月2日～25日、11月6日～29日 各日12:00
～18:00（金・土・日曜日のみ開廊　※10月2日～25日の期間のみ
木曜日も開廊）　スペース23℃（中町2-17-23）
日本を代表する現代美術家・榎倉康二の没後20年に際し、榎倉の
教え子達によるオマージュ展を開催いたします。

無料　 ☎ 3701-5272　担当：榎倉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バリアフリーカンパニー　Api Lucky
ネイチャーバイブレーションシアター2015　「Eternal Memory 永遠の記憶」
9月25日（金）（14:00/19:30）・26日（土）（14:00/18:00）・27日（日）

（13:00/16:30）　下北沢 Geki地下Liberty（北沢2-11-3 B1F）
振付家の香瑠鼓が主宰。バリアフリーアーティスト達による新感
覚表現芸術！ 多彩なゲストアーティストも出演。

前売3,500円/当日3,700円　※要事前予約　 オフィスルゥ
☎3413-4139　予約は電話または anzai@lou.co.jp

秋のすずらん祭　「ラテンフェスティバル」
10月25日（日） 13:00～16:00
小田急線経堂駅北口広場
マリアッチ（メキシコを代表す
る楽団の様式）のバンドにゲス
トを加え、唯一無二の個性溢れ
る音楽の世界へいざないます。

マリアッチ・サムライ、
HIROMI（菊丘ひろみ）&シキーニョ

商店街とアートプロジェクト 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　※事前申込不要　 音楽事業部　☎5432-1535

Xmasゴスペルナイト
in三茶
12月6日（日） ①15:30～
②16:30～（予定）
三軒茶屋ふれあい広場
三軒茶屋の街にゴスペルが鳴
り響く！

ゴスペルクワイア 他

11月29日（日）
13:00～16:00（予定）
生活工房
セミナールームAB

無料（要事前申込）
世田谷区 文化・国際課

☎5432-2124

まちなかコンサート　～音楽は風にのって～
①9月26日（土） 13:00/15:00  二子玉川ライズ ガレリア（玉川2-21-1）
②10月31日（土） 13:00/15:00  成城コルティ2F プラザ（成城6-5-34）
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たち
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

はじめてのインド舞踊　「東京ガラナ#12」
９月27日（日） ①マチネ 15:30  ②ソワレ 18:00
成城ホール（成城6-5-34）
秋の夜長、北インドの宮廷で踊られたカタック舞踊に酔いしれま
しょう。
①②大人900円 ①子ども500円　※全席自由・要予約
カダムジャパン　☎080-1330-5859 kadamb@hotmail.co.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コンサートへの招待 ーチェロとピアノの演奏とお話ー
10月24日（土） 14:00～16:00　区立八幡山小学校（八幡山1-14-1）
チェロとピアノのコンサートを気軽にお楽しみください。

無料   ※要事前申込   八幡山町会文化部   ☎080-3179-6749

生形三郎 Sound Exhibition 　『耳で観る音楽』 
～烏山サウンドスケープ～
1サウンドエキジビション　10月25日（日）～30日（金）

［（日）13:00～18:00 （月）～（金）15:00～20:00］
2ワークショップ「サウンドマップを作ろう！～録音ワークショッ
プ」　10月31日（土） 10:00～17:00
3ライブコンサート　11月1日（日） 14:00/17:00
StudioGOO（粕谷4-7-19）

「耳で観る映画」のような音楽を体験します。一緒に音探しの旅に
出発しませんか?

1無料 21,000円 3一般2,500円/学生2,000円/小学生以下
無料　 StudioGOO　☎3326-4945　担当：吉福

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

蘆花恒春園　「かやぶきコンサートPlus+」
11月8日（日） 13:30～15：00
都立蘆花恒春園 梅花書屋前（粕谷1-20-1）
徳富蘆花の旧宅（かやぶき家屋）で魅惑のタンゴコンサートを開催。

無料　※事前申込不要　 芦花公園しあわせの野音の会（竹本）
☎090-9365-1575
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青空ワークショップ&烏山ジャムホリデー
11月21日（土） 13:00～16:30
烏山区民センター前広場（南烏山6-2）
烏山野外イベントで贈るジャズをお楽しみください。

無料　 烏山ジャムホリデー実行委員会（志茂）
☎080-8716-1896

世田谷アートタウン2015

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
みや問合せ等詳細は、各連絡先まで。

イルミネーション点灯式
11月22日（日） 17:00～　小田急線喜多見駅南口駅前広場
東京藝術大学の同期生によって結
成した金管五重奏のグループ。若
手実力派メンバーによる美しい音
色がイルミネーション点灯式を盛
り上げます。

トラベル・ブラス・クインテット

©SHELLY

［ 活 動 内 容 ］ ①パフォーマーの付き人・通訳 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

［ 活 動 日 時 ］ 10月17日（土）・18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］ 10月3日（土） 17:00〜19:00・4日（日） 14:00〜16:00
［説明会場所］ 三軒茶屋キャロットタワー内

世田谷パブリックシアター「アートタウンボランティア」 担当　☎5432-1526

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！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アートに関する
交流会  2015

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合せください。

世田谷芸術百華2015対象事業 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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10:00～10:40　ピラティス
10:50～11:30　はじめてのヨガ
11:40～12:20　ボディコンバット

各教室開始15分前から受付開始　先着20名！
※ボディコンバットは室内履き必要

10月18日（日） 
10:30～15:30　開会式9:45～
総合運動場、大蔵第二運動場

第51回 区民スポーツまつり
～いい日、いい汗、いい仲間～

総合運動場
フィットネス教室
参加費無料！！

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）
太子堂中学校温水プール（☎ 3413-9311）
烏山中学校温水プール（☎ 3300-6703）

★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　★ふわふわトランポリン　
★ジャンボスライダー　★FC東京サッカークリニック　
★車いすテニスデモンストレーション＆ふれあいテニス
★昔の遊びコーナー　★大道芸　★模擬店　★縁日　
★フリーマーケット
★ウルトラマンギンガショー　①12:15～（握手会あり）、②14:45～
※雨天時は12:30～の1回のみ（握手会なし）

※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に制限があります。詳細はスポーツ

振興財団へお問合せください

小さなお子さまからご年配の方まで、また障害のある
方も参加できる楽しいアトラクションやイベントが盛
りだくさん。ご家族・お友達と遊びにきてください！

1、2は当財団HPまたはハ
ガキかFAXでスポーツ振興財団へ

主な注意事項　※詳細は各施設へお問合せください
●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

主なイベント

温水プール無料開放 9:00～21:00

1Hip Hop 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

小・中学生　 先着30名　 10月8日（必着）
2①レディースフットサル＆②親子フットサル
①13:15～14:15　②14:30～15:30　総合運動場体育館

①18歳以上の女性②小学生と保護者　 抽選①20名②10組20
名　 ①②ともに10月8日（必着）
3初心者のための弓道
初心者を対象とした個人戦と風船・射割等の余興
10:30～13:00　総合運動場弓道場
※13:30～未経験者向け体験教室あり（申込不要）

中学生以上の初心者　 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8日（必着）

事前申込が必要なイベント

①第3期バスケットボール教室
10月6日～12月15日（11月3日を除く）
毎週火曜（全10回）　

小学生 17:00～19:00  中学生・高校
生相当19:00～21:00　 先着 45名 35
名　 各8,000円（体験参加は800円／1回）

電話かFAXで大蔵第二運動場管理事務所
（大蔵4-7-1 ☎3416-1212  3416-1777）
へ
②第4期デイタイムテニススクール

月曜コース 11月16日～2016年1月4日
（11月23日、12月28日を除く）　

金曜コース 11月20日～2016年1月8日
（12月25日、2016年1月1日を除く）　
※初心者から上級者のクラス分けあり（時間・
クラスなどはお問合せください）

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）

ハガキかFAX（上記申込方法参照、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9日（必着）

高校生相当以上　 抽選30名　 3,000
円　 10月16日（必着）

■アマチュアボクシング競技
11月8日（日） 12:30～
東京農業大学　常磐松会館3F道場

①平成27年度日本ボクシング連盟登録者
②世田谷区在住、在勤、在学のいずれかに該
当する者　 2,000円　 ハガキかFAX

（上記申込方法参照）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　

10月8日（必着）

ハロウィンならではの仮装をしてエクササイズ!!
高校生相当以上（中学生以下は保護者同伴）　
先着50名（雨天時抽選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）
※服装自由（ハロウィンの仮装推奨）

千歳温水プール周辺の穴場スポットを写真
を撮りながら歩こう！

小学生以上（中学生以下の方は保護者の同
伴が必要）　 先着100名　 無料

電話またはFAXで船橋まちづくりセンター
（〒156-0055 船 橋4-1-12 ☎3482-0341 

5490-7031）へ　 千歳温水プール管
理事務所（〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-
3911 3789-3912）へ

FC東京を応援していただける区内在住・
在学の小学生親子ペア（子ども1名、大人1名）
※席はFC東京側ホーム自由席　 抽選150
組300名　※子ども１名につき１通  無料  

子どもの学校名も明記し、スポーツ振興財
団へ　 10月13日（必着）

［講師］日本体育大学hip hop同好会
小学生　 抽選20名　 無料

ハガキかFAX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13日（必着）

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実技を実施（参加賞あり）

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
もに抽選各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23日

（必着）

区内在住・在学の小・中学生とその家族
抽選50組（1申込5名まで）　 無料　 申

込者全員の氏名も明記し、スポーツ振興財団
へ　 10月20日（必着）

運動不足を感じている方！ 運動を始めようと
している方におすすめ！ 初心者の方でも楽し
めるフットサル教室です。

［講師］フットボールコミュニケーションアカ
デミー講師陣  30名  12,000円  10
月12日（必着）

小学3～6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）

ハロウィンズンバ
10月12日（月・祝） 15:15～16:15（受付15:00～）

総合運動場1階入口前広場

親子スポーツ観戦デー
2015 明治安田生命

J1リーグ 2ndステージ第15節
FC東京 VS 浦和レッズ

～AJINOMOTO Day～ 
10月24日（土） 14:00キックオフ　味の素スタジアム

親子スポーツ観戦デー
ジャパンラグビートップリーグ第1節

リコーブラックラムズ VS 
NTTコミュニケーションズシャイ

ニングアークス
11月14日（土） 11:40キックオフ　秩父宮ラグビー場

スポーツフェスタin千歳温水プール
ジュニアHip Hop体験教室

11月3日（火・祝） 15:00～17:00　千歳温水プール集会室

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8日（日） 10:30～12:30
駒沢オリンピック公園 第二球技場

ちとふなフォトウォーク
10月12日（月・祝） 9:30～12:00（受付9:00～）

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
10月21日～12月16日  ※除外日あり  毎週水曜
10:00～11:30（全8回）　総合運動場体育館

ジュニアソフトテニス教室
10月25日～11月29日　毎週日曜

9:00～11:00（全6回）　総合運動場テニスコート

バドミントン教室
10月31日～11月28日　毎週土曜

19:00～20:30（全5回）　梅丘中学校体育館

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込　 締切　 問合せ先

大  会（共催事業など）

スポーツ教室

イベント ■ソフトバレーボール競技
11月15日（日） 9:00～　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・混合シニア（50歳以上）・レディー
スシニア（50歳以上）　 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（上記申込方法参照）で区バレー
ボール連盟・金当（〒158-0095 瀬田5-38-
11 ☎3700-7882）へ　 10月10日（必着）

■第46回世田谷区陸上競技選手権大会
10月25日（日） 9:00～　総合運動場陸上競
技場　※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

（ http://www.setagayarikujyo.org/）
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添付送信　
setagayarikujyou@gmail.com　 10月6
日（必着）
■ソフトテニス世田谷選手権大会
①10月28日（水） ②11月8日（日） ③11月15日

（日） ④11月29日（日） ⑤12月20日（日） 9:00
～（①のみ13:00～）　総合運動場テニスコート

［種目］①シニアⅡ部②一般男子（高校生含
む）、壮年女子（45歳～・55歳～・65歳以上）
③一般女子、壮年男子（45歳～・55歳～・
65歳以上）④成年男子、成年女子、ジュニア

（中学生）⑤ジュニア（小学生・高校女子）
所定の申込書と郵便振替で区ソフトテニ

ス連盟・山根（〒154-0004 太子堂5-17-15 
☎3410-7886）へ　 ①～④10月23日（必
着）⑤12月3日（必着）
■第125回世田谷区卓球団体戦　中学・
高校の部
11月29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　☎6909-
0713）へ　 11月6日（必着）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

共催大会

第65回区民体育大会

※大会要項・所定の申込書は、一部当財団HPから
ダウンロード可　※詳細は各問合せ先へ

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合せください。

再生紙を使用しています

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氏名（フリガナ） ③住所 ④電話番号 ⑤生年月日 ⑥学年 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

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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