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見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 生誕100年　松本清張展
■ 「日本の自画像」展
■ 各種スポーツ教室開催！
■ 世田谷線独立40周年記念イベント「東急世田谷線ものがたり」
■ 『奇ッ怪～小泉八雲から聞いた話』公開リハーサルご招待
■ 成城ホールオープン記念イベント

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！

ミステリー、現代小説、歴史小説、現代史、古代研究など広
範な分野で卓越した業績を残した巨人・松本清張。作家と
しての基層を形作った､知的経験とエネルギーの凝縮した
小倉時代と､旺盛な研究心をもってたゆまぬ挑戦を続けた
その後の作家活動とに焦点をあてて、松本清張の全貌を
紹介します。本展は、松本清張生誕100年を記念し、北九
州市立松本清張記念館と公立文学館５館との共同開催
で実施するものです。  （関連イベントについては２面をご覧ください。）

松本
清張展
開催中～6月7日（日） 世田谷文学館

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 
（5月4日は開館）

観覧料
一般700円（560円）
大・高生500円(400円)　
中・小生250円（200円）　
65歳以上・障害者350円（280円）
※（　）内は20名以上の団体料金

清 張 文 学との新たな邂 逅
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本さんは気取りのない気さくな人でした。最初の作品、『張込み』
でお会いした時、東京から九州へ張込みに行く刑事が原作では

一人なので、「事件は殺しだし、刑事は一人じゃなく二人では？」という
と、「僕、警察のことよく分からないのよ。いずれにしても橋本さん、警
察にはいろいろお世話になると思うから、一緒に警視庁へ行き協力を
頼もうよ」
　警視庁の広報課長は二人の申出を心よく了承し、監督の野村芳太郎
さんと、当時は助監督だった洋ちゃん（山田洋次氏）が、一課の殺しの
刑事の後をついて歩くことで『張込み』が始まり、以来、『ゼロの焦点』
『黒い画集』『影の車』『砂の器』と作品が並んだのです。ウマが合うの
か、縁が深いというか、原作者と脚本家の絆が意外に強かったのではな
いでしょうか。

脚本家　橋本忍絆

松

※橋本忍氏が脚本を担当された『張込み』『ゼロの焦点』の２作品の上映会を行います（２面参照）
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日本の自画像 写真が描く戦後1945－1964

世田谷美術館分館
[開館時間]10:00～18:00（入館は17:30まで）　[休館日]毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）5/7は振替休館
[料金］一般200（160）円／大・高生150（120）円／中・小生、65歳以上、障害者100（80）円※（　）は20人以上の団体料金

世田谷美術館分館 年末年始休館 １２月29日㈪～1月3日㈯

企 画 展
●TOKYOパノラマウォークVol.２
「写真家と歩く昭和」其之壱
5月30日㈯　13：00～17：00　現地集合、解散
■講大西みつぐ（写真家）
●TOKYOパノラマウォークVol.３
「写真家と歩く昭和」其之二
６月６日㈯　13：00～17：00　現地集合、解散
■講飯田　鉄（写真家）
■対高校生以上、成人　抽選30名（各回とも）
■￥1回のみ1,000円／3回通し2,500円■申5月
12日（消印有効）までに往復ハガキ（欄外記
入例参照）で当館教育普及担当課へ。
＊１回のみ可。ただし、３回通し申込の方を優
先します。
＊毎回講師を囲んでの「アフターファイブ・イ
ベント」開催予定

平成21年度第1期収蔵品展
人々のものがたり

PartⅠ「人のかたち、人の想い」　　
5月1日㈮～7月12日㈰　2階収蔵品展示室
アンリ・ルソーをはじめとする素朴派の人々
が描いた人物像に加え、写実的な表現や、意
識的に素朴な雰囲気を出した表現、あるい
は人物を幾何学的にとらえた表現など、人の
姿の多様な表現を紹介します。扇形室では、
農民の姿を木版画で生き生きと表現した
飯野農夫也の作品を紹介いたします。
■￥一般200（160）円
／大高生150（120）
円/中小生・障害者
（一般）・65歳以上
100（80）円（ ）内
は20名以上の団体
料金
※同時開催中の企
画展チケットでご観
覧いただけます。

関連企画
あなたのかお・わたしのかお・なんのかお？
家族や友達、好きな人、自分の顔、会ったこと
ない人・・・いろんな顔をかいちゃおう！！
会期中の毎土曜日 13：00～15：00
無料休憩所　■￥無料

プロムナード・コンサート
永岡靖子ピアノ・リサイタル

5月23日㈯14：00開演　当館講堂
■曲ベートーヴェン「ピアノ・ソナタ第23番へ短
調“熱情”」、リスト「バラード第2番ロ短調」他 
■￥無料／抽選200名　■申５月11日（消印有効）
までに往復ハガキ（欄外記入例参照）で当館コン
サート係へ。ハガキ１枚につき１名様のみ。
※未就学児は入場不可。

【トランス／エントランスvol.8】
≒2　にあいこーるのじじょう
当館のエントランス空間がパフォーマンスの舞
台に！今回は、障がいのある人・ない人の境界線
をクリエイティブに越える試みです。大谷燠
（DANCE    BOX）を統括に、ダンス（砂連尾理）
音楽（スカンク）・美術（川井ミカコ）のアーティ
ストがナビゲーターとなり、障がいのある人とと
もにつくりあげた鮮烈な作品を、お見逃しなく！

5月28日㈭開演19：30（開場
19：00）　当館エントランスほか
■￥一般2 , 0 0 0円、障がい者
1,500円、障がい者とその介助
者は合わせて2,000円、中学生以下無料　60名
[前売]当館ミュージアムショップにて（4月中旬
より）■申当館ホームページにて
 「あいのてさんコンサート」
NHKの番組で活躍した「あいのてさん」が、世
田谷美術館にやってくる ！ご期待ください ！
5月31日㈰開演15：00（開場14：30）当館講堂
■出あいのてさん（野村誠、片岡佑介、尾引浩志）
■￥前売・予約＝高校生以上2,000円、小中学
生1,000円、未就学児は無料
当日＝高校生以上2,500円、小中学生1,500
円、未就学児は無料／200名（座布団席含
む）前売・予約：khoomei@vions.jpまで
お問合せ：０９０－２９１８－８４２４（あいのてさん
コンサートお問合せ専用電話）

オルネオーレ・メテルリ
≪スザンナ≫1938年

写真：濱谷浩
≪田植え女　富山≫
1955年ⓒ片野恵介

日本の自画像　
写真が描く戦後1945－1964

5月2日㈯～6月21日㈰　１階企画展示室
■￥一般1，000（800）円／大・高生・65歳以上
800（640）円／中・小生・障害者（一般）500
（400）円・（　　）内は20名以上の団体料金
本展は木村伊兵衛をはじめ戦後日本の1945年
の太平洋戦争の終戦から1964年の東京オリン
ピックまでの写真界を牽引した11人の写真家
たちが捉えた激動の時代を、厳選した168点の
モノクロ写真作品で紹介します。本展は、世界
初の写真による戦後日本社会についての広範
な考察であり、激動する社会
のなかで日本人が見せた強靭
な生命力と写真家たちの深い
芸術的才能へのオマージュで
もあります。
出品作家：石元泰博、
川田喜久治、木村伊兵衛、
田沼武能、東松照明、
土門 拳、長野重一、
奈良原一高、濱谷　浩、林　忠彦、細江英公

関連企画
■特選名画　キヌタオデヲン座　ドキュメ
ンタリー映画「十二人の写真家」上映会
1955（昭和30）年に写真雑誌『フォトアート』
（研光社）の創刊6周年を記念し、読者向けにプ
ロカメラマンたちの撮影風景を紹介し、写真撮
影に親しんでもらおうと制作された映画です。
5月4日（月・祝）、5月24日㈰、6月14日㈰各日と
も11：00／14：00／16：00　3回上映　当館講堂
■出木村伊兵衛、三木　淳、大竹省二、秋山庄太郎、
林 忠彦、真継不ニ夫、早田雄二、濱谷 浩、
稲村隆正、渡辺義雄、田村 茂、土門 拳
[監督]勅使河原宏[企画]亀倉雄策[製作]
永井嘉一
1955年／日本／49分　＊DVDによる上映
■￥無料/当日先着150名（各回）
■感動再び！TOKYOパノラマウォークシリーズ
庶民文化研究家、写真家の方たちの案内で、
東京の街中を昭和の面影を求めて歩きます。
●TOKYOパノラマウォークVol.１
「庶民文化研究家と歩く昭和」
5月23日㈯　13：00～17：00　現地集合、解散
■講町田　忍（庶民文化研究家、散歩の達人）

宮本三郎と昭和の婦人誌
女性美を求めて

開催中～ 7月26日㈰
婦人公論、主婦之友、婦人世界、新女苑
など、婦人雑誌は、幅広く大衆文化を支
えてきました。本展では、表紙絵、挿絵、
寄稿など婦人雑誌における宮本三郎の
仕事を紹介し、画家と社会とのつなが
りや、宮本の求めた女性美を探ります。
■5月のギャラリートーク
5月9日㈯14:00～ （事前申込不要）
テーマ「宮本三郎の挿画雑感」
■音と映像で楽しむクラシック講座vol.11
DVDで名演の数々を解説付きでご紹介。
5月9日㈯14:00～18:00（13:30開場）
プログラム：ロッシーニ作曲「セビリアの理髪師」
■￥500円／申込先着50名
■音広場・春・Jazz Night
今、ジャズシーンで大きな注目を集めているジャズ・トラ
ンペッター五十嵐一生を迎えてのJazz Night。その豊か
なフィーリングと音域、自在な演奏をお楽しみください。
5月31日㈰19:30～21:00（19:00開場）
■出五十嵐一生（tp）、小畑和彦（g）、坂井紅介（b）  ほか
■人ひろばvol.2（地域の方を講師にお招き
する連続講演シリーズ）
前根明と白石磐が語る「空の旅の舞台裏」
飛行機が空を飛ぶメカニズムや、操縦のテク

ニックなどのお話。
6月20日㈯14:00～16:00　■￥500円／申込
先着50名
■講前根明（元パイロット、航空評論家）、
白石磐（航空技術者）

文明讃歌
清川泰次が写したマシーン・エイジ

開催中～ 7月26日㈰
清川泰次は、昭和初期にライカを
携えて多くの機械文明の象徴を
撮影していました。写された当時
の写真をご紹介します。

宮本三郎記念美術館
〠158－0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483－3836

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

■申往復ハガキまたはEメール（欄外記入例参照）で、
宮本三郎記念美術館「ワークショップ」係へ※連記不可
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了
薔薇の香りに包まれて
ココロモヨウ展
桜ここに咲く～成城・砧あちこち

あかねこうぼうコレクション
中米の織り展(13日10:00より公開)
陶芸「安春閑」

開催中～
4/28～
5/ 4～
5/ 7は振替休館日

5/12～

5/19～

4/26
5/ 3
5/10

5/17

5/24

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

≪演奏者≫
1956年（昭和31年）

不詳　撮影:清川泰次

向井潤吉アトリエ館
向井潤吉アトリエ館は、耐震調査の結果、耐震化工
事が必要のため当分の間休館します。皆様にご迷惑
をおかけすることを、心よりお詫び申し上げます。

大藪春彦記念ミステリー講演会
■赤川次郎講演会
「三毛猫ホームズの作家修行」
ハードボイルド小説の先駆者、大藪
春彦の世田谷での活動を称える記念
ミステリー講演会です。今回は、「三
毛猫ホームズ」シリーズなどで知ら
れる赤川次郎氏をお招きいたします。
6月6日㈯14:00～15:30　1階文学サロン
■講赤川次郎（作家）■￥500円／抽選150名　
■申5月23日（必着）までに、往復ハガキ（欄外
記入例参照）で当館「ミステリー講演会」係
へ。連名可。
※「ひととき保育」（対象：5ヶ月～未就学児）
あり。要電話予約（定員あり）。

土曜ジュニア文学館
■日本の歳時記シリーズ「『歯固めの日』
に親子でチューインガムを作ろう！」
協力：株式会社ロッテ
「歯固め」とは、長寿を
願って６月１日にかたいも
のを食べる伝統行事。歯

固めにも有効なガムを、親子で手作りしてみ
ませんか。
5月30日㈯①13:30～14:30②15:30～
16:30　2階講義室
■講ロッテ中央研究所研究員　■対①②未就学児以上
と保護者 ■￥無料／各回抽選15組 ■申5月16日（必着）
までに、往復ハガキ（欄外記入例参照、①②のどちらか
と年齢も明記）で当館「ジュニア」係へ。

友の会との共催講座
■歴史家としての松本清張―新しい視点から
5月17日㈰14:00～16:00
■講保阪正康（昭和史研究家）　
■￥700円　
■申 5月2日(必着)までに往復ハガキ（欄外記入例参照、
友の会会員の方は会員番号も明記）で当館友の会へ。

企 画 展
生誕100年　松本清張展
清張文学との新たな邂逅

開催中～6月7日㈰　2階展示室
※4月28日㈫から5月10日㈰までは休まず
開館いたします

関連イベント
■松本清張原作映画上映会
15月2日㈯「張込み」　
（1958年／松竹／116分／監督：野村芳太郎
／脚本：橋本忍／主演：宮口精二・大木実）
25月3日㈰「ゼロの焦点」
（1961年／松竹／95分／監督：野村芳太郎
／脚本：橋本忍・山田洋次／主演：久我美子）
両方とも1日2回上映（第１回11：00～、第2回
14：30～）　１階文学サロン
■￥各回とも500円／当日先着150名
（30分前開場、入替制）

 「張込み」○C 松竹
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世田谷文学賞作品募集！
の会へ。
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と年齢 友の会会員の方は会員番号も明記）で当館友の

作品募集！谷文学賞作
■部門・字数の制限
1短歌、俳句、川柳＝ハガキに必ず3首または
3句連記
2詩＝400字詰原稿用紙3枚以内
※各部門1人1点。未発表のオリジナル作品
に限る。作品はすべて黒のインクまたはボー
ルペンを使用し、楷書・縦書きで。ワープロ、パ
ソコン使用の場合も縦書きで、400字詰換算
枚数も明記。
●対象　区内在住・在勤・在学者と、世田谷文
学館友の会会員（区外在住の方も可）。
●賞　各部門一席3万円

●応募方法　8月1日～31日(必着)までに､短
歌・俳句・川柳はハガキ表面、詩は別紙に､①応募
部門②住所③氏名(ふりがな)④年齢⑤職業（区内
在勤・在学者は会社名または学校名とその住所）
⑥電話番号⑦友の会会員の方は会員番号を明記
し､当館「世田谷文学賞」係へ郵送または持参。
※応募作品の訂正、差し替え、返却は不可。
入選作品の第一出版権は主催者に帰属。

●発表　入選者には１１月下旬に通知。
なお入選者は本紙2009年12月25日号に
掲載予定です。上位入選作品は、「文芸せたが
や」第29号で紹介。

護者 ■■■無料／各回抽選15組 ■■■5月16
に、往復ハガキ（
齢も明記）で当館

選 組 月
（欄外記入例参照、①②の
館「ジ ニア」係齢も明記）で当館館「ジュニア」係へ。

世田
■部門・字数の制限
1短歌、俳句、川柳＝ハガキに必必ず3首
3句連記

予告

清張文学との新たな邂逅

かいこう

※選考委員による講座を予定しています。

 　期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

■展示品の搬入および搬出作業があるため、公開は初日の午後から最終日の16:00までとなる場合が多いです。
■区民ギャラリーについては、当館総務担当課までお問い合わせ下さい。世田谷美術館 区民ギャラリー

開催中
4/28
5/ 4
5/12
5/19

4/26
5/ 3
5/10
5/17
5/24

●４０７
●第13回あいえぬじー展　●土の会とその仲間たち
●解除－Override
●世田谷人物を描く会　●第38回ミモザの会絵画展
●サロン・ド・ユニゾン展

～
～
～
～
～

●LEO'S　IMAGE
●今日から絵描きの会展　●地主 金 J 絵画展
●地上展
●第7回雅風会絵画展
●第6回雅の会作品展

世 田 谷 文 学 館

世 田 谷 美 術 館

〠157-0062 世田谷区南烏山1-10-10　☎5374-9111  http://www.setabun.or.jp/
[開館時間]10:00～18:00（ショップは17:00まで。展覧会入場は17:30まで）　[休館日]毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）

〠157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011  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（月曜日が休日の場合は翌日）ただし4/28～5/10は無休

2

割　引
引換券

この券を受付までお持ちいただく
と、一緒に来館された同伴者全員
が割引料金でご利用になれます。

この券を受付までお持ちいただく
と、一緒に来館された同伴者全員
が割引料金でご利用になれます。観覧料

割　引
引換券 一般1,000円→900円　大・高生・65歳以上800円→700円

中・小生・障害者（一般）500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室
5月2日（土）～6月21日（日）生誕100年 松本清張 展

一般600円→500円　大・高生350円→300円
中・小生200円→150円　65歳以上・障害者300円→250円

世田谷文学館1階展示室　
開催中～6月7日（日）

中学生・小学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設展  ●世田谷美術館収蔵品展  ●世田谷美術館分館（3館）●あて先は各記事の申込先へ ●重複申込不可●特に条件のある場合は明示します いただいた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・
Eメール記入方法

①行事名（コース） 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



3 ★凡例　■対象　■料金　■出演　■講師　■締切　■参加・申し込み方法　■お問い合せ対 出 締 申 問講￥

企 画 展

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）

5/ 3㈰～5/30㈯

2F ギャラリーカフェくりっく 入場
無料

開催中～5/ 2㈯

亀龍会ちぎり絵教室

生活工房ポスター展2008

会場 定員 共催生活工房5Ｆ 　　　各講座とも14名 　　　ソニーマーケティング株式会社　

時　間 一般料金（税込み）講　座　名 日　程好評の一眼レフカメラ撮影に新講座が
登場！初心者向け講座、無料体験講座
もありますので、お気軽にご参加下さい。
※機材はセミナー会場に準備しています。

★はじめてのパソコン”ウィンドウズ・ビスタ編”
【無料】デジタル一眼レフ基礎１　はじめてみよう！一眼レフカメラ（はじめてのかたへ）
★デジタル一眼レフ基礎２　カメラの基本を学ぼう（撮り方の基本とコツ）
★デジタルカメラの撮り方入門（人物のいきいきした表情を撮ろう）
★写真加工入門（PhotoshopElements6使用）
★デジタル一眼レフカメラのテーマ別講座～マクロ<接写>撮影の基礎
★デジタル一眼レフカメラのテーマ別講座～風景・スナップ撮影の基礎
★はじめてのハイビジョン“ハンディカム”撮り方入門（ビデオカメラの撮り方）
【無料】パソコンをもっと楽しむ・写真・ビデオ・音楽ソフトの体験（ＶＡＩＯオリジナルソフト体験）

14：00－17：00
10：30－12：00
13：30－15：00
10：30－12：30
14：00－15：30
10：30－12：30
14：00－16：00
10：30－12：30
14：00－15：30

5/13㈬
5/14㈭
5/14㈭
5/15㈮
5/15㈮
5/16㈯
5/16㈯
5/17㈰
5/17㈰

¥6,300
無料体験講座
¥2,100
¥2,100
¥3,150
¥3,800
¥3,800
¥5,250
無料体験講座

内容に関しての問合せ･申込みは
ソニーマーケティング株式会社
☎0570－075－111(一般／携帯電話)　
☎5789－3493（IP電話／PHS）10：00～18：00　
http://www.sony.co.jp/ITEseminar/

★印はお申込時に住所で判断して世田谷区民の方
    は特別料金（525円割引：税込み）になります。

※電話がつながらない時は時間をおいておかけ直し下さい。

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 5月のご案内

世田谷アートフリマ vol.11
お気に入りのアート作品を見つける２日間。
豆本やモビールをその場で作れる体験コーナ
ー（当日先着順）やカフェもあります。
４月25日㈯・26日㈰ 11:00～18:00
生活工房３～５Ｆ　■￥無料　
　世田谷アートフリマつながり展2009
開催中～26日㈰　9:00～20:00（最終日は18:00
まで）　３Ｆ生活工房ギャラリー　■￥無料　

世田谷線独立４０周年記念イベント
「東急世田谷線ものがたり」

■写真展
40年の歴史をふりかえる写真や、沿線の小
学生が描いた世田谷線絵画等を展示します。
４月29日（水・祝）～5月24日㈰ 9:00～20:00
３Ｆ生活工房ギャラリー
■￥無料
■模型展
東急世田谷線の模型
等を展示します。

５月10日㈰～5月24日㈰
11:00～19:00　生活工房４Ｆ　■￥無料

1「世田谷線沿線フラワリングツアー」
貸切電車に乗って植栽ポイントの説明を受
けてから、沿線の4か所に花を植えます。
5月10日㈰12：30～17：00
2「世田谷線沿線まちづくりツアー」
貸切電車で車窓からの街並みをガイド。電車
を降りて、沿線の名所旧跡を散策します。
5月24日㈰13：30～16：30　
＊12とも集合場所：世田谷線上町車庫　
■￥各1,000円（小学生以下500円、3歳以下
無料。記念ストラップつき）／抽選各60名　
■申1は4月26日、2は5月10日（いずれも必
着）までに、ファクシミリで「エコ＆スローラ
インせたがや検討会事務局」（ＮＰＯ法人ま
ちこらぼ内）■FAX 5431-5809（2面欄外記入
例参照）まで

大人のものづくりワークショップ まぜるをあそぶ１
「るるるとまぜるパンとジャム」
まぜることで美味しくなる食のふしぎを体験！
様々な小麦粉や果物をブレンドして、オリジナ
ルのパンとジャムをつくります。
5月23日㈯、24日㈰各日とも13:00～17:00
生活工房4F　■講るるる（横田茂、フルタヨウ
コ、大橋渉）　■￥4,500円／抽選各日20名　
■申5月13日（必着）までに、往復ハガキ（2面
欄外記入例参照、希望日も明記）かEメール
(ldc@setagaya-ac.or.jp)で生活工房へ

眞田岳彦セタガヤーンプロジェクト「アートワークス」
花（Hana）～世田谷の花で染める
フラワーコットン・パッチワーク

世田谷の花でコットンを染め、パッチワーク
をします。「アート」（フレームやハンガー）、
「デザイン」（トート型のバッグ）のどちらか
のコースを選んで、作品を作ります。
5月30日㈯・6月20日㈯・7月11日㈯＊全3回
で完結、各回10：00～16：00（昼休みあり）　
生活工房4Ｆ ■講 Sanada Studio ■￥5,000
円（全３回分）／抽選15組（一般、もしくは小
学生以上と保護者の親子も可） ■申5月20日
（必着）までに往復ハガキ（2面欄外記入例

参照、希望コースも明記）で
生活工房へ

きむらとしろうじんじん「野点(のだて)」in三茶
ボランティアスタッフ募集
説明会＆散歩大会

この10月、自分で絵付けした焼きたてお茶碗で
お茶を楽しむ移動式カフェによるお茶会「野点」
を、三軒茶屋近辺で開催！　じんじんと一緒に
野点を行うボラン
ティアスタッフを
募集します。説明
会後は、野点の会
場を探すまち歩き
をします。
6月6日㈯・7日㈰
各日とも10：00～16：00（昼休みあり ※途中
参加・退出OK） 生活工房5Ｆおよび屋外　
■講きむらとしろうじんじん（美術家）
■￥無料 ■申電話またはＥメール(ldc@setaga
ya-ac.or.jp、希望日も明記)で生活工房へ

中学生電気フォーミュラーカー教室
電気フォーミュラーカーを組立てながら、地
球環境・エネルギー問題について体験学習
するワークショップです。
6月6日㈯・7月4日㈯・11月23日(月・祝)＊全3回
＋11月3日（特別編・希望者のみ） 各回10：00
～16：00（昼休みあり）　東京都立総合工科
高校、ツインリンクもてぎ（予定）ほか 
■講日本EVクラブ　協力／本田技研工業株式
会社ほか ■￥3,000円（全３回分）／抽選20名

■対世田谷区在住中学
生 　 ■申5月23日（必
着）までに往復ハガ
キ（２面欄外記入例
参照）で生活工房へ

〠154－0004 世田谷区太子堂4－1－1キャロットタワー　
☎5432－1543 　  5432－1559   http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/

生 活 工 房世田谷文化生活
情報センター

共催／エコ＆スローラインせたがや検討会、
東京急行電鉄株式会社

「世田谷線の模型」

関連イベント

「きむらとしろうじんじん」

スポ・レクネット「基礎講習会」 スポ・レクネットに登録し、地域で活動しませんか
６月６日㈯９：００～１７：５０　世田谷区役所ブライトホール

②講習会のみ参加希望される方（登録を希望しない方）…500円／1科目（科目1は無料）

①スポ・レクネットに登録を希望される２０歳以上の方（全５科目必修）…2,000円（スポ・レクネット
への新規登録の際には、登録料500円が別途必要です。）※大学生は参加費無料
※日本体育協会等の公的機関の資格等をお持ちの方は、1の受講のみで登録できます。詳しくはスポーツ振興財団へお問い合わせください。

■対■￥

定員／抽選60名　■締５月２０日（必着）　■申ハガキまたはＦＡＸ（２面欄外記入例参照、現在お持ちのスポ
ーツ・レクリエーション関連資格、大学名及び学年②は参加希望の科目を明記）でスポーツ振興財団へ

1
2
3
4
5

時　間
9:00～10:20
10:30～12:00
13:00～14:30
14:40～16:10
16:20～17:50

　　　　科目（内容）
ガイダンス・世田谷区の現状
スポーツ指導者の安全対策
スポーツ心理学・指導方法
指導者の基礎理論
スポーツ緊急時の救急・救命法

　　　　　　　 講　　師
世田谷区・佐野昌行(日本体育大学大学院生)
冨田幸博(日本体育大学教授)
楠本恭久(日本体育大学教授)
齊藤隆志(日本女子体育大学准教授)
田中秀治（国士舘大学教授）

［科目及び時間］　※都合により講師・講習内容が変更になる場合があります。

スポーツ・
レクリエーション

〠157－0074 世田谷区大蔵4－6－1 区立総合運動場温水プール2Ｆ　
☎3417－2811 　3417－2813  http://www.se-sports.or.jp/田世 谷 区 ス 振 財ツーポ 興 団

総合運動場・千歳温水プールに農大市場がやってくる
販売開始記念イベントを開催！！
農大市場で取り扱っている厳選食品の販売を始めま
す。販売開始当日は記念イベントを開催いたします。
４月２６日㈰ 総合運動場・千歳温水プール
　

販売食品／カムカムドリンク、各種じゃむ、はち
みつなど※売り切れ次第終了　協力／メルカー
ド東京農大※その他販売食品等に関する詳細
はお問い合わせください。　■問総合運動場 ☎３
４１７－2811、千歳温水プール☎３７８９－３９１１

        めざせトップアスリート「水泳クリニック」
６月８日㈪ １6：００～１8：００ 総合運動場温水プール 

■講松本尚人（北京五輪自由形800mリレーフ
ァイナリスト）　■対小学４～６年生　
■￥５００円／抽選４０名　■締５月19日（必着）

バスハイク「愛鷹山」
愛鷹山の最高峰越前岳へ登るコースです。
５月３１日㈰　６：５０　区役所⇒越前岳登山口～
越前岳～富士見台～愛鷹山荘～山神社～愛鷹
山登山口⇒区役所（歩程約４時間）※弁当・水
筒・雨具持参、軽登山靴着用 ■対１８歳以上 
■￥４，０００円／抽選４０名　■締５月１2日（必着）
コースレベル★★★（健脚向き）

トレッキング「尾瀬」
ニッコウキスゲなどの植物を見ながら歩きます。
６月２８日㈰～２９日㈪　28日６：５０区役所⇒大清水～

一ノ瀬～岩清水～三平峠～宿（歩程約２時間３０分）
　２９日：宿～沼尻休憩所～見晴十字路～竜宮小屋～
山の鼻～鳩待峠⇒区役所（歩程約５時間３０分） ■対１
８歳以上　■￥１９，０００円（１泊３食、保険料等含む）
／抽選４０名※１日目の昼食・雨具持参、軽登山靴着用
■締６月８日（必着）  コースレベル★★☆（一般向け）

障害者ふれあいウォーキング
■旧東海道を歩く　品川宿～
６月２１日㈰　コース／9：００渋谷駅集合⇒品川駅
～品川宿～大森海岸駅（12：００頃解散予定）
■対中学生以上で、主に軽度の知的障害のある
方（保護者・健常者の参加も可）　■￥１，０００円
／先着３０名　■締６月１０日（必着）
■申■問ハガキまたはＦＡＸ（２面欄外記入例参
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　■FAX３３２３－８２５０）へ

夏期限定開催 シェイプアップアクア
５・６・９月の毎週木・金曜日１９：００～２０：００（祝
日を除く）　総合運動場温水プール
■￥施設利用料金のほか参加料金２００円／先着
４０名　■申事前申込不要。実施時間の３０分前に
２５ｍプールサイド受付へ　■問☎３４１７－００１７

水泳記録会
６月１４日㈰１０：００～ 太子堂中学校温水プール
■対小学生以上で２５ｍ以上泳げる方　種目／自由
形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、リレー　※個人
種目は年齢別。申込は２種目以内（リレーを除く）
■￥大人２００円、小・中学生１００円　■締５月１５日
(必着） ■申所定の申込書（区立温水プール、スポーツ振
興課、スポーツ振興財団にあり）でスポーツ振興財団へ

はホームページからも申込可能

各種スポーツ教室
         種      目

1 ゴルフ

2 ジュニアゴルフ
3 ショートテニス
4 釣り（釣り舟）
5 わくわく親子体操
6 初心者弓道
7 ソフトバレーボール
8 ボウリング

9 生涯健康づくり体操

                               日       時
A ５/２0～７/8　毎週水曜（全８回）１２：１５～１３：４５
B ５/２３～７/１１　毎週土曜（全８回）１８：００～１９：３０
５/２３～７/１１　毎週土曜（全８回）１３：００～１４：３０
５/３０～６/２７　毎週土曜（全５回）１９：００～２０：３０
５/３１㈰７：００～１５：３０(予定)　
６/１～２９　毎週月曜（全５回） ９：３０～１１：００
６/２～１１の毎週火・水・木曜（全６回）１８：３０～２０：３０
６/６～７/４　毎週土曜（全５回）１８：３０～２０：３０
６/７～２８　毎週日曜（全４回）９：３０～１１：３０
A ６/５～７/１０　毎週金曜（全６回） １０：００～１２：００
B ６/５～７/１０　毎週金曜（全６回） １９：００～２１：００
C ６/１４～７/１９　毎週日曜（全６回） １０：００～１２：００

         会       場
千歳ゴルフセンター
ニュー成城ゴルフセンター
成城ゴルフクラブ
駒沢中学校
鮫洲駅周辺集合
北烏山地区体育室
大場代官屋敷弓道場
笹原小学校
オークラランド
粕谷区民センター
瀬田小学校
守山小学校

                             料 金／定員（抽選）／対 象

A B とも１７，０００円／各１０名／１８歳以上　

９，０００円／１４名／小学３年～中学生　
大人２，５００円  中学生以下１，５００円／４０名／小学生以上　
大人・中学生７，５００円／小学生3，５００円／２０名／小学生以上
２，５００円／２０組・４０名／１歳半～４歳児とその保護者
大人３，６００円  中学生１，８００円／３０名／中学生以上で初めて弓道を行う方
大人２，５００円  中学生以下１，５００円／３０名／小学生以上　
３，０００円／３０名／小学４年生以上※靴代は自己負担　

A～C全て１，５００円／各５０名／５５歳以上

■締 1 2 ５月７日、3～9 ５月１４日※いずれも必着 ※1378 は初心者・初級者対象 ※小学生以下は保護者同伴

★㈶世田谷区スポーツ振興財団職員募集
◆募集内容／正規職員（Ａ：経験者係長職､Ｂ：経験者主任職､
Ｃ：一般）◆勤務内容／区より受託する区立社会体育施設の管
理運営◆応募資格／民間等において施設管理業務若しくは
接客業務の経験があるもの（A：大卒15年･高卒19年以上、B：
大卒10年･高卒14年以上、C：不問）、60歳未満（平成22年3月
31日現在）◆採用予定／平成22年1月（予定）　■申所定の申
込書でスポーツ振興財団へ　郵送＝5月13日（消印有効）、持
参＝5月13～15日※申込書は、区立温水プールで配布。詳しく
は募集要領、スポーツ振興財団ホームページ参照　
■問スポーツ振興財団採用担当
　

総合
１３：００～１４：００
１３：００～１６：００

①試飲試食会　　
②野菜・果物の販売

千歳
１１：００～１２：００
９：００～１２：００

◆第５９回世田谷区民体育大会ゴルフ大会
７月２３日㈭　太平洋クラブ御殿場ウエスト ［種目］１８
ホールストロークプレー（新ぺリア方式） ■￥３，０００円
（賞品代、保険料含む）・別途プレー代１７，５５０円　希望
者は厚生年金スポーツセンターウェルサンピア東京か
らバスが利用できます（３，０００円） ■締６月２２日(必着)
■申ハガキまたはＦＡＸ（２面欄外記入例参照、生年月日・
バス利用の有無を明記）で区ゴルフ連盟・浜本（〒１５８
－００９７　用賀３－２７－７　☎■FAX３７０９－０６７２）へ
◆家庭婦人ソフトボール春季大会
６月７日㈰　９：００～ 区内中学校　■対区連盟登録チー
ム  ■￥５，０００円  ■締５月１１日(必着) 　■申ハガキ、FAXま

たは電話で区ソフトボール連盟・田井
(〒１５６―００５３　桜２―２０－１１　☎３４２５―６１６７）へ
◆第７回世田谷区武術太極拳連盟競技大会
５月３１日㈰　１０：００～ 総合運動場体育館（入場・見学
無料）　［種目］個人戦・団体戦　■申■問区武術太極拳
連盟・西井（〒１５５-００３３　代田３-１６-１４　☎■FAX３４１３-
３７２１）
◆区民ボウリング大会
５月１７日㈰　９：００～ オークラランド　［種目］個人戦（年
齢・性別ハンデ） ■締５月７日(必着) ■￥２，０００円（３ゲーム）
■申往復ハガキまたはFAXで区ボウリング連盟・藤枝
(〒１５７-００７１　千歳台２-２２-２２☎■FAX３４８２―６３７７）へ

★「スポーツインフォメーション」を配布中 
スポーツ・レクリエーション事業や施設の案内を掲載。今回は
年間保存版の施設案内付。　配布場所／区内公共施設など

information

初日は健康に関する講話も実施。

※特に記載のない事業はハガキまたはFAX（２面欄外記入例参照、参加希望教室、学年、年齢、性別、釣りは無料貸し竿の有無、を明記）でスポーツ振興財団へ

■対区内在住・在勤の女性チーム　
■￥１チーム４，０００円／先着６４チーム 　■締5月19日（必着）
■申電話で区・バレーボール連盟　金当(☎３７００－７８８２　平日９：００～１７：００)へ　
※5月26日１０：００～代表者会議(組合せ抽選会)を開催

第４９回ＴＥＰＣＯ世田谷区
レディースバレーボール大会
６月２３日㈫～２６日㈮　９：００～
総合運動場



※未就学児童参加不可。

500500

　［問］劇場／学芸　※詳細は劇場HPをご覧ください

5/2(土)、5/9(土)、5/16(土)、5/23(土) 　１０：００～１２：００

ワークショップ 　［問］劇場　※対象など詳細は、劇場ＨＰをご覧ください。土曜劇場プレイ･パーク

■￥区民400円　一般500円　高校生以下300円／各日先着20名
■申劇場チケットセンターにて受付中 ※未就学児童参加不可

4

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　☎5432-1526   　5432-1559
PC　http://setagaya-pt.jp　携帯サイト　http://setagaya-pt.jp/m　

世田谷文化生活
情報センター 世 谷 パブリッ シ タ ー田 ク ア

世田谷パブリックシアター
4/25～5/31

254/シアタースケジュール

シアタートラム

26 2 3 4 5 6 9 107 8 12 1311 15 16 17 1814 20 21 22 2319 25 27 2924 31302927 28 26 28 3015/

公演詳細情報はホームページをご覧いただくか、劇場までお問い合せください。

前売チケット情報 世田谷パブリックシアター
チケットセンター

チケットの
お 申 込

※世田谷区民割引・先行予約は
　劇場チケットセンターで前売のみ取扱い

http://setagaya-pt.jp http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録） PC 携帯

InnocentSphere
『ゲニウスロキ』

       成城ホール
オープン記念イベント

6月21日㈰ 15:00開演　世田谷区民会館　※開演時間が変更となりました。

７月５日㈰ 15:00開演　
成城ホール

一  般（高校生以上）　2,000円
区民・劇場友の会割引 1,800円（前売りのみ）
子ども（4歳～中学生）  500円

全席
指定

出演　　　池辺晋一郎（おはなし／指揮）、山田美也子（司会）
　　　柴田真郁（指揮）、三浦章広(ヴァイオリン独奏)
　　　ジュニア＆ちびっこオーケストラ楽器体験ワークショップ参加メンバー
　　　せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ）

一  般（大学生以上）　　2,000円
区民・劇場友の会割引    1,800円（前売りのみ）
子ども（小学生～高校生） 500円

全席
自由

出演　　　百武由紀（ヴィオラ）
　　　松尾俊介（ギター）
　　　斎藤光晴（フルート）

シス・カンパニー公演『楽屋～流れ去るものはやがてなつかしき～』   ～6/14㈰  

音 楽 事 部業 ☎5432－1515
10:00～19:00　年中無休

予約したチケットはお近くのセブンイレブンでも
受取りが可能です。※手数料105円／１枚

チケット
申込

営業時間変更！ 世田谷パブリックシアターチケットセンター

せたがやの演奏家
シリーズVol.3 百武由紀と仲間たち

“ワンコイン”でコンサートを
  楽しんでみませんか？

５月17日㈰ 15:00開演
世田谷区内を中心に活動している３団体に
よるオープニングコンサートです。
出演　　　世田谷フィルハーモニー管弦楽団、
　　　世田谷区民合唱団、世田谷区民吹奏楽団

５月24日㈰ 14:00開演
女声合唱団による、美しく繊細な響きを
お楽しみ下さい。
出演　　　アンサンブル･ソノリテ、アルパッソ

くらしっく音楽三昧 コーラスの花束

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階　10:00～18:00　月曜定休
☎5432-1535 　 5432-1536   http://www.setagayamusic-pd.com/

★こどもの日のまちかどコンサート★
スチールパンが奏でるカリブサウンドで、三軒茶屋に一足早い夏を感じてください♪

５月５日（火･祝）　各回40分　無料

発売中

残席
僅少

発売中

発売中 出演 森美咲(スチールパン)、鈴木和徳(ドラムス)、西窪峰人(マリンバ)
曲目 「アンダー・ザ・シー」「オルフェのサンバ」他 　※当日直接会場へ　※雨天時は要問合せ

せたがやファミリーコンサート
～子どもたちのオーケストラ発表会 家族で楽しめるクラシック演奏会～

一般（小学生以上）５００円全席自由

２，７00円 3，000円
高校生以下 １，５００円（4歳以上
共通、劇場チケット
センターのみ取扱、
要年齢確認）

劇　　場
こどもの劇場２００９
『にんぎょひめ』

6/13（土）・14（日）

区民割引は
ございません

S 9，000円
ほか

『BLACKBIRD ブラックバード』
７/１７（金）～８/９（日）

世田谷区民割引 一般料金公演名・上演期間

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中 その他 お問い合せ

A 3，800円 A 4，000円
ほか

B ３，５００円 
学割はプリコグのみ取扱

※日替りメニューでお届け
します

プリコグ
☎３４１０－１８１６

M＆Iカンパニー
☎５４５３－８８９９

『上々颱風 シアターLIVE！2009』
～土民の歌コンサート～ 5/9（土）・10（日）

ASA－CHANG&巡礼
『JUNRAY DANCE CHANG アオイロ劇場』

5/15（金）～17（日）

S 6，300円 S 6，500円
ほか

A ５，０００円
未就学児童入場不可　

ジーツープロデュース
☎5738－0637

ホリプロチケットセンター
☎３４９０－４９４９

北九州芸術劇場プロデュース
『江戸の青空～Keep On Shackin'～』

5/24（日）～6/7（日）

青年団
☎３４６９－９１０７

シニア〈６５歳以上〉・学生、高校生
以下は青年団のみ取扱
未就学児童入場不可6/20（土）～28（日）

青年団国際演劇交流プロジェクト2009 日仏交流企画
『鳥の飛ぶ高さ』 Par-dessus bord ３，3００円 3，5００円

ほか

4，300円 4，500円

5/1（金）～４（月・祝）『日本語を読む　その２　
～ドラマ･リーディング形式による上演』

世田谷パブリックシアター発売開始
ミラノ・ピッコロ座
『アルレッキーノ－－－二人の主人を一度にもつと』

『奇ッ怪 ～小泉八雲から聞いた話』
シアタートラム

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定　●車椅子スペースのご案内（定員有・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　生後6ヶ月～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☎5432-1530へ　●TSSS（TOYOTA Student Support at Setagaya）はトヨタ自動車株式会社が提供する学生向けサービスです。世田谷パブリックシアター主催公演のチケットが一般の半額料金で
お求めになれます（要事前登録、枚数限定）　※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。

S 7，200円
S 7，500円
A 5，000円

ほか

SA ７，０００円(劇場チケット
センターのみ取扱)
高校生以下  各一般料金の半額
（劇場チケットセンターのみ
取扱、要年齢確認）
未就学児童入場不可　

劇　　場

劇　　場

狂言劇場 その六
二人の主人を一度にもつ狂言『二人大名』『縄綯』／
能楽囃子／面を使う狂言『雷』
面をつける召し使いの狂言『清水』／
能楽囃子／面を使う狂言『博奕十王』　

６/２４（水）～２９（月）

区民割引は
ございません １，000円

A ６，３００円　
未就学児童入場不可　

高校生以下 ５００円
（劇場チケットセンターのみ取扱、
要年齢確認）
未就学児童入場不可　劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

■劇場問

■劇場問

■劇場問

●区民  5/16（土） S 4,700円  ●一般　5/17㈰　 S 5,000円　A 3,500円
 

7/3（金）～５（日）

7/10（金）・11（土）

7/3（金）～20（月・祝）

韓国国立劇場 『胎 ～The Life Cord』
未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

学割はハイウッドのみ取扱

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可
※イタリア語上演・日本語字幕付

※韓国語上演・日本語字幕付●区民  5/30（土） 指定席 3,500円
●一般　5/31㈰ 指定席 4,000円　3階自由席 2,000円   

●区民  5/2（土） 5，5００円   ●一般　5/23㈯ 5，8００円

トヨタコレオグラフィーアワード2008受賞者公演

金魚（鈴木ユキオ）『言葉の縁』
7/24（金）～26（日）

●区民  5/21（木） 3，4００円   ●一般　5/22㈮ 3，5００円

へり

テ

き っ かい

■ ハイウッド　3320－7217問

鶴瓶噺2009　
■問アタリ・パフォーマンス 
☎5572-7571

■問劇団 ☎090-7411-6916

■問劇場入場無料

世田谷クラシックバレエ連盟

洋楽

ジャズ･モダンダンスほか
フラダンス・クラシックバレエほか

※託児サービスはございません。

『上々颱風シアターLIVE!2009』
ASA-CHANG＆巡礼 『江戸の青空』   ～6/7㈰

『日本語を読む その2』

 ※未就学児童入場不可

１３：１０～松竹駐車場（茶沢通りの西友隣り）／１５：００～、１６：３０～三茶パティオ（地下広場）

池辺晋一郎

営業日・営業時間が
変わりました☎5432-1515 10：00～19：00・年中無休（年末年始除く）

オンラインチケット

狂言劇場 その六

■出野村万作、野村万之介、
　野村萬斎、石田幸雄
　ほか万作の会

6/24㈬～29㈪ パブリックシアター

Aプロ
Bプロ

ミラノ・ピッコロ座

『アルレッキーノ
―― 二人の主人を一度にもつと』

作：カルロ・ゴルドーニ
演出：ジョルジョ・ストレーレル
■出フェルッチョ・ソレーリ （3・5日）ほか

7/3㈮～5㈰

韓国国立劇場

『胎 ～The Life Cord』

作・演出：オ・テソク
■出韓国国立劇場 国立劇団

7/10㈮・11㈯

『奇ッ怪
～小泉八雲から聞いた話』

原作：小泉八雲
構成・脚本・演出：前川知大
■出仲村トオル、池田成志、小松和重 ほか

7/3㈮～20（月・祝）

テ

き　 っ　かい

オ・テソク

撮影　坂田智彦

撮影　久家靖秀

photo Ciminaghi／Piccolo Teatro di Milano

『奇ッ怪～小泉八雲から聞いた話』公開リハーサルご招待

テ

今シーズンのみどころをご紹介します
世田谷パブリックシアター芸術監督　野村萬斎

　劇場芸術監督として７年目を迎えました。今シーズンはまず、
イタリア演劇界を代表するミラノ・ピッコロ座『アルレッキーノ』
が世田谷に初登場。工夫を凝らした「狂言劇場」との“日伊
喜劇競演”をお楽しみいただきます。また、韓国からは、幼く
して王位についた国王を取り巻く政治的葛藤を描きだす『胎』、
さらに小泉八雲の「怪談」を題材に注目の演出家が得意のワン
ダーワールドを繰り広げる新作『奇ッ怪』にもご期待ください。
　殺伐とした世の中、言いようのない不安感やストレスも増え
てまいりますが、だからこそ、心の良薬となる文化芸術が、より
必要であろうと考えます。皆様の街のこの劇場で、泣いて笑っ
て、たっぷりと心の栄養分を摂ってください。
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高校生以下  各一般料金の半額（劇場チケットセンターのみ取扱、要年齢確認）

高校生以下  各一般料金の半額（劇場チケットセンターのみ取扱、要年齢確認）

高校生以下  2,900円（劇場チケットセンターのみ取扱、要年齢確認）

●｢せたがやアーツカード｣のご案内　世田谷区在住で18歳以上の方は、｢せたがやアーツ
カード｣にお申し込みの上、メールアドレスをご登録いただくと、区民割引チケットがパソコン・
携帯電話からご予約・ご購入いただけます。是非ご利用ください。■問劇場チケットセンター

区民が主役！  春の祭典　「フリーステージ2009」

■問シス・カンパニー ☎5423-5906

パブリックシアター

パブリックシアター

シアタートラム

【記入事項】
❶希望公演名・日時
❷名前（かな）
❸住所（在勤・在学の方は
　その名称も）
❹電話番号　❺年齢
❻世田谷パブリックシアター　
　へのご来場の有無（回数も）
❼『奇ッ怪』公開リハーサル申
込の方は希望人数（1名か2名）

ご招待日：7月2日(木)　19:00開演予定

7月３日㈮～２０日（月・祝）のシアタートラムでの上演に先駆け、初日前日
7月2日(木)に行われる公開リハーサルに、区民の皆様をご招待いたします。

■対世田谷区在住・在勤・在学の方（抽選30名／お申込みはお一人様１通のみ）
■申官製ハガキに右記事項をご記入の上、担当まで　　
■締4月29日（水・祝）必着　※結果は当選者のみハガキをお送りします。
■問劇場／『奇ッ怪』公開リハーサル担当
※リハーサルのため開演時間の遅れ、上演の中断などの可能性がございますので、予めご了承ください。

世田谷区民観劇レポーター募集
観劇後（無料）、舞台の模様を広くお伝えください。（600字程度のレポート提出あり）
対象公演：ミラノ・ピッコロ座『アルレッキーノ』 7/3㈮18：30開演
韓国国立劇場『胎～The Life Cord』 7/10㈮19：00・11㈯14：00開演
『奇ッ怪～小泉八雲から聞いた話』 7/7㈫ 19：00開演
■対世田谷区在住・在勤・在学の方（若干名／お申込みは1公演につきお一人様１通のみ）
■申往復ハガキに右記事項をご記入の上、担当まで
■締4月30日㈭必着　※結果は返信ハガキにてお知らせします。
■問劇場／区民観劇レポーター担当

★デイ・イン・ザ・シアター　
★カラダワークショップ　
★だれでもダンス　

❶5/15㈮19:30～21:30　❷5/24㈰15:00～18:00*
5/15㈮10:00～12:00       
5/16㈯13:30～16:00

※当日券は開演の１時間前より販売

※４歳未満のお子様は膝上で無料

*5/24は「デイ～」初参加の方、優先


