
次回（7月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

種  目 部  門 スタート 制限時間

5km
A  中学生男女 11:00

40分 高校生相当～39歳男女

B  40～59歳男女 12:00 60歳以上男女

2km
A  小学生低学年男女 13:10 20分B  小学生高学年男女 13:35
C  親子（小学生） 14:00 30分

〈距離5km・2km〉
駒沢オリンピック公園（周回）　
●定　 員：各種目300名  
　※2kmC［親子（小学生）］は300組
●参加料：高校生相当以上1,000円、
　小・中学生300円
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（公財）日本陸上競技連盟公認競技会
〈距離21.0975km〉
●定　　員：1,800名
●参 加 料：4,500円
●制限時間：130分（途中関門 5カ所）
●部　　門：陸連登録者男女、
　　　　　　高校生相当～39歳男女、
　　　　　　40～59歳男女、60歳以上男女
※定員1,800名のうち、200名分は寄附者枠（先着順）

ランニングクリニック
9/8〜29 毎週土曜日 10:00-12:00（予定）

世田谷246ハーフマラソン
出場者向け合同練習会
10/27 土曜日 10:00-12:30（予定）会場  総合運動場陸上競技場 ※詳細は本紙7月25日号をご覧ください

世田谷246ハーフマラソン
公式サポートイベント

本大会は、チャリティーマラソンの一環として、ハーフマラソンの参加料のうち
500円分を東日本大震災の被災地復興支援金とさせていただきます。

世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局
（公財）世田谷区スポーツ振興財団内
☎3417-2811（平日9:00～17:00）

大会に関する
お問い合わせ

世田谷246ハーフマラソンエントリー事務局
スポーツエントリー内
☎0120-711-951（平日10:00～17:30）

申込みに関する
お問い合わせ

［日］

7.31

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
8:30 start （荒天中止）

［写真提供：オールスポーツコミュニティ］

開催日

申込期間

［日］

11.11
7.1 ［火］
申込方法は、P8をご覧ください

※詳しくは、区HPをご覧ください

申込期間

7/15まで

ふるさと納税（寄附）
エントリー枠新設

世田谷パブリックシアター
チケットセンター前売情報

TICKET P7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   5432-1501  http://www.setagaya-bunka.jp/　
公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団   〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1　   3417-2811  http://www.se-sports.or.jp/ 
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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　
●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー   

林芙美子 貧乏コンチクショウ
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）
平成29年度寄贈の北杜夫 
旧蔵資料から、北杜夫の

「夜と霧の隅で」の原稿や
父・齋藤茂吉の歌集稿本
や書画などの自筆資料ほ
か、茂吉愛蔵の正岡子規、
森鷗外、幸田露伴らの短冊
や書軸なども一堂にご紹
介。会期中、展示替えを行
います。
大好評のムットーニコー
ナーでは、中原中也の詩「地極の天使」にもとづ
く《アトラスの回想》、芥川龍之介の短編《蜘蛛
の糸》、萩原朔太郎の詩《題のない歌》、新たな3
作品をお見逃しなく！

抽象画の絵を描き、完成した作品を展示発表す
ることで画家の仕事を体験する2日間のプログ
ラム。ヘラを使って、色や形を自由に描き、新し
い表現に挑戦しよう！
※汚れても良い服装でお越しください

吉田花子（画家）　 小学5年生以上　 抽
選20名　 無料　 往復ハガキ（欄外記入
方法参照、年齢も明記､連名可）で当館どこで
も文学館担当へ　 7月14日（必着）

あなたのイチ推し！筒井作品募集！
エンターテインメントと純文学の垣根を自在に
越境し、精力的に創作活動を続ける筒井康隆。今
秋開催予定の展覧会を記念して、あなたにとっ
てイチ推しの筒井作品を募集します。あなたの1
作品（長編・短編）を選び、エピソード（200字程
度）を添えてお送りください。応募いただいた内
容はすべて、展覧会でご紹介します。

欄外記入方法参照（※ペンネーム可）　当館
「筒井康隆」係へ
メールは event.setabun@gmail.comまで。　

6月30日（消印有効）

松任谷由実、ピチカート・ファイヴ、Mr.Childrenなど、
日本の音楽シーンをリードしてきた数多くのミュージシャ
ンのCDジャケットを手がけ、新鮮なヴィジュアルイメー
ジと革新的なプロダクトを生み出してきたアートディレク
ター、信藤三雄（1948～）。写真家、映像ディレクター、書
家、音楽家としても才能を発揮し、その作品は各方面のクリ
エイターにも影響を与え続けています。本展では80年代の
初期作から最新の仕事に至るまで、時代とともにあり続け
たアートワークの数々1,000点以上を展覧し、信藤三雄の
クリエイティビティの全貌に迫ります。

7月14日（土） ― 9月17日（月・祝）

ビーマイベイビー
信藤三雄レトロスペクティブ

信藤三雄の全貌に迫
る展覧会

日本の音楽シーンに革新をもたらしたアートディレクター

展示作品1,000点以上

２階展示室
一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生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　※7月20日（金）は65歳以上無料
※9月17日（月・祝）は60歳以上無料

1３
ミ

２
ツ

０
オ

ガレージセール
7月21日（土） 10:00～17:00

（売切れ次第終了）　1階ロビー
このたび信藤さんの倉庫から発
掘されたコンテムポラリー・プ
ロダクションのオリジナルグッ
ズなどを販売する、1日限りのミ
ニ・ガレージセール。

2と3は欄外記入方法参照（3名まで連名可）、
当館「信藤三雄展」係へ。応募者多数の場合は抽選。
このほかのイベントについては、詳細決まり次第、世田谷
文学館WEBサイト、Twitter等で随時告知します！

2トーク
「音楽とアートワークの蜜月時代 
～“渋谷系”はなぜ生まれたのか」
8月5日（日） 14:00～15:30　
1階文学サロン
牧村憲一（音楽プロデューサー）、

信藤三雄
150名　 500円　
7月22日（必着）

3スピンオフ企画　
レクチャー「世田谷音楽図鑑 
～柳田ヒロと日本のロックの源流」
9月1日（土） 14:00～15:30　2階講義室
日本のロックの起点は世田谷にあった。エイプリ
ル・フール、新六文銭など伝説のバンドを支えた
柳田ヒロ氏と語る。
牧村憲一、柳田ヒロ（キーボード奏者）
50名　 500円　 8月18日（必着）

― あなたのための人生処方箋 ―

展覧会フライヤー

開催中 ～7月1日［日］2階展示室
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

ムット―ニ《蜘蛛の糸》

今秋開催！！「筒井康隆展」関連企画

新収蔵・北杜夫
コレクションを中心に

ムットーニコーナーにも
新プログラム登場！
開催中～9月17日（月・祝）

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

幼少期の行商生活を経て、職を転々としながらも詩や
童話を書き続けた林芙美子は、自らの貧困生活へ立ち
向かうように、生きる苦しみを吐露し、血みどろの人生
を奔放な文体で表現しました。その作品は作者自身の
前向きな人生観に裏打ちされており、労苦の多かった
人生経験がその奥行を形作っています。本展では宿命
的放浪の作家・林芙美子のことばを、現代の私たちへ
のメッセージ《幸福に生きるための処方箋》と捉え、原
稿・書簡・絵画など約250点の資料でご紹介します。

朗読ショー★貧乏コンチクショウ
6月30日（土） ①14:00～　②16:30～　２階展示室
昭和の香りがただよう日本の雑芸レヴュー団が登場！
会場を流しながら芙美子の詩を朗読するパンチの効い
たひとときをご一緒にどうぞ。

デリシャスウィートス　 無料　 当日、直接会場
にお越しください
※入場には展覧会チケットが必要

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～7月1日（日）
　　　　  「林芙美子　貧乏コンチクショウ」
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500円　小・中学生300→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

どこでも文学館　ワークショップ
だれでも絵描き

～画家の仕事を体験しよう～
7月28日（土）・29日（日）の2日間連続講座

13:00～16:00
２階講義室＆１階文学サロン

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。

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

世田谷文学館iteratureL 〒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・休日の場合は翌平日）　 http://www.setabun.or.jp/

企 画 展

会員割引対象

関 連 企 画

関 連 企 画

次 画回 展企



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。

向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー

がつくりだす景色。当館の写真コレクションに
より、1930年代以降の東京を、時の経過とと
もに展望します。

濱田窯の系譜――濱田晋作　濱田友緒展

シナリオ、演出、カメラ、芝居、すべて子ども
たちによる映画制作のワークショップ。作品
DVDは上映会にてお渡しします。

杉田協士（映画監督）、保坂大輔（脚本家）、 
飯岡幸子（カメラマン）　 小学4年生～中学生

申込先着20名　
3,000円（作品DVD含む）　
当館HPの申込フォームより　

※受付開始6月25日（月）　

講演会「濱田庄司の茶碗――
　　　民芸と茶をめぐって」
7月7日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　

杉山享司（日本民藝館学芸部長）　※当日
12:00からエントランスホールにて整理券を配布　

子どもと楽しむ
「濱田庄司展」ミニレクチャー
7月29日（日）、8月12日（日）、8月25日（土） 
10:30～10:50（開場10:15）
小学校中学年以上の子ども向けに作品を楽
しむヒントをお話します。大人もご参加い
ただけます。　 本展担当学芸員　

いずれも、　講堂　 当日先着140名　
無料　※手話通訳付

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

20世紀の同時期にパリに留学し、一方は具象、
一方は抽象と、異なる表現でそれぞれの画家
人生を歩んだ、ふたりの作家をとりあげます。
　　　　　　　追悼――舟越直木　

東京という街のすがた、そこを行き交う人々

宮本三郎 親密な空間
開催中～8月26日（日）

［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
は翌平日）　 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

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
6/26～7/1 成城油彩グループ展
7/3～8 第2回写真の友「四季会」写真展
7/10～15 M.H.絵展

7/16～22 コスモポリタン・アートフェスタ2018東京
※7/17（火）は休館

※ 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）

〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 5450-9581
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

展覧会

展覧会

〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　 3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

くつろいだ雰囲気
のなかに人物を配
した室内画など、画
家の私的な領域に
踏み込むような、ど
ことなく親密な雰
囲気の漂う作品を
ご紹介します。

7月8日（日） 14:00～15:45（開場13:30）
鷺草伝説、奥沢城跡のお寺・九品仏浄真寺、奥
澤神社の伝統行事「大蛇のお練り」、田園調布
の街づくり、大規模な玉川の区画整理、幻の新
奥沢線など、奥沢・玉川の変遷について地誌に
詳しい染野和夫氏に話を伺います。

染野和夫（奥沢地誌保存会）
どなたでも　 申込先着50名　 500円

（展覧会観覧料含む）　 下記参照

向井潤吉　民家と街道
開催中～8月26日（日）

往復ハガキかメール miyamoto.event 
@samuseum.gr.jp（P2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（受付時間：開館日の10:00
～17:30まで）。　※1イベントにつき1通、2
名まで　※詳細はHP参照

清川泰次　色と色のハーモニー
開催中～8月26日（日）

7月27日（金） 13:00～16:00
宮本三郎の絵画を前に、自分はどう感じている
のかを探り、言葉に表してみます。

白鳥健二（鑑賞ナビゲーター）、天野慶（歌人）　
小学3年生～中学生　 申込先着15名　
500円　 下記参照　

※受付開始7月5日（木）　※詳細はHP参照

8月8日（水）、10日（金）、12日（日） 
各日13:00～、14:00～、15:00～
自分や身近な人の似顔絵を描いて、愉快なお面
を作ってかぶります。

小池アミイゴ（イラストレーター）　 どなた
でも　 1個100円　※詳細はHP参照　

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

6月30日（土）～8月26日（日）

没後40年 濱田庄司展
大阪市立東洋陶磁美術館 堀尾幹雄コレクションを中心に

線と色面による作品を描き
続けた清川泰次の絵画にお
ける「色」に注目し、作品を
年代順にご紹介します。

■スライドレクチャー
7月28日（土） 11:00～（30分程度）
担当学芸員による解説　

無料（観覧料別途）　 事前申込み不要

展覧会

向井潤吉の絵画に
おける民家と人々
の暮らしをつなぐ
街道に着目し、旅
情に溢れた作品の
数々をご紹介しま
す。

1階展示室

コーナー展示

コーナー展示

ナイトツアー
8月25日（土） 18:30～20:00　
展示室 他
夜の美術館には秘密がいっぱい！ナ
ゾを解き明かして誰も知らない美術
館を探検しよう。

小学4年生～中学生　 抽選50名　
500円　 当館HPの申込フォーム

より　※受付開始6月25日（月）　 7月
16日（月・祝）
◆100円ワークショップ
展覧会会期中の毎土曜日と8月中の毎
金曜日 13:00～15:00（随時受付）　
創作室
子どもから大人まで誰でもその場で
楽しめる簡単な工作。　 1回100円

世田谷美術館 区民ギャラリー
期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

6/26～7/1
平成30年度環境ポスターコンクール作品展 天真書法塾シャンバラ教室　第一回発表会　※27日～公開
サンドブラスト作品展2018 ～夏めく～ 木・紙・土　展

7/3～8 第68回板院展受賞者作品展
第7回世田美24期アート展
モロニ展１４

7/10～15 墨彩会展 静水書道会書作展

7/16～22
休館日　7月17日（火） 星の子展　※18日～公開

乙丸先生とゆかいな仲間展
田中ゆかり透明水彩画展
Washi Art 展

7/24～29 第36回世田谷平和美術展 第10回m-act展
※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担当まで

当館の所蔵作品をアーティストと鑑賞しよ
う！鑑賞をより深める作品づくりも行います。

Aokid（アーティスト）
小学4年生～中学生　 抽選30名　 無料　
当館HPの申込フォームより　※受付開始6月

25日（月）　 7月16日（月・祝）

横田和宏（Tb）、城綾乃（Pf）　
［曲目］R.ヴィルヘルム　テューバのための小
協奏曲 他　 抽選140名　 無料　 往復
ハガキ（P2記入方法参照、2名まで連名可）で
当館へ　 6月30日（消印有効）　※未就学児入
場不可　※詳細はHP参照

ミュージアムコレクション 

それぞれのふたり
小堀四郎と村井正誠

開催中～7月8日（日）　2階展示室

東京スケイプ Into the City

7月21日（土）～10月21日（日）　2階展示室

プロムナード・コンサート
横田和宏　チューバ・リサイタル
7月22日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

こども映画ワークショップ
8月7日（火）・9日（木）・14日（火）・16日（木）、
上映会26日（日）　※5日間完結 10:30～16:30

創作室 他

美術館サマースクール
8月29日（水） 13:00～17:00

関 連 企 画

写真提供：公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館
左《白釉黒流描 大鉢》制作年不詳、右《掛分指描 土瓶》1949年

　大阪市立東洋陶磁美術館蔵 堀尾幹雄コレクション

《赤い背景》1938年

〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　 5483-3836　
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

宮本三郎記念美術館

サマー・ワークショップ
お面でトモダチ！似顔絵セッション

鑑賞ワークショップ
31音の美術かんしょう文

――みたこと、感じたことを伝えてみよう

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.40

「奥沢・玉川の地域の歴史　再発見！」

《雨後楢下宿》
［山形県上山市楢下］1970年

《黄色の浮遊》1961-1963年

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　6月30日（土）～8月26日（日）
　　　　  没後40年　濱田庄司展　大阪市立東洋陶磁美術館 堀尾幹雄コレクションを中心に
一般1,000→900円　65歳以上、高校・大学生800→700円　小・中学生500→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

企 画 展

2018年6月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

世田谷美術館rtA 〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　 3415-6011　ハローダイヤル 5777-8600　 https://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・休日の場合は翌平日）

会員割引対象



トイレで芸術！　トイレットペーパー折紙づくり
7月15日（日） ①13:30～15:00　②16:00～17:30　生活工房4Ｆ
トイレットペーパーの端を三角に折る、日本ならではの所作。そこに
ユーモアを加えて、「ハート」や「宇宙人」などのモチーフを自分で折っ
てみましょう。

折紙創作集団スクエア　
小学1年生以上（小学3年生以下は要

保護者付添）　
各回抽選25名　 1,000円　
往復ハガキかメール（欄外記入方法

参照、希望回も明記）で生活工房へ　
7月1日（必着）

折紙の可能性を伝える新進気鋭のグループ「折紙創作集団スクエア」
が、「いつものあれの端っこに折紙がひそんでいたら？！」というテー
マで制作したオリジナル作品を展示します。　 無料

〈鳥の巣〉は、鳥の家ではありません。鳥が卵を産み、あたため、ヒナを育
てるための場所。新しいいのちを大切にはぐくむための工夫が、どの鳥
の巣にもたくさんつまっているのです。本展では、絵本作家で鳥の巣研
究家でもある鈴木まもるさんの絵本『世界の鳥の巣の本』より原画20点
と、鈴木さんのコレクションより鳥の巣の実物15点を展示し、その魅力
と不思議に迫ります。　 無料

1ワークショップ「鳥の巣をつくろう」
8月1日（水） 14:00～16:30　生活工房４Ｆ
さまざまな鳥が巣をつくる映像や、ほんものの巣を見たあ
とは、身のまわりにある材料で自由に鳥の巣をつくります。

鈴木まもる（絵本作家・鳥の巣研究家）　
小学1年生～6年生（親子参加可）　 抽選20名　
500円（保護者は無料）　 往復ハガキかメール（欄外記

入方法参照、年齢・学年も明記）で生活工房へ
7月18日（必着）

2トークイベント
「鳥の巣がおしえてくれること」
8月2日（木） 14:00～16:00　生活工房４Ｆ
鳥の巣を知ることは、いのちを知ること。実物の巣20点とと
もに、鈴木さんが絵を描いたりしながら楽しくお話しします。

鈴木まもる（絵本作家・鳥の巣研究家）　
小学生以上　 申込先着50名　
500円（中学生以下無料）　 6月25日10時以降、電話か

メール（欄外記入方法参照、年齢・学年も明記）で生活工房へ

関 連 企 画

関 連 企 画

デザイン・サイエンス・編集・音・食・おはなしの会――。
生活工房は今年も、もりだくさんのテーマで、夏休みの皆さんをお待ちしています！！

鈴木まもる・絵本原画と鳥の巣コレクション展
鳥の巣がおしえてくれること
7月21日（土）～8月26日（日） 9:00～20:00 

会期中無休　3F生活工房ギャラリー

1 ～ 5 の申込方法

折紙生活展
もしも日常に折紙が折り込まれたら！？

開催中～7月16日（月・祝） 9:00～20:00 
会期中無休　3Ｆ生活工房ギャラリー

トイレットペーパーでつくったトイレ

『世界の鳥の巣の本』表紙原画

おはなしいっぱい日常探検 LABO
ふくらむ！ ポップコーンのふしぎ編

8月22日（水） 11:30～15:00、
23日（木）・24日（金） 11:00～15:00　生活工房4Ｆ
おはなし会の夏フェス！ 手あそび・読み聞かせ・パネルシ
アターなど、おはなしをおもいきり楽しむ3日間です。午前
は幼児向け、午後は小学生向けのプログラムを予定してい
ます。　※詳細は7月中旬にHPをご覧ください

【共 催】世 田 谷 お は な し
ネットワーク　

幼児～小学生（親子でも
参加可、幼児は要保護者
付添）　

無料　
不要、直接会場へ

8月12日（日） 
①11:00～13:00　
②15:00～17:00　
各回完結　生活工房4Ｆ
トウモロコシのふしぎを探る大実
験教室。ポップコーンの膨らむひ
みつをみんなで探り、カラフルな

“ポップコーン星人”をつくって、
食べて、楽しみましょう。

日常探検 LABO（おかだゆか＋
西村隆ノ介＋遠山美月）　

小学3年生～中学生　
各回抽選20名　
1,000円　 7月28日（必着） 

食べられる物語
エディブル・アイランド！

8月27日（月） 13:00～17:00、　
28日（火） 10:00～16:00　
2日間完結　生活工房4F
アイランドの土はチョコレート
ケーキ？ 海はゼリー？ おいし
いクッキーの化石を発掘！？　
探検家になった気分で、“食べ
られる島”を想像してつくりま
しょう。

宮川園（たべもの建築家）　
小学3年生～6年生　
抽選20名　
1,000円　
8月13日（必着）

7月21日 （土）・22日（日） 14:00～16:30　各日完結
イシス編集学校「本楼」（赤堤2-15-3）
自分の好きな本の魅力を
引き出し、人に伝えるた
めの「編集術」を、親子一緒
にゲーム感覚で学びます。

イシス編集学校　
小学3年生～中学生の

親子2人1組　
抽選各20組　
1組1,000円　
7月9日（必着）

イシス編集学校×生活工房
大好きな本の伝えかた

読書感想文の編集術！
【制作】7月27日（金）～29日（日） 10:00～17:00　
【撮影会】8月25日（土） 13:00～17:00　
4日間完結（初日は必ず参加）　生活工房4Ｆ 

“14歳の私”の心模
様をデザインしてワ
ンピースをつくりま
す。自分でプリント
した布は専門の工場
でワンピースに仕立
て、完成後には撮影
会もおこないます。

飛田正浩（spoken words project）　 中学2年生女子　
抽選15名　 4,000円　 7月13日（必着）

14歳のワンピース

8月4日（土） 13:00～18:00　生活工房4Ｆ
いつもは捨てられてしまう、身のまわりの「ガラクタ」から、
楽器を創作します。ワークショップの後には、創作楽器のユ
ニークなパフォーマンスもお楽しみいただけます。

T
テ ィ コ ボ

icobo　
山口とも（打楽器

奏者）　
小学1年生～中学

生（小学３年生以下
は要保護者付添）　

抽選30名　
1,000円　
7月21日（必着）

往復ハガキ（欄外記入方法参照、いずれも学校名・学年・
性別を明記のうえ、1 は希望日も、4 は希望回も明記）で
各締切日までに生活工房へ。2 のみメール申込も可。

創作楽器ワークショップと
ティコボのガラクタ音楽会

企 画 展 企次 画回 展

キムネコウヨウジャクの巣

1

4 5 6

2 3

夏の子どもワークショップ2018

2018年6月25日4

esign 〒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esign 〒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

info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生活工房

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

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。



合唱の曲にどこか“ノスタルジー（郷愁）”を感じたこ
と、ありませんか。合唱の楽しさってなんだろう？ 
みんなで歌うこと、声を出すこと、ハーモニーの魅力
を言葉にのせ懐かしい気持ちになること…。
アキラ所長が感じるノスタルジーについて、歌声とと
もに楽しみましょう！

詳細はせたおんホームページをご覧ください

http://www.setagayamusic-pd.com/

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

～ステージでうたおう！～  
せたがや音楽研究所 

合唱団

「宮川彬良のせたがや音楽研究所#10」
のフィナーレ出演を目的としたワーク
ショップに参加してみませんか。一緒
にステージを盛り上げましょう！ みな
さまのご参加をお待ちしております。

　　　　せたがや音楽研究所
宮川彬良（アキラ所長）による大マジメかつ奇想天外な発想の音楽解
釈をみんなで楽しむ、せたおん独自の音楽バラエティ・コンサート
です。2014年にスタートし、今回で第10弾となります。

台湾南部に位置する高雄市よ
り、せたがやジュニアと同世
代のオーケストラ『高雄市青
少年交響楽団』がやってきま
す！話す言葉はちがっても、音
楽は世界共通。演奏を通じた
音の触れ合いをお楽しみくだ
さい。

古典派音楽からプログレッシブ・ロックまで演奏する、日本でも異色の実力派
弦楽四重奏団。その目覚ましい活動は、多くのファンからいつも注目されてい
ます。そんな彼らが、フル・フラット形式の成城ホールだからこそ味わえる、
目を見張るような熱演を繰り広げます！

小学生から高校生まで約80名の個性豊かなメンバーが仲間とともに練習に励み、みんなで音楽を創り上げ
る楽しさを感じています。さぁ、君もSJOの仲間になって、音楽の楽しさをもっと感じてみよう！

せたおんの事務をお手伝いいただける方を募集し
ています。
募集職種    事務補助（一般事務補助、電話応対、発送

作業、データ入力・編集 等）
雇用期間  平成30年8月～平成31年3月31日
勤務条件    週2日程度、9:30～18:15、時給1,020円
勤務場所    世田谷文化生活情報センター（世田谷区 

太子堂4-1-1 キャロットタワー5階）
採用人数  1名　　
応募締切  2018年7月10日（火）必着

対　象  
●  世田谷区在住・在勤・在学の方、または世田谷が好

きな中学生以上の方
●  3回のワークショップと公演当日の全てに参加でき、

宮川彬良氏らとともにステージに立つ熱意のある方 
他

参加費  6,000円（教材費・公演チケット代含む）
募集人員  

50名程度（応募者多数の時は抽選の場合あり）
スケジュール  

●9/7（金）・11（火）　ワークショップにて練習
●9/14（金）　ワークショップ＆リハーサル
●9/15（土）　世田谷区民会館にて公演
応募方法  

  往復はがきに必要事項を記入の上、せたおんへ郵送
応募期間  

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　保坂展人（世田谷区長）
ダイナマイトしゃかりきサ～カス（3人組ボーカルエンターテイメントグループ）　
ことのみ児童合唱団　世田谷ジュニア合唱団　ひばり児童合唱団
せたがや音楽研究所合唱団

 2,800円　小・中学生 1,000円　一般 3,000円　 　
※未就学児入場不可、小・中学生当日要証明書提示

高雄市交響楽団附設青少年交響楽団　
せたがやジュニアオーケストラ　

ケルビーニ：歌劇《メデア》序曲
ドビュッシー：小組曲
池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲
ドヴォルザーク：スラブ舞曲より抜粋 他

500円
　※未就学児入場可（0～2歳児のみひざ上無料）

モルゴーア・クァルテット
荒井英治（第1ヴァイオリン）　
戸澤哲夫（第2ヴァイオリン）　
小野富士（ヴィオラ）　
藤森亮一（チェロ）

モーツァルト：弦楽四重奏曲変ロ長調K.458「狩り」
池辺晋一郎：ストラータⅫ（2017）
ラヴェル：弦楽四重奏曲ヘ長調
荒井英治編曲のプログレッシブ・ロック
ジェネシス：ザ・シネマショウ　アフターグロウ

 3,000円　一般 3,500円
　※未就学児入場不可

〜これが俺のノスタルジー〜
せたがや音楽研究所#10

交流コンサート

モルゴーア・クァルテット

せたがやジュニアオーケストラ
（SJO）

追加メンバー 募集中！

音楽事業部
アルバイト募集！

台湾 高雄市青少年交響楽団・せたがやジュニアオーケストラ

室内楽シリーズ

9月15日（土） 17:00　世田谷区民会館

7月31日（火） 14:30　世田谷区民会館

10月8日（月・祝） 15:00　成城ホール

宮川彬良
©PACO

©小幡三佐子

呼吸と発声についても学びます

せたがやジュニアオーケストラ
©小幡三佐子

7/9（月）発売
開始

6/25（月）発売
開始

応募資格    世田谷区に在住または在学の高校2年生（平成30年6月現在）以下であること。
　　　　 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
応募要件  ・ きちんとあいさつと返事ができること

　　　　  ・  オーケストラの活動に自主的に取り組み、仲間と
ともに努力できること 他

応募期間  8/31（金）まで随時受付中
選考方法  書類審査、実技
応募方法    申込書に必要事項を記入（写真添付）の上、「音楽事

業部ジュニアオーケストラ担当」へ郵送（8/31消印
有効）

募集楽器  弦楽器：ヴィオラ、チェロ、コントラバス
　　　　  管楽器：オーボエ、ファゴット　※いずれも若干名

※詳細はせたおんホームページまたは出演者募集チラシをご覧ください

宮 川 彬 良 の

※詳細はSJOホームページ掲載の募集案内をご覧ください　　<SJOホームページ> http://www.s-j-o.jp/

募集！

2018年6月25日（月）～7月25日（水）
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本番ステージで練習の成果を発揮！

講師の指導のもと各パートに
分かれて練習します

せたおん 検索

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5F　最寄「三軒茶屋」駅　 5432-1535 （月～金曜日：10:00～18:00）
FAX 5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/usic

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。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515チケットの申込み



7月2日（月）必着 7月2日（月）必着

7月2日（月）必着 7月27日（金）必着

『お風呂だョ！全員集合 〜ババンバ バン バン バン〜』
僕たちは、毎日、ごはんを食べる。毎日、寝る。
そして、毎日のように、お風呂に入る。
なのにお風呂が主役になることはほとんどない。
だから、みんなでお風呂についてしゃべって、聞いてみることからはじめ
るのはどうだろう？
それと、日本には昔から、人が集まってお風呂に入る銭湯なんていう場所がある。
そういえば、劇場も人が集まる場所だ。
せっかくだから、集まったみんなで銭湯にも行ってみて、気が向いた人は
お風呂に入ってみよう。
そこから、ババンババンバンバンっと、演劇をしてみよう。
進行役 有吉宣人（青☆組／銭湯の番台）
日程 8月19日（日）〜21日（火）10:30〜17:30（全3回）　 高校生もしくは
2000年4月〜2003年3月生まれの人　 20名　 1,500円（全3回分）　

『いろんな演劇ためしてみる？』
演劇には色々な方法があります。
今回はいろんな演劇を試してみようと思います。
紙芝居人形劇ダンス仮面劇に二人羽織。
日本語も外国語も使います。言葉を使わないこともあります。
色々な方法を使ってこの世の中にある様々な事を再現したり勝
手に妄想して作り変えたりしてみませんか。真面目ばっかりじゃ
あ面白くありません。
結果はまだ、わかりません。実験しましょう。手ぐすね引いて
待ってます。挑戦しすぎてこんなことも演劇なのか、こんなこと
も演劇になるのかって驚かせに来てください。
進行役 柏木陽（NPO法人演劇百貨店）
日程 7月23日（月）、24日（火）、26日（木）、27日（金）10:30 〜
16:30（全4回）　 中学生　 20名　 2,000円（全4回分）　

劇場は、客席からは見えないところがいっぱいです。
普段は入れない劇場の裏側を上から下まで歩いて
まわります。気が付かないところにも、いろいろな工夫が
隠れています。
今まで知らなかったことが、たくさんあるはずです。
みんなでぐるっとひとまわり、冒険してみましょう。

①『世田谷パブリックシアター大冒険』  
②『シアタートラム大冒険』
日程 ①8月10日（金） 17:00〜18:30（全1回）
　  ②8月19日（日） 16:00〜17:30（全1回）

20歳まで
※小学生未満の方は保護者の同伴が必要です
※同伴の方はお一人まで有料でご参加いただけます。障害
のあるお子さまの場合は別途ご相談ください

①②各15名　 500円（全1回分）　　

夏休み子ども劇場ツアー

中学生のための演劇ワークショップ 高校生のための演劇ワークショップ

締切 締切

締切 締切

『低学年コース①　
 おたすけヒーローたんじょう!』
ヒーローってなんだろう。
あいてをたおすパワーがあること？
まけないちえがあること？
おうえんされるにんきがあること？
たくさんの人にほめてもらえるような
ことをするのはとっても大切だけど、み
ぢかなところにあるこまったことをか
いけつしてくれる「おたすけヒーロー」
になって、みんなを幸せにしよう。
進行役 田崎葵（NPO法人演劇百貨店）
日程 8月1日（水）〜3日（金）
10:30〜15:30（全3回）　

小学1〜3年生　
20名　 1,500円（全3回分）

『低学年コース②　
 のりものとんでけ探検隊』
いつも使っている身近なものが、乗り物
になったら、どこに行く？
あれもそれもこれもどれも、なんでも
みーんな乗り物になっちゃう？！
みんなで乗り物を作って、それに乗って
探検しよう。
どんな乗り物ができるかな？？
世界の果てまで飛んでいけ！　
さあ、出発だ！
進行役 大西由紀子（NPO法人演劇百貨店）
日程 8月30日（木）〜9月1日（土）
10:30〜15:30（全3回）　

小学1〜3年生
20名　 1,500円（全3回分）　

『高学年コース　
 名画で名シーン!?』
絵の中には、見れば見るほどふしぎや
発見がいっぱい。
羽根もないのに空をとぶ人や、チーズ
のようにとろけた道。
あ、この人は誰かに似てるかも？
昔々の人が描いた有名な絵やあんまり
知られていないけれど
とってもすてきな絵の中からお気に入
りの1枚を見つけて、その絵の世界の中
にとびこんで遊んじゃおう！
進行役 大道朋奈
日程 8月22日（水）〜24日（金）10:30〜
16:00（全3回）　 小学4〜6年生　

20名　 1,500円（全3回分）　　

お申込み先
世田谷パブリックシアター学芸

「 夏休みワークショップ・ツアー」係
FAX 5432-1559
郵送 〒154-0004　
世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー5階
H P https://setagaya-pt.jp/workshop 
_lecture

世田谷パブリックシアター学芸　
5432-1526

お申し込み方法
①ワークショップ・ツアーのタイトル・コー
ス名　
②氏名（ふりがな）　③住所　④電話番号　
⑤性別　⑥学校名・学年　⑦生年月日　
⑧ワークショップ経験の有無　
⑨このワークショップを知ったきっかけ
⑩ひとこと
を明記のうえFAXか郵送、もしくは劇場
ホームページからお申し込みください。
※応募者多数の場合は抽選となります。（結
果は応募者全員に連絡します。）定員に余裕が
あるときは、締切日以降も受け付けます。

小学生のための演劇ワークショップ
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世田谷パブリックシアター 〒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　 https://setagaya-pt.jp/heatre

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515

『うらのうらは、』ながめくらしつ結成10周年記念公演
18

18:00
14:00

19:30

20198/17

＝［こども特別ディ］
　キッズジャグラー
　出演公演
※20日以外未就学児
　入場不可

構成・演出 木村光一　 かとうかず子　古村比呂　高橋紀恵　床嶋佳子
西山水木　根岸季衣　原日出子（五十音順）　
短歌・俳句の朗読 髙安智実、都内在学の中・高校生

 2,900円　一般 3,000円　高校生以下 1,500円　U24 1,500円
ファミリー割引（保護者同伴の中学生以下） 1,000円

J-Stage Navi　 5912-0840　
※お席の必要なお子様はチケットをお求めください　※高校生以下は当日要証明書提示

『朗読劇　この子たちの夏』1945・ヒロシマ  ナガサキ
　8月4日（土）～5日（日）　世田谷パブリックシアター　8月17日（金）～20日（月）　シアタートラム

 7/1（日）
一般 7/2（月）

発売
開始

5

14:00
13:00

17:00

8/4

※英語イヤホン
　ガイドあり

5

14:00
13:00

17:00

8/4

※英語イヤホン
　ガイドあり

ROLLY（8/4）、片桐仁（8/5）
おとな 2,500円　4歳～小学生 500円　中学生・高校生 

1,250円　U24 1,250円　「音楽の森」ソロライブのみ、お
とな 3,500円　U24 1,750円（高校生以下は読み聞かせと
同じ）　※全回、4歳未満入場不可　※未就学児は保護者の同伴が
必要　※高校生
以下は当日要証
明書提示

　＝ROLLY  読み聞かせ
（小学校高学年以上向け）
　＝ROLLY  「音楽の森」ソロライブ
　＝片桐仁　読み聞かせ（4歳以上向け）

18:30

14:00
17:00

8/4 5

　＝ROLLY  読み聞かせ
（小学校高学年以上向け）
　＝ROLLY  「音楽の森」ソロライブ
　＝片桐仁　読み聞かせ（4歳以上向け）

18:30

14:00
17:00

8/4 5

子どもとおとなのための
◎読み聞かせ 『お話の森』

日野皓正　Dream Jazz Band 他
おとな 4,300円　一般　おとな 4,500円　４歳～高校

生 2,250円　2公演セット券　おとな 8,000円　4歳～高校生 
4,000円　U24 2,250円
※各発売初日は窓口販売
なし　※高校生以下は当
日要証明書提示

 6/30（土）
一般 7/1（日）

発売
開始

14:00
15:00

198/18
＝日野皓正 
＝Dream Jazz 
   

Quintet Live

Band 14th Annual  Concert

『日野皓正presents 
   “Jazz for Kids”』

振付・演出・出演 井手茂太　
安藤洋子　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　福島彩子　後藤海春　酒井幸菜　
小山達也　中村達哉　松之木天辺　原田悠　三橋俊平　 

 4,300円　一般 4,500円　U24 2,250円　高校生以下 
1,500円　未就学児（４歳以上） 1,000円（★のみ）　３歳以下で保
護者のひざ上で鑑賞される場合 無料（★のみ）　
※未就学児は保護者の同伴が必要　※高校生以下は当日要証明書提示　

＊「盆踊りだけじゃない！ ゆかたで踊ろうワークショップ」開催。（7月21日
（土）、29日（日））　詳細・お申込みは劇場ホームページをご覧ください

10

15:00
14:00

18:00

12118/9

19:30
＝未就学児入場不可
＝未就学児入場可

『排気口』イデビアン・クルー

ROLLY 片桐仁

撮影／青木司

演出・振付 目黒陽介　 目黒陽介　長谷川愛実　谷口界　ハチロウ　
安岡あこ　吉田亜希　入手杏奈　坂本弘道 他

整理番号付自由席　  3,900円　一般 4,000円　こども（小学生～高校生） 
1,500円（当日要証明書提示）　※8月20日（月）14時公演［こども特別ディ］はこども1,000円（4
歳〜高校生対象、前売のみ、当日要証明書提示）　＊［こども特別ディ］に出演する『キッズジャグラー』
募集！　詳細は劇場ホームページをご覧ください　※20日：3歳以下は保護者のひざ上のみ無料

ながめくらしつ　Mailnagameinfo@gmail.com　 090-8597-7552

せたがやこどもプロジェクト 2018

毎夏恒例企画！
アーティストの個性あふれる絵本の読み聞かせ

ラブコールに応えて新登場！伝説のジャパンメイドダンス

8月4日（土）～5日（日）　シアタートラム
8月9日（木）～12日（日）　世田谷パブリックシアター

日野皓正と世田谷区立中学生の
ジャズビッグバンドによる、大迫力のコンサート

8月18日（土）～19日（日）　世田谷パブリックシアター

各ワークショップ会場　▶世田谷パブリックシアター稽古場　ワークショップ編

舞台芸術プロジェクトとして、「せたがやこどもプロジェクト」がスタート。演劇・ダンス・音楽と
いったバラエティ豊かなラインアップで、創造性あふれる舞台芸術を次世代を担うこどもたちに提
供しつづけています。今年もユニークで楽しい企画が登場します。どうぞお楽しみに！

世田谷パブリックシアターでは1997年の開館から、こどもたちにとって身近な劇場、
遊べる劇場、楽しい劇場となることを目的に、「こどもの劇場」シリーズにおいて良質の
刺激的な舞台作品を上演してきました。そして2014年からは、より幅広いジャンルの
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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。

一般　S席（1・2階） 8,800円　A席（3階） 7,800円　
※アーツカードの会員割引はありません　 チケットスペース　 3234-9999

Theatre世田谷パブリックシアター

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷パブリックシアター 〒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　 https://setagaya-pt.jp/heatre

凡例　 出演　講 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チケットセンター　 5432-1515

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 前売情報 下記に掲載されていない公演・情報は、世田谷パブリックシアターチケットセンター
へお問合せいただくか、世田谷パブリックシアターのホームページをご覧ください。

演 劇 『マクガワン・トリロジー 』7/13（金）～29（日）

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも受取が可能です。手数料108円／1枚　●先行・割引はチケットセンターまたはオンラインチケット（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。

 電話で ５４３２-１５１５ 10:00～19:00（年末年始除く）  オンラインで （要事前登録・登録料無料） https://setagaya-pt.jp/P C 携帯

TICKET

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日前の正午までに劇場受付 5432-1526へ

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19:00までに劇場チケットセンターへ

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
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

せたがやアーツカード会員先行発売・割引対象（前売のみ）
●登録料・年会費無料  ●対象は世田谷区在住で15歳以上の方  ●オンラインでご予約・ご購入可能

高校生以下割引あり
 （要年齢確認証提示）

https://setagaya-pt.jp/m/

未就学児
入場不可

作 シーマス・スキャンロン　翻訳 浦辺千鶴　
演出 小川絵梨子 　 松坂桃李・浜中文一　
趣里・小柳心　谷田歩／高橋惠子 

世田谷アートタウン2018 ボランティアスタッフ募集!!
三軒茶屋の街を舞台に繰り広げる大道芸フェスティバル『三茶de大道芸』を共に盛り上げてくださるボランティアス
タッフさんを大募集！　街中を飾り付け“アートタウン”に変身させる「装飾班」と、街に掲げるフラッグをリサイクルして
チャリティーグッズを作成する「手芸班」を募集します。詳細は公式ホームページをご覧ください。

劇場「アートタウン」担当　 5432-1526　 H P https://arttown.jp/10月20日（土）・21日（日） 開催
©SHELLY

芸術監督・野村萬斎が監修する世田谷パブリックシアターの人気シリーズ「現代能
楽集」の第9弾が登場。今回はマイムをベースにセリフを取り入れた独自の手法で、
身体性に富んだ演劇作品を創作している演出家・小野寺修二が日本最古の物語文
学「竹取物語」の再生に挑みます。出演は小林聡美、貫地谷しほり 他。
どうぞご期待ください。

10月5日　〜17日金 水

構成・演出 小野寺修二　脚本 平田俊子　音楽 阿部海太郎
小林聡美　貫地谷しほり　小田直哉（大駱駝艦）　崎山莉奈　藤田桃子　古川玄一郎（打楽器奏者）／佐野登（能楽師 宝生流シテ方）

5,800円　一般 6,000円　高校生以下 3,000円　U24 3,000円　プレビュー公演 5,000円（各種割引なし）　
※各発売初日は窓口販売なし　※先行のみ1申込につき1公演4枚まで　※未就学児入場不可

 7/15（日）
一般 7/16（月・祝）

発売
開始

サーカス・シルクール
『LIMITS』

スウェーデンを拠点とし、スカンジナビアを代表する現代サーカスのカンパニー、
サーカス・シルクールによる『LIMITS』。
幻想的な音楽にのせて、アクロバットや空中芸など次々と高度なサーカステクニックが繰り出される
迫力のステージには、欧州難民危機を目の当たりにした彼らの「境界を崩せ！」という強いメッセージが
込められています。
国境を越え、世界中で多くの観客に感動をもたらした話題作。
同時開催の『三茶de大道芸』と併せて、お楽しみください。
構成・演出 ティルダ・ビョルフォス　 サーカス・シルクール　 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 2,000円　U24 2,000円　
※3歳以下は保護者のひざ上のみ無料　※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です　※高校生以下は当日要証明書提示

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年 
世田谷アートタウン2018関連企画

 7/28（土）
一般 7/29（日）

発売
開始

20

19:00
14:00

2110/19

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー

©Mattias Edwall

小野寺修二 ©石川純 小林聡美 貫地谷しほり

10月19日　〜21日金 日

現代能楽集Ⅸ「竹取」
古典を現代に甦らせる人気シリーズの最新作！
フィジカルシアターの旗手・小野寺修二が「かぐや姫」をあらたなおとぎ話として紐解いていく

15:00
19:30

10/5 10111213141516176 7 98

＝プレビュー公演 ＝ポストトークあり   

13:00
14:00
17:30
18:30

7/13 18192021222324251415 262728291716
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4人のプロからきめ細やかなワンポイント、テ
クニックなどを学ぶことができます。　

A12,000円～B20分2,000円～　

八木名恵氏 他　 小学1～6年生　 抽選20
名　 2,000円　 7月18日（必着）

■サッカー競技　
8月25日～12月22日　土日・祝日
二子玉川緑地運動場 他
①社会人大会（一般大会・土曜大会）および壮
年大会（四十雀・五十雀）②女子大会（30才以上）

5,000円／チーム　 メール（申込書を添
付※下記HPよりダウンロード可）　※代表者
会議はキャロットタワー5階文化生活情報セン
ターセミナールーム①7月28日（土）②8月11日

（土･祝）いずれも18:30～　 ①7月15日（必
着）②7月29日（必着）

区サッカー協会　 http://setagayaku-
fa.com/　Mail info@setagayaku-fa.com
■ソフトボール競技　

体育施設の管理運営従事者。またその業務に
従事したい方、20歳以上（9月11日時点）　

先着100名　 35,000円（学生・体育施設
協会会員は30,000円）　※合格者は、別途認
定登録料20,000円　 7月31日（必着）

小学校4年生以上とその保護者　 大人210
円、小人150円（各回）　 先着20名（各回）　

①第２期バスケットボール教室
7月10日～9月18日（8月14日を除く）
毎週火曜（全10回）

A小学生17:00～19:00B中学生・高校生
相当19:00～21:00　 先着順A45名B35
名　 各8,000円　 定員に達し次第　
②Aゴルフ教室／B個人レッスン

9月2日～10月21日　毎週日曜
二子玉川緑地運動場 他

［種目］一般男子Ⅰ部、Ⅱ部、一般女子、壮年、ス
ローピッチ、小学生　 区内在住・在勤・在
学者　 小学生無料、一般5,000円／チーム　

ハガキ・電話　 7月15日（必着）
区ソフトボール連盟事務局・田井（〒156-

0053 世田谷区桜2-20-11 3425-6167）
■水泳競技
9月2日（日） 9:30～　総合運動場温水プール

［種目］競泳（タイムレース）自由形、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ、個人メドレー、フリーリ
レー、メドレーリレー　※1人2種目まで（リ
レー種目を除く）　 区内在住・在勤・在学者　

個人400円／種目（小・中学生は300円）、
リレー500円／チーム　 郵送（所定の申込
書・個人票に参加費振込済みのコピーを添付）　

［申込期間］7月19日～25日（必着）
区水泳協会・飯野（〒156-0054 桜丘4-1-

11-405 3439-2089） 
■陸上競技
9月23日（日・祝） 9:00～　
総合運動場陸上競技場
※小・中学生、高校生、一般1人1種目（リレーは 
除く）　 個人500円／種目（小学100円・中学
200円）、リレー1,200円／チーム（小学400円 
・中学800円）　振込もしくは現金書留　 詳 
細は http://www.setagayarikujyo.org/ 
参照。　 8月19日（必着）
Mail setagayarikujyou@gmail.com

■アクアスロン大会
9月9日（日）　総合運動場陸上競技場 他

［種目］①一般②中学生③小学4～6年生④小学
4～6年生親子ペア⑤小学1～3年生⑥小学1～
3年生親子ペア　 高校生以上1,000円　中
学生以下500円　親子ペア1,000円　※傷害
保険料込　 ハガキ・FAX・メール　 8月
24日（必着）

区トライアスロン連合・荒井（〒213-0033　
川崎市高津区下作延5-35-6-701 ・
044-844-5057 Mail stu@setatora.com）

■第63回世田谷区学年別水泳大会
8月5日（日） 9:30～　玉川中学校温水プール

［種目］競泳（タイムレース）自由形、平泳ぎ、背
泳ぎ、バタフライ、フリーリレー、メドレーリ
レー　※1人2種目まで（リレー種目を除く）

区内在住・在学の小・中学生　 個人300円 
／種目、リレー400円／チーム　 郵送（所定
の申込書・個人票に参加費振込済みのコピーを
添付）　 7月2日（必着）

区水泳協会・赤木（〒158-0082 等々力
7-23-11 3701-6605）
■第51回世田谷区空手道選手権大会
空手道競技　9月23日（日・祝） 9:00～　
国士舘大学メイプルホール 他
※詳細はお問合せください

区空手道連盟・鶴見（ 090-2659-
3142）　 ８月11日（必着）

凡例　 出演　講 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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/
▶問合せ先　 総合運動場 3417-4276 3417-1734　 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　 大蔵第二運動場 3416-1212 3416-1777

①総合運動場温水プール　②千歳温水プール　
だれでも　 無料（別途、施設利用料）　
当日受付　

車いすバスケクリニック・心肺蘇生・AED体験等
堀江航・飯沼誠司　 小学5・6年生とその保護

者　 先着30組60名（親子）　 無料

中学生以上で軽度の知的障害のある方とその家族　
15,000円／人（家族と参加の場合、24,000円／2人）　
ハガキ・FAX　 7月31日（必着）　
世田谷サーンズ・北口（〒156-0044 赤堤4-42-2 
090-9010-2275 3323-8250）

水泳ワンポイントレッスン&体力測定会 スポーツ安全普及イベント
親子で体験！車いすバスケ&いのちの教室

ふれあい海辺キャンプ
7月16日（月・祝）～8月31日（金）　
毎日11:50～、13:50～、15:50～、17:50～（各10分）
詳細は財団HPをご覧ください。 7月21日（土） 13:00～15:00　大蔵第二運動場体育館

9月8日（土）～9日（日）　千葉県岩井海岸

申 込 6月25日9:00スタート
当財団ホームページより申込み可能（要登録）
※ �ハガキ・FAXで申込む場合、別途事務手数料
���（216円）がかかりますマーク

下記必要事項を明記の上、各申込先へ
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

その他
ハガキ・FAX

・出場する部門（年齢は大会当日を基準）に該当する健康な方　・本大会競技規則及び大会要項、申込規約に同意いただいた方
・制限時間（種目別）以内で完走できる方　※18歳未満は、保護者の同意が必要です

区内公共施設（総合支所、出張所などの区立施設）、区スポーツ推進課（世田谷区民会館内2階）、
（公財）世田谷区スポーツ振興財団

講 習 会

スポーツ教室・イベント

世田谷２４６ ハーフマラソン・健康マラソン
第１３回

11月11日（日）  8:30start（荒天中止）

9月12日（水）

参加料入金期限

〔メール・郵送〕 
   8月28日（火）

抽選結果通知
①インターネット（大会ホームページ）

募集要項のダウンロードもできます
 http://www.se-sports.or. 
jp/246/

締 7月31日（火）　手数料 不要

②専用郵便振替用紙
配布場所：区内総合支所、出張所、
まちづくりセンター、区スポーツ推進課、
世田谷区スポーツ振興財団　
締 7月31日（火）　手数料 200円

申込〔7月1日（日）〜31日（火）〕

～スポーツ施設で活用できる資格講座～
（公財）日本体育施設協会認定

体育施設管理士養成講習会・資格認定試験
9月11日（火）～14日（金） 9:00～17:00

日本大学　三軒茶屋キャンパス

親子でスポーツ吹矢体験教室
7月21日（土）～8月25日（土） 

毎週土曜 18:00～19:00
千歳温水プール

トップアスリートに学ぼう！
スポーツクライミング体験会

8月11日（土・祝） 9:30～12:00
烏山中学校温水プール

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

その他 共催大会

パンフレット配布場所

参 加
資 格

大 会（共催事業など）

その他 第68回世田谷区民体育大会

※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 

参
加
確
定

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

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
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