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見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 地に伏して花咲く　宮尾登美子展
■ 山口薫展－都市と田園のはざまで
■ スポーツフェスタ in 千歳温水プール
■ シネマ＆トーク「仕事も人生もおいしく」
■「爆笑寄席●てやん亭」、「獅子虎傳阿吽堂番外編」
■ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ 2009　トルヴェ－ル・クヮルテット ～in ＳＥＴＡＧＡＹＡ～

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！

秋深まる11月、今年で3回目を迎えるハーフマラソンがいよいよスタートします。
今年も、国道246号線のほか、多摩堤通り、目黒通り、駒八通りをランナーが駆け抜けます。
皆さまの熱い声援で、ランナーの後押しをお願いします。
応援の後は、駒沢オリンピック公園で様々なイベントをお楽しみください。
■世田谷区スポーツ振興課☎5432－2742　（財）世田谷区スポーツ振興財団☎3417－2811
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大会当日は、ハーフマラソンコースを中心に、ランナー通過のため周辺道路で交通規制を行います。
利用者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳細については、区のおしらせ　せたがや11月1日号で掲載させていただきます。荒天の場合は中止です。
天候等により開催が不明な場合は、大会当日、朝5：30から下記電話番号でご案内します。
☎0180－993－157
※時間、内容は大会進行の都合で変更となる場合があります。※駒沢オリンピック公園への車での来場は
ご遠慮ください。東急田園都市線「駒沢大学」駅（徒歩15分）をご利用ください。

交 通 規 制 の お 願 い

7：45開会式　　　8：30スタート
ハーフマラソン   陸上競技場　　

駒沢オリンピック公園周回コース
5キロ
10キロ
2キロ
2キロ

（小学生）
（親子）　

8：45スタート
11：00スタート
12：20スタート
12：45スタート

健康マラソン 同時
開催

第３回
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谷口浩美東京電力長距離・駅伝チーム監督

マラソンの楽しさ、
見る楽しさ

ランナーを
応援しよう

！！ランナーを
応援しよう

！！ランナーを
応援しよう

！！

イベントで
盛り上がろう！！
イベントで
盛り上がろう！！
イベントで
盛り上がろう！！

●世田谷区民吹奏楽団、
　駒澤大学吹奏楽部による
　オープニング演奏
　7：20頃～

陸上競技場

♪♪
●区内大学応援団による応援合戦  12：40～13：20
大学応援団やチアリーダーが迫力ある応援パフォーマンスを披露します。
［参加大学］ 駒澤大学、日本体育大学、日本大学（順不同）

●ウルトラマンティガショー  11：40～12：10  13：40～14：10

中央広場（特設ステージ）

●模擬店・物産展　
9：30～14：00
地元商店会による模擬店や、群馬県
川場村などの物産展が並びます。

中央広場

主催：世田谷ハーフマラソン実行委員会　※ランナーの募集は終了しました。

入場料無料

１０キロコース　ゲストランナー　
中村　悠希 さん
昭和５６年、石川県生まれ。
尾山台高校出身。平成１２年
にカネボウに入社。平成１７
年東アジア大会（マカオ）で
は５,０００ｍ、１０,０００ｍ優
勝。１０,０００ｍの自己最高
記録、２８分１２秒３７。

問

ラソンを走る楽しみは皆さんそれぞれある
と思いますが、共通して言えることは、ゴー

ル後の爽快感だったり、達成感があると思いま
す。目標達成ができたら更に高い目標へ、もし目

標達成ができなくても、再チャ
レンジ！人生と同じで「忍耐」
が必要ですね。
マラソンには、その楽しさを
知ってしまうとどんどんのめ
り込んでしまう不思議な魅力
があると思います。
見る楽しさは、ランナーの勝

負の駆け引きに興奮
し、頑張る姿に感動を
覚え、いつしか「さぁ、
自分も！」と勇気や元
気をもらえるところだ
と思います。

マ
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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

山口薫展～都市と田園のはざまで
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　
11月3日（月・祝）～１2月２3日（火・祝）地に伏して花咲く　宮尾登美子展

一般700円→600円　大・高生500円→400円　
中・小生250円→200円　65歳以上・障害者350円→300円

世田谷文学館2階展示室
10月4日（土）～11月30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１階展示室（～１２/7）  ●世田谷美術館収蔵品展  ●世田谷美術館分館（3館）

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）
[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

第二期収蔵品展　会期：開催中～11月30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）世田谷美術館

企 画 展

山口薫展－都市と田園のはざまで
11月3日（月・祝）～12月23日（火・祝）
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
群馬県の箕輪
村（現・高崎市
内）で生まれ
育った山口薫
（1907－1968）
は、東京美術
学校に進み、
卒業後はパリ
へ留学して、そこで画家としての人生をスタ
－トさせました。1933年に帰国してのちは、
世田谷・上北沢にアトリエを構えて、そこで他
界するまでの35年間を過ごし、具象と抽象の
間で揺れ動くかのような独自の絵画を創り上
げてゆきました。本展では、初期から最晩年
までの作品を全4期に分け、油彩全110点を
中心に、山口薫の画業の全貌を回顧します。

「アウトサイダ－・ア－トの作家たち」
［特別同時展示］－大地の歌を描く人々～
ベルギ－・クレアムの画家たち－
開催中～11月30日㈰　2階収蔵品展示室
■￥一般200円（160円）大・高生150円（120
円）中･小生、65歳以上、障害者（一般）100
円（80円）※（　）内は20名以上の団体料金

■100円ワ－クショップ
「大地の歌をハンカチに
描こう」
色鮮やかなクレヨンで自由
に絵を描いて、オリジナルの
ハンカチをつくります。
9月20日～11月29日の

毎土曜日  13:00～15:00  地下無料休憩所
■￥100円  ■対小学生～一般  ■申当日随時受付

    世田谷アートフリマinセタビ
11月3日（月・祝）11：00～15：００　当館エント
ランス前広場　※詳細は３面をご覧ください。

燈能　AKARINOH 2008
エントランスホ－ルを会場に建築空間と能の

関連企画

コラボレ－ションの可能性を探ります。
10月31日㈮19：00開演（18：30開場）
当館エントランスホ－ル　演目／能「紅葉狩」
■出櫻間右陣（シテ）、松田弘之（笛）、
大倉源次郎（小鼓）、亀井廣忠（大鼓）、
金春國和（太鼓）　■￥ 3,000円（全席自由、前
売・当日ともに）予約・■問櫻間會　☎3239－
4407（美術館ミュ－ジアムショップにて前売発売中）

プロムナ－ド・コンサ－ト
読売日本交響楽団メンバ－による弦楽六重奏

11月22日㈯14：00開演　当館講堂
■出鎌田成光（Vl）、赤池瑞枝（Vl）、生沼晴嗣
（Vla）、小山貴之（Vla）、渡部玄一（Vc）、芝村崇
（Vc）　曲／ブラ－ムス「弦楽六重奏第1番」、
「弦楽六重奏第2番」　■￥無料／抽選200名
■申 11月10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－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。※開演後の途中入場はご遠慮ください。

Ｂａｃｋ ｔｏ Ｎａｔｕｒｅ 2008
（バック トウ ネイチャ－2008）

自然の中でア－トする、森林ワ－クショップ！
11月16日㈰13：30～16：30当館創作室Ｃ
11月22日㈯～24日（月・祝）2泊3日 群馬県利根
郡川場村「なかのビレジ」周辺山林（友好の森）
＊11月16日は概要説明と道具の扱い方の練習
＊11月22日～24日は現地集合・解散（上越新幹
線「上毛高原」駅・送迎バス有）＊宿舎は世田谷
区民健康村・なかのビレジ別館「森のむら」
リ－ダ－／スタン・アンダソン（造形作家）
■対高校生もしくは16歳以上の大人
■￥ 3,000円（交通費、宿泊費7,960円＜2泊3
日4食付＞、その他の経費は別）／抽選30名
■申 11月7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。

世田谷美術館×世田谷区民健康村
「葉っぱの精神in川場村」

群馬県の世田谷区民健康村とのコラボレ－
ション企画。葉っぱの絵をじっくり描きます。
11月22日㈯～23日（日・祝）（一泊二日）
群馬県川場村世田谷区民健康村
リ－ダ－／群馬直美（葉画家）　■対 18歳以上
の世田谷区在住・在勤・在学の方、または川場
村在住の方　■￥無料（ただし、世田谷区から
の参加者は交通費、宿泊費、その他の経費が
別途必要となります。）／抽選30名
■申 11月8日までに往復ハガキかEメ－ルにて
（欄外記入例参照）件名「葉っぱワ－クショッ
プ」でinfo@samuseum.gr.jp

二コル・ダイワイル≪無題≫
制作年不詳（クレアム）

《うつむく少女》1945年

≪孤独者のすまい≫19５５年
群馬県立近代美術館蔵

世田谷文学館 〠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）

企 画 展

地に伏して花咲く 宮尾登美子展
開催中～11月30日㈰　 2階展示室

ＮＨＫ大河ドラマ「篤
姫」の原作者、宮尾登
美子。本展では宮尾
作品の中で美しく咲
き誇るヒロインたち
の生き様から宮尾文
学に迫り、その魅力
を余すところなくご
紹介します。

■￥一般700円／大・高生500円／中・小生250円／
65歳以上・障害者350円　※団体割引あり

■宮尾登美子原作の映画上映会
五社英雄監督「櫂」（1985年）
10月26日㈰11:00～／14:00～（2回上映・
入替制）　1階文学サロン　■￥各回500円／
各回先着150名（各回30分前開場）
■ＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」パネル展
番組の紹介パネルや関連資料の展示です。
（主催：ＮＨＫサ－ビスセンタ－）
11月1日㈯～11月30日㈰　1階ロビ－（入場無料）

■宮尾登美子講演会
（共催：エフエム世田谷、世田谷サ－ビス公社）
11月23日（日・祝）14:00～15:00　世田谷区民
会館ホ－ル　■￥500円／当日先着1,000名
（13:00開場）　※宮尾登美子展有料チケットの
半券をご提示いただくと無料（招待券を除く）
■京王沿線ウォ－キング　特別版
徳冨蘆花ゆかりの場所をめぐるウォーキング
イベント。参加者は、
「宮尾登美子」展、
「市川崑の世界」展を
2割引でご覧いただけ
ます。※荒天中止　
11月8日㈯受付9:30～10:30　桜上水駅北口集合
■問料金等詳細は文学館へ（☎5374－9117）

第10回世田谷フィルムフェスティバル
特集「市川崑の世界」

開催中～12月7日㈰
大胆な実験精神と斬新な
映像感覚で日本映画界を
リ－ドした、市川監督の業
績をご紹介します。
■映画資料展
「市川崑の世界」

1階展示室（小特集「漱石と映画」含む）　
■￥一般200円ほか　※「宮尾登美子展」開催
期間中（～11月30日）は、同展の入場券であわ
せてご覧いただけます。

■無声映画鑑賞会
五所平之助監督「恋の花咲く　伊豆の踊子」
（1933年、92分）
11月9日㈰14:00～　1階文学サロン
■出澤登翠
（活動写真弁士）
■￥1,000円／
先着150名
（チケットを当日
12:00から販売）

     
     文学歴史散歩世田谷線の小さな旅
秋の1日、貸切の世田谷線に乗って、沿線の
郷土史を見聞します。コース等詳細はお問い
合わせください。
11月16日㈰13:00～16:00
■￥1,000円／抽選50名　■申 11月2日（必着）
までに、往復ハガキ（欄外記入例参照）で当
館「芸術百華」係へ。2名まで連名可。

    土曜ジュニア文学館    
■にほんごのおもしろさ
「あしたのあたしは
あたらしいあたしのし」
詩集『あしたのあたしは
あたらしいあたし』など
でおなじみの作家・石津
ちひろさんと、ことば遊
びを通して、楽しく自分
の詩（＝あたしのし）をつ
くります。
12月6日㈯13:30～15:30
■講石津ちひろ（絵本作家・詩人）  ■対小中学生
■￥無料／抽選20名　■申 11月22日（必着）ま
でに、往復ハガキ（欄外記入例参照、学年も
明記）で当館「ジュニア」係へ。

友の会との共催講座
■館長対談「井上靖と現代文学」
12月7日㈰14：00～　１階文学サロン　
■講井上修一氏（井上靖氏長男、現プール学院
学長）、菅野昭正（世田谷文学館館長）　
■￥300円　■申 11月23日（必着）までに往復
ハガキ（欄外記入例参照）で当館
「友の会」へ。

関連イベント

関連イベント

関連イベント

 撮影　細谷秀樹

●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

収 蔵 品 展

世田谷芸術百華2008事業

 　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
10/28

11/ 3
11/11
11/18

10/26
11/ 2

11/ 9
11/16
11/23

●世田谷児童作品展
●写真展 
●風景スケッチ日曜会　水彩画展　●絵ぷろん   
●第五回アトリエ梶谷美術展　●第37回ミモザの会絵画展
●世田谷区障害者アート展
●アトリエ・ポレポレ展（19日～）

●パレット・サークル展　●じゆうに 12 第10回記念作品展
●第8回みどり会美術作品発表会
●銀燿会陶芸教室展
●New Heaven Terminal
●世田谷区障害者アート展
●たまがわインスティテュート陶芸教室生徒展（19日～）  ●千葉一夫個展

～
～

～
～
～

宮本三郎の日常風景  暮らしを描く 
開催中～11月30日㈰
家族、生活というテ－マから、
画家が暮らした場所や時間への
まなざしを紹介。
■11月のギャラリ－ト－ク
テ－マ：「故郷への憧憬」
11月8日㈯14：00～（30分程度）申込不要
■編み物ワークショップ：暮らしを編みこむ
食卓の果物、机の鉛筆、窓辺の植木など、くら
しにある「いつものもの」。毛糸を編みこんで
オブジェをつくります。
11月16日㈰13：30～16：30  
■講203gow（にいまるさんごう　へんなあみもの
編み師） ■対小学生以上の親子　■￥2,000円（材
料費込）／15組（申込先着順）
■暮らしのなかのタカラモノ：かぞくの絵巻物作り
ふだんの生活のなかで大切にしている、あなただけの
「たからもの」を家族で描いて絵巻物をつくります。
11月29日㈯13：30～16：30
■講平澤まりこ（イラストレーター） ■￥500円
／家族15組（申込先着順）
■親と子の美術教室vol.3
「葉画家・群馬直美の木の実ワ－クショップ」
葉っぱを描きつづける“葉”画家、群馬直美
さんのお話をききながら、色々な木の実をつ
かって、ふしぎな生きものたちをつくります。
11月15日㈯13：30～17：00
■講群馬直美（葉画家） ■￥500円（一人あたり）
／親子10組（事前申込先着）
■音広場・秋・弦楽四重奏の夕べ
ヴァイオリン、ビオラ、そしてチェロの響き。クラシ
ックの名曲の数々を秋の宵にお楽しみください。
11月22日㈯開演19：30（開場19：00）　
■出アコルディ弦楽四重奏団   永井みどり・矢島恭子
（Vl）、高瀬有美（Vla）、服部善夫（Vc）
■￥1,500円／50名（事前申込先着）

■「白寿記念・フェアレディZの父　片山豊氏が
語るカー・デザインとこれからの自動車産業」
独特なデザインで世界をうならせ、今もなお絶大
な人気を誇るフェアレディZ誕生秘話を、Zの父と
呼ばれた片山豊氏を迎えお話しいただきます。
11月30日㈰14：00～15：30（13：30より受付）
■講片山豊　聞き手／鶴原吉郎（日経Automotive 
Technology編集長）　
■￥500円／抽選50名（要事前申込）

WORDS OF A PAINTER
清川泰次　その思索と絵画

開催中～11月30日㈰
画家の感性や内に秘めた思索
の源泉を端的に感じさせる画家
の言葉を作品とともにご紹介。

書籍の仕事　向井潤吉の場合
開催中～11月30日㈰
向井潤吉が戦前・戦後に挿絵
を描いた絵本や雑誌・小説な
どの書籍を、従来の油彩画な
どと共に展示します。

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

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　☎5450-9581

《イタリーの空》1962年

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メールで、宮本三郎記念
美術館「ワークショップ」係へ（欄外記入例参照）※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
手づくり雑貨展　Paffeとその仲間たち
「あなたに届け」交流絵手紙展
OUT OF LINE
はたらく消防の写生会
caolu ３０５　２人展

開催中～
10/29～
11/  3～
11/11～
11/18～

10/26
11/  2
11/  9
11/16
11/23

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

『週刊朝日』1943年



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￥

世田谷文化生活
情報センター 生活工房 〠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/

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11月は写真を楽しむ講座が数多く登場し
ます。紅葉が美しく映えるシーズン、デジタ
ルカメラを持ってでかけてみませんか？
※機材はセミナー会場に準備しています。

企 画 展

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）
ノルウェ－のト－ルペイント
“Rose mailing”

11/ 9㈰～12/ 6㈯ グル－プ・ク－ニ－5人展

2F ギャラリーカフェくりっく 入場
無料

開催中～11/ 8㈯

★デジタルカメラの撮り方入門（人物のいきいきとした表情を撮ろう）
★写真加工入門（PhotoshopElements6使用）
★デジタルカメラの撮り方入門（ケーキをかわいく撮ろう）
★自分の写真で写真集をつくろう（オリジナル写真集作成）
【無料】初めての音楽ダウンロード
★今日からはじめるブログ（インターネットでの日記作成）
【無料】今日からはじめるデジタル一眼レフカメラ（デジタル一眼レフカメラの撮り方入門編）
★花のこころを写す。花撮影マクロレンズ入門
★デジタルカメラの撮り方入門（キレイな小物を撮ろう）
★パソコンで写真を補正しよう（PhotoshopElements6使用）

14：00－16：00
17：00－18：30
10：00－12：00
14：00－17：00
10：00－12：00
14：00－17：00
10：00－11：30
14：00－16：00
10：00－12：00
14：00－15：30

11/12㈬
11/12㈬
11/13㈭
11/13㈭
11/14㈮
11/14㈮
11/15㈯
11/15㈯
11/16㈰
11/16㈰

¥2,100
¥3,150
¥2,625
¥6,300
無料体験講座
¥6,300
無料体験講座
¥4,200
¥2,100
¥3,150

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 11月のご案内

             もってくてん    
開催中～10月26日㈰　
9：00～20：00（最終日は17：00まで）　
3Ｆ生活工房ギャラリ－
■￥無料　企画／コド・モノ・コト

宮古島自然体験教室2008
「美ぎ島でみつけたもの」

この夏、世田谷区と沖縄県宮古島の子ども
達26名が活動した体験教室の模様を、子ど
も達が撮影した写真を中心に紹介します。

10月31日㈮～
11月28日㈮　
9：00～20：00
（最終日は17：00まで）
3Ｆ生活工房ギャラリ－
■￥無料　　

信号／踏切待ちアイドリングストップ・
キャンペ－ンin世田谷線 2008・秋
世田谷線環七若林踏切
で、アイドリングストップ
の呼びかけを行います。
停車中にエンジンを切
る大切さをＰＲし、ガソ
リンの節約、地球温暖化の抑止を目指します。
11月16日㈰14：00～16：00
東急世田谷線環七若林踏切
■ボランティアスタッフ募集！
団体・親子での申し込みも大歓迎！
集合／11月16日㈰13：00　生活工房４F　
募集人数／申込先着50名　■申①名前②住所③
電話番号④ＦＡＸ番号⑤Ｅメ－ルアドレス（団
体参加の方は⑥団体名⑦参加人数）を明記
の上、Ｅメ－ルかＦＡＸにて11月7日㈮必着で
「ＮＰＯ法人えこひろば」まで
Ｅメ－ル　ecohiroba@b05.itscom.net
■FAX 3421－1947
　　生涯現役ポイント（社会実験）対象事業
　　ポイントについてのお問合せは「世田谷
区生涯現役推進課」☎５４３２－２403へ

ワ－クライフバランスな1週間
シネマ＆ト－ク

「仕事も人生もおいしく」
ハリウッドのヒット作品を題材に、働く女性の
生き方を考えてみませんか。

11月21日㈮13:00～
16:00　生活工房5Ｆ
上映作品／『幸せの
レシピ』（2007年／
アメリカ／104分）　
■講谷田川知恵
（大学非常勤講師）
■￥無料　
■申当日先着96名

12月開催・メキシコ展関連ワ－クショップ
古代メキシコの紙にマヤ文字をかこう！  
樹皮を石でたたいて「アマテ紙」を作り、表
情豊かなマヤ文字を描いてみましょう。
12月7日㈰13:00～16:30　生活工房４F
■講アンバル・パスト（詩人・レニャテ－ロス工房
ア－トディレクタ－）　■対高校生以上

■￥1,500円（材料費込み）／抽選20名
■申11月27日（必着）までに往復ハガキ（２面記入
例参照、申込者の生年月日も明記）で生活工房へ

パ－トナ－ズサロン2008　Ｐａｒｔ2
「老いのこころえ　ひとりひとりで

楽しく生きる知恵」
老齢期を明るく元気に生きる知恵についてお
茶をいただきながら車座ト－クを行います。
11月1日㈯13:30～16:00　生活工房4Ｆ
■￥300円　■申当日先着50名

　世田谷ア－トフリマinセタビ
ア－トフリマを出前開催。ア－ティスト手作りの
作品が、砧公園のケヤキの木陰に並びます。
11月3日（月・祝）11:00～15:00　
世田谷美術館エントランス前広場 ※雨天中止
■問世田谷ア－トフリマプロジェクト　
担当：中根（世田谷233）　☎5430－8539
（12:00～20:00　火・水曜以外）　
http://artfleama.jp/

    せたがやdeかえっこバザ－ル
おもちゃのとりかえっこやお手伝い、ワ－ク
ショップを体験して「かえるポイント」をため
て、おもちゃをゲットしよう！　いらないおも
ちゃを持って集まれ！
11月9日㈰11:00～16:00　国士舘大学世田谷キ
ャンパス梅ヶ丘校舎　■対幼児～中学生くらい
■￥無料　■申不要、おもちゃを持って直接会場へ

©WarnerBros.Entertainment Inc.
All rights reserved. 

アンバル・パスト

スポーツ・
レクリエーション世田谷区スポーツ振興財団 〠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/

だれでも、ひとりでも参加できる教室
初心者から初級者向きの教室で、事前の申込
は不要です。直接会場へお越しください。
※運動のできる服装で、室内履き持参。
1長期社交ダンス教室
開催中～11月29日（10月25日を除く）
毎週土曜　19：00～20：30 駒留中学校格技室
※革靴などの底の硬い靴は不可。ダンスシュ
－ズは必ずヒ－ルカバ－を着用。
2気功・太極拳教室
開催中～平成21年3月26日（1月1日、3月19
日を除く）毎週木曜　19：00～20：30　
太子堂中学校格技室
12とも■￥200円（中学生以下100円）／1回
　   めざせトップアスリ－ト
1サッカ－クリニック
12月20日㈯　10：00～12：00　
二子玉川緑地運動場　
■講東京VERDY普及育成コ－チ／抽選60名
2水泳クリニック
12月21日㈰　10：00～12：00　
総合運動場温水プ－ル　■講原 英晃（200m自
由形元日本記録保持者）／抽選40名

12とも■￥ 500円　■対小学4～6年（2は25
ｍ以上泳げる方）※保護者同伴　
■締11月20日（必着）　■申ハガキまたはＦＡＸ
（2面記入例参照、全員の氏名、年齢、学年も
明記）でスポ－ツ振興財団へ

      親子観戦デー
1サッカー J1 第34節  
東京ヴェルディ ＶＳ 川崎フロンターレ
～世田谷区サンクスマッチ～
選手がピッチに入る前にハイタッチができる
ハイタッチキッズ50名も募集！！
12月6日㈯　14：30キックオフ　味の素スタジアム
■対小学生とその家族　■￥小学生無料、中高生
900円、大人1，700円、シルバー（65歳以上）
450円　■締11月25日（必着）　■申ハガキまた
はＦＡＸ（2面記入例参照、全員の氏名、年齢も
明記）でスポ－ツ振興財団へ　※ハイタッチ
キッズご希望の方はそのむね明記。
2ラグビ－  トップイ－スト11（第9節）
リコ－ブラッグラムズ ＶＳ セコムラガッツ
12月21日㈰　12：00キックオフ　秩父宮ラグ
ビー場　■対小・中学生とその家族　■￥無料／
抽選50組　■締12月5日（必着）　■申ハガキま
たはＦＡＸ（2面欄外記入例参照、全員の氏名、
年齢も明記）でスポ－ツ振興財団へ

　　ハイキング「足和田山」
～東海自然歩道紅葉台コース～
三湖台からは富士山・近辺の山々、富士五湖
や樹海を見下ろす３６０°のパノラマが楽しめ
るバスでのハイキングです。
11月30日㈰　6:50区役所集合　コ－ス／区役
所⇒河口湖IC⇒一本木→足和田山→三湖台→
紅葉台→鳴沢氷穴→富岳風穴⇒区役所（歩程約
3時間30分）　※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11月10日（必着）　■申ハガキまたはＦＡＸ
（2面欄外記入例参照）でスポ－ツ振興財団へ
コ－スレベル　　　 （中級者向き）

区民フォ－クダンス大会
11月23日（日・祝）  12：30～  総合運動場体育館
■￥300円　■締11月21日 ■申■問電話で区フォ－

クダンス協会・木下（☎3700－8758）へ

     区民インディアカ大会　　　
12月7日㈰　9：00　
池尻小学校体育館　■￥1チ－ム1，000円　
■締11月10日　■申■問電話で区インディアカ協会・
林（☎3419－8234）へ

テニス23区大会
都大会派遣選手候補者選考・選抜予選
12月7日㈰・14日㈰   総合運動場テニスコ－ト
種目／男、女　単複（単複重複可）　■対区内在
住または在勤者（学生不可）　※本年度区民社
会人大会ベスト8入賞者（本戦ご案内）を除く
■￥単／3，000円、複／1組5，000円（本戦参加時
要同額）　■締11月7日（必着） ■申■問往復ハガキ
に戦績等記載の上、区テニス協会・永瀬（〒156
－0054　桜丘1－17－18　☎5451－0691）へ

1ダンススポ－ツ
12月7日㈰　12：00開場　北沢タウンホ－ル
■￥200円 ■申■問平服トライアルは当日会場受
付可。正装トライアルは11月23日（必着）まで
にハガキ（2面記入例参照、種目も明記）で区
ダンススポ－ツ連盟・石井（〒158－0097　
用賀3－8－2　☎3700－2582）へ ※種目は
大会要項、スポ－ツ振興財団ホ－ムペ－ジ参照

2アマチュアボクシング
12月14日㈰  13：00～  駒沢大学ボクシング道場
■対①日本アマチュア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　■￥200円　■締 11月15日（必着） 
■申■問ハガキで区アマチュアボクシング連盟・
宮崎（〒222－0026　横浜市港北区篠原町
1268－5　☎045－430－3980）へ　※種目は
大会要項、スポ－ツ振興財団ホ－ムペ－ジ参照

3ショ－トテニス
12月14日㈰　9：00～　総合運動場体育館
種目／①小学生の部（小学3～6年生）　②親
子の部：（Ａ）低学年（小学1～3年生）、（Ｂ）高
学年（小学4～6年生）　③一般の部（中学生
以上）　④シルバ－の部（60歳以上）　※い
ずれもダブルス。男女区分無し。種目の重複
申込と一人申込は不可　
■￥一人200円（小・中学生100円）／①～④合
わせて100組　■締11月30日（必着）　
■申■問往復ハガキ（2面記入例参照、種目、小・
中学生は学年、学生は学校名も記入）で、区シ
ョ－トテニス連盟・石井（〒157－0074　大蔵
1－16－8　☎3416－5516）へ

キッズ器械体操教室　①幼児（４～６歳）９：３０～１０：３０　②小学１～３年生１１：００～１２：００　
■￥５００円／抽選各２０名　■締１０月２８日必着　■申ハガキまたはＦＡＸ（２面記入例参照）で
千歳温水プール管理事務所へ

※イベントによっては参加人数に制限があります。そのほか、受付時間等、詳細に関しては、
財団のホームページをご覧いただくか、千歳温水プール管理事務所へお問い合わせください。　
〒１５６－００５５　世田谷区船橋７－９－１　☎３７８９－３９１１　■FAX３７８９－３９１２
※駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共の交通機関をご利用ください。

区民体育大会第58回

※大会要項は
、スポ－ツ振興

財団、スポ－ツ

振興課、各申込
先、総合運動場

体育館管理

事務所にありま
す。

（ホ－ムペ－ジ
からのダウンロ

－ド可）

スポ－ツフェスタ in 千歳温水プ－ル

はホームページからも申込可能

 第19回
船橋ふれあいまつり

●トレーニングルーム初回ガイダンス

●気分爽快！ストレッチ！　　
●新体力測定　　　　　　　
●体成分測定　　　　　　　
●メタボ対策！ヒッコメ！お腹
●体験！ボクササイズ　
●かんたん！ステップ　　　

９：３０～20：３０　
※１時間おきに実施
９：３０～ ９：５０
１０：３０～１２：0０
１３：３０～１５：３０
１3：3０～１3：5０
１４：0０～１４：2０
１4：3０～１4：5０

＜主なイベント内容＞
無料でご参加いただけます

●アクアビクス教室
●健康体操教室（※健康運動室利用者対象） 　１２：００～１３：００
●公開救助訓練
●タイムトライアル

①１０：００～１０：５０　②１１：００～１１：５０

①１３：５０～１４：００　②１５：５０～１６：００
１４：００～１５：００

施設利用料金のみでご参加いただけます

事前申込が必要なイベントです

今年で19回目を迎える船橋ふれあいまつり。
今年度も千歳温水プ－ルでは、
様々なスポ－ツイベントを実施します。

11月3日
（月・祝）

※温水プール、トレーニングルーム等も通常どおりご利用いただけます。



　［問］劇場／学芸 　［問］劇場 ※詳細は劇場HPをご覧ください土曜劇場プレイ・パーク

音 楽 事 業 部

4

世田谷文化生活
情報センター 世田谷パブリックシアター

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☎5432-1515 10：00～18：00・月曜不定休
オンラインチケット http://setagaya-pt.jp http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録） PC 携帯

〠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　

世田谷パブリックシアター

2510/シアタースケジュール
10/25～11/30

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 26 2724 2928 3027 28 29 30 31 111/

the company 『１９４５』
狂言劇場その伍

　　獅子虎傳阿吽堂番外編浜田真理子 LIVE

SePT独舞vol.19 
東野祥子

ドラマ・リーディング３０『マクベス』■問劇場

爆笑寄席●てやん亭

〠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/

世田谷区民割引 一般料金世田谷パブリックシアター 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

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

その他 お問い合せ

４，８００円 5，000円 未就学児童入場不可浜田真理子 LIVE  
｢久世光彦 マイ・ラスト・ソングを歌う～あなたは最後に何を聞きたいか～｣

１１/１５（土）・１６（日）

S 6，800円 S 7，000円
ほか

Ａ ６，０００円　B ５，０００円
未就学児童入場不可

ゴーチ･ブラザーズ
☎５４６５－１６５６the company 『１９４５』 10/25（土）～11/3（月・祝）

発売開始

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。●子ども料金は特別な記
載が無い限り、4歳以上中学生以下　●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。ご了承ください。

ピーピング･トム『Le Sous Sol/土の下』
●世田谷区民  11/22（土） 4,500円 　
●一般　11/23（日・祝）   5,000円　
ペアチケット9,000円（店頭・電話にて前売のみ） 未就学児童入場不可■劇場問

２００９/２/５（木）～７（土）

☎5432－1515
10：00～18：00　月曜不定休　

チケット
申込

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。

須川展也（ソプラノ）
彦坂眞一郎（アルト）
新井靖志（テナ－）
田中靖人（バリトン）

出演

一般（大学生以上）　　2,000円
区民・劇場友の会割引　1,800円
（前売のみ）
子ども（小学生～高校生）1,000円
未就学児童入場不可　

全席
自由

シアタートラム  
ネクスト･ジェネレーション  vol.1

11月8日
チケット
発売開始

チケット
発売中

デイ･イン･ザ･シアター 
11/3（月・祝）14：００～17：00　

■￥世田谷区民割引 400円　一般 500円　子ども 300円／各日15名
■申劇場チケットセンター、またはＨＰから　
未就学児童参加不可。会場はお申し込み時にお知らせします。

１１/１㈯、８㈯、１５㈯、２２㈯
※第２週目は受付終了

１０：００～１２：００  

11月9日㈰14:00開演　烏山区民会館せたがや童謡コンサ－ト

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
自由

懐かしい曲や世田谷ゆかりの曲をオペラ歌手と子どもたちでお届けします。

 ヴェルディレクイエム
11月2日㈰ 14：00開演　昭和女子大学人見記念講堂

世田谷フィルハーモニー管弦楽団＆世田谷区民合唱団　
創立20周年記念コンサート　

Ｎｅｗ Ｙｅａｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ 2009

トルヴェ－ル・クヮルテット
～in ＳＥＴＡＧＡＹＡ～
日本を代表する
サクソフォン四重奏団が
新年の幕開けを飾ります。　
平成２１年1月25日㈰ 14:30開演　
世田谷区民会館

昨年のロ－マ編に続き、
ト－クと映像を交えた
クラシックコンサ－トを
お楽しみ下さい。

11月21日㈮
19：00開演
玉川区民会館

チケット
発売中

チケット
発売中

東京音協
☎３２０１－８１１６

S 7，200円 S 7，500円
A 5，000円ほか

開演後は本来のお席にご案内できない場合が
ございます。予めご了承ください。
未就学児童入場不可

2，800円 3，000円
ほか

ユースチケット（２５歳以下と学生対象）は、
BABY-Qのみ取扱。未就学児童入場不可

BABY-Q
☎０８０－３４９５－１４６９

SePT独舞vol.19　
東野祥子『VACUUM ZONE』１０/23（木）～26（日）

散歩道楽
☎３３２４－３３６１

3歳以下入場不可、6歳以上要チケット散歩道楽『レモンスター』 １２/４（木）～７（日） 3，6００円 3，800円

開演後は本来のお席にご案内できない場合が
ございます。予めご了承ください。
未就学児童入場不可

邦楽コンサート　獅子虎傳阿吽堂番外編 １1/22（土）

狂言劇場その伍
狂言による『彦市ばなし』ほか １1/21（金）～29（土）

4，8００円 5，000円

ハイウッド
☎３３２０－７２１７学割は、ハイウッドのみ取扱。　

小野寺修二 カンパニーデラシネラ新作公演
『ある女の家』 １２/18（木）～21（日） 3，9００円 4，000円

結城座
☎０４２－３２２－９７５０

３，５００円（自由）　
結城座　江戸糸あやつり人形芝居
『平成のぞきからくり　破れ傘長庵』　

１２/10（水）～14（日）
4，8００円 5，000円

ほか

ホリプロチケットセンター
☎3490－4949未就学児童入場不可

『藤原道山  古典ライヴー参ー』 １２/２３（火・祝）
『藤原道山  コンサートー響ー』 １２/２4（水） 4，8００円 5，000円

和服割引、学割あり（要問合せ）
9歳未満の児童入場不可

フラボン
☎０７０－５５５３－４１８０ポかリン記憶舎『鳥のまなざし』 １１/２７（木）～３０（日）３，１００円（指定）

２，６００円（自由）
３，３００円（指定）
２，８００円（自由）

■￥５００円／定員20名　結果は全員に連絡します。
■申郵送、ＦＡＸ、またはホームページから※定員になり次第、受付終了

『友達』 ポかリン記憶舎

未就学児童入場不可ハンバートハンバート公演 １2/6（土）・７（日） プランクトン
☎３４９８－２８８１4，300円 4，500円

『友達』　 １１/１１（火）～２４（月・祝） ４，7００円 5，000円 劇　　場

劇　　場

劇　　場

開演後は本来のお席にご案内できない場合が
ございます。予めご了承ください。
未就学児童入場不可

キューブ☎５４８５－８８８６
（平日12時～18時）

A ８，0００円　プレミアムシート １１，０００円
未就学児童入場不可

区民割引は
ございません

S 9，000円
ほか２００９/１/１２（月・祝）～２/１（日）『冬の絵空』

KERA・MAP#005『あれから』 Ａ ６，5００円
未就学児童入場不可

キューブ☎５４８５－８８８６
（平日12時～18時）S 8，200円 S 8，500円

ほか12/13（土）～28（日）

せたがやアマチュアスペシャルライブ　
13:00～　世田谷区民会館　公募によるアマチュア演奏家による演奏会。

10月25日㈯
本日開催！

松沢小学校体育館　しもたか音楽祭の中で、金管五重奏を行います。
晩秋のまちかどコンサ－ト　19:20～※時間変更しました　無 料

一般（小学生以上）　2,500円　　　
区民割引　2,300円（前売りのみ）
劇場友の会割引　2,000円（前売りのみ）

全席
自由

前年公演より ©青柳聡

四季の童謡「お正月」「紅葉」「雪」 他
「夏の思い出」江間章子作詞
「風の子守唄」池辺晋一郎作曲　他

曲目
美術と音楽

～ギリシャからせたがやへ～

未就学児童入場不可　

青柳正規（国立西洋美術館館長・写真右）
池辺晋一郎（音楽事業部音楽監督・写真左）

出演

一般（大学生以上）     　          3,500円
区民・劇場友の会割引（前売のみ）  3,000円
子ども（小学生～高校生）          1,500円

全席
自由

劇場は客席から見ただけでは想像もつかないような、
びっくりな仕掛けでいっぱいです。劇場のことなら何でも
知っているスタッフと、舞台の裏側をぐるりと歩いてまわります。

①11/16（日）18:00～  　『友達』劇場ツアー　
②11/24（月・祝）13:00～  『狂言劇場その伍』
    　　　　　　　　    劇場ツアー           　
会場：①シアタートラム②世田谷パブリックシアター  
■￥各回500円／先着30名  　　は、先着5名様まで無料
■申①11/9（日）②11/16（日）～劇場チケットセンターにて      

1日限りの「演劇＆劇場」体験ワークショップ

劇場ツアー

世田谷発！ 演劇界の
未来を担う

独創性豊かなステー
ジをお見逃しなく世田谷発！ 演劇界の
未来を担う

独創性豊かなステー
ジをお見逃しなく

世田谷パブリックシアターでは、地元を中心とした演劇界の活性化と、若手
演劇人の育成を支援する『シアタートラム ネクスト･ジェネレーション』をス
タート。公募39団体の中から選ばれた3つの作品をお楽しみください。

●サスペンデッズ『片手の鳴る音』　平成21年１月２４日（土）・２５日（日）
●toi presents『四色の色鉛筆があれば』 平成21年１月２７日（火）・２８日（水）
●エビビモpro.『エビビモ』　　平成21年１月３１日（土）・２月１日（日）

チケット発売
開始！ ●世田谷区民　11/29（土） 2,300円

●一　　　般　11/30（日） 2,500円
　3劇団セット券６，０００円（店頭・電話にて前売のみ）

※未就学児童入場不可。また、開演後は本来のお席にご案内できない場合がございます。予めご了承ください。■劇場問

11月1日(土)　Aプロ 14:00 ／Ｂプロ 18:00開演　
  　　　　　　柳亭市馬二番勝負　　　
11月2日(日)　Ｃプロ 11:00 ／Ｄプロ 15:00開演　
  　　　　　　柳家三三･柳家はん治、初の兄弟会
シアタートラム
　席亭･プロデュース･解説：花井伸夫　
出演：11/1  柳亭市馬 (A)矢崎滋、京子 (B)柳家喬太郎、京子  ほか
11/2　柳家三三、柳家はん治（C）京子 (D)マギー司郎  ほか

チケット発売
中！ ●世田谷区民　2,300円

●一　　　般　2,500円
※Ｂプロは、前売予定枚数終了。当日券は開演60分前から劇場にて。 ※未就学児童入場不可。詳細はHPをご覧ください。■問劇場 イラストレーション：加瀬浩嗣

爆笑寄席●てやん亭

邦楽コンサート　獅子虎傳阿吽堂番外編
１１月２２日(土)　
１４：００／１９：００開演　　
世田谷パブリックシアター

迫力の演奏と楽しいトークで邦楽の魅力を探求する
し　　　し　　   とら     でん      あ        うん      どう

構成・出演：田中傳左衛門、田中傳次郎
出演：市川段治郎、尾上青楓、市川猿琉  ほか　

※チケット詳細は、前売チケット情報をご覧ください。■問劇場

■対世田谷区在住、在勤、在学の方　※お申し込みは、お一人様一通のみです。
■申11/16（消印有効）までに、往復ハガキの往信に①希望公演名・日時②名前(かな) 
③住所（在勤・在学の方はその名称も）④電話番号⑤年齢⑥世田谷パブリックシアタ
ーへのご来場の有無（回数も）、返信にお名前・住所をご記入の上、それぞれ、劇場 
｢区民観劇レポーター」担当へ ※抽選の結果はハガキにてお知らせいたします。

世田谷区民観劇レポーター募集！
無料でご観劇の後、舞台の模様を広く伝えていただく、

区民観劇レポーターを募集します（６００字程度のレポート提出あり。若干名)。
対象日：『片手の鳴る音』１/25（日）13時開演

『四色の色鉛筆があれば』1/28（水）14時開演　
『エビビモ』2/1（日）13時開演

前回公演より（左から 田中傳左衛門、傳次郎）　撮影：青柳聡 市川段治郎 尾上青楓

2008
スペシャル

おま
ちか
ね！

　［問］劇場／学芸


