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田谷は、区内に美術館やギャラリー、工房、劇場がいくつも
点在する文化・芸術のまちです。そんな環境で生活

していると、いつの間にか、子どもたちにすばらしい才
能が芽生えてくるかもしれません。今年の夏、財団で
は、子どもたちや未来のアーティストに『本物』を体験
し、また表現してもらうため、3つの企画を実施します。
ぜひ、この機会にふるって参加して、自らの五感を駆使
し、夏の太陽のごとく『本物』の輝きを放ってください。
個人的な体験になりますが、かつて『モナリザ』の
来日の仕事に携わったことがあります（1974
年）。この美の至宝にまぢかに接した時の感激
はいまだに忘れることができません。子ども
たちにも、同様に本物に接するよろこびと感
動を味わってほしいと念願しています。

今号は区のおしらせ「せたがや」と別折込になっています。

財団法人せたがや文化財団理事長  内田弘保
うち だ ひろ やす

世

若手アーティストを奨励・支援する５部門の賞を、創設します。
【募集部門】＜舞台芸術＞ ＜美術＞ ＜文学＞ ＜音楽＞ ＜生活デザイン＞
【応募資格】◆区内に在住・在学・在勤または主な活動場所を設け、
　　　　　　 文化・芸術の創造・創作活動を継続的に行っている方。
　　　　  ◆15歳以上～30歳未満の方（２００８年４月２日現在）。
　　　　　 ◆受賞した場合、翌２００９年度内に区内施設などで発表できる方。
　　　　　 ◆各部門のその他の要件を満たす方（詳細は本紙２～６ページをご覧下さい）。
【応募方法】自薦方式。共通の応募用紙に記入し、各部門に必要な応募資料を添付して各部門
　　　　　「アワード係」に提出。
【応募期間】９月１４日㈰～２０日㈯必着。＜文学＞部門は８月１日㈮～３１日㈰必着。
【選　　考】「世田谷区芸術アワード審査会」による本審査。
　　　　　 受賞者５名（または５グループ）（予定）を選出。
　　　　　 創作支援金：５０万円　受賞記念発表に向けて一定の支援あり。
【結果発表】１１月４日㈫までに応募者全員に通知。表彰式は１１月２９日㈯に開催。

詳細については当アワードの募集要項をご覧下さい。
募集要項・応募用紙は世田谷区・財団ホームページ、または区内施設・図書館などで入手できます。

上記３事業に関するお問合せは  ■問 世田谷区  文化・国際・男女共同参画課まで  ☎５４３２－２１２４
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発行　㈶せたがや文化財団　
　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1
編集　㈶せたがや文化財団　
　　　http://www.setagaya-ac.or.jp/zaidan/　
　　　　生活工房　世田谷パブリックシアター　
　　　　世田谷美術館　世田谷文学館　音楽事業部
　　　㈶世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/

見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 夏休み企画「ジュニア堂書店」ほか
■ 夏休み企画「物語が聞こえる」
■ 夏休みファミリーコンサート
■ 『偶然の音楽』世田谷区民モニター募集！
■ 秋のアートフリマ出展者募集！
■ トレッキング「昇仙渓・西沢渓谷」ほかみんな集まれ！

演劇

夏！この時期こそ、自分のアートな好奇心・才能を開花させるチャンス！！
世田谷区内では、この夏から秋にかけて、子どもたちや若く才能のある人
たちを応援する催し物が目白押し。今こそチャレンジしませんか！！

体験

子どもがもつ優れた感性と個性を伸ばし

豊かな人間性を育むことをめざす総合プロジェ
クトです。

詳細は本紙2～6ページをご覧ください。

遊びと学びの
子どもプロジェクト

世田谷パブリックシアター、生活工房、

世田谷美術館、世田谷文学館  等2008年7月～9月

全国子ども文化・芸術サミット

日時：９月６日（土） 　　　会場
：北沢タウンホール

日時：９月６日（土）、７日（日）

会場：北沢タウンホール、生活
工房、

　　　世田谷美術館、世田谷文
学館　等

子どもたちに向けた様々な教育普
及活動を紹介しながら、

その効果や今後の課題について
考えます。

詳細は7月25日号をご覧ください
。

基調講演・パネルディスカッ
ション

～アートは子どもの創造性
を育むのか～

各館デモンストレーション・ワーク
ショップなどの事例紹介

音楽 美術

2ページへ

5ページへ

6ページへ

4ページへ

3ページへ

世田谷区芸術アワード“飛翔”2008

文学
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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（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）

関連イベント

次 回 企 画 展

「ケータイ短歌」の生みの親、歌人・天野さんといっしょに、ゲームをしながら楽しく短歌をつくります。
9月7日㈰　10：00～15：30　2階講義室ほか　 ■講天野慶（歌人）　 ■対小・中学生　■￥無料／抽選20名（参加者は昼食持参）
■申8月23日（必着）までに往復ハガキ（右下記入例参照、学年も明記）で当館「ジュニア係」へ。連名可。
※「全国子ども文化・芸術サミット」参加希望者で本講座の見学をご予定の方は、☎03-5374-9117へお問い合わせください。

鉄道紀行文の第一人者、宮脇俊三の業績を回顧する初の
展覧会です。代表作の執筆原稿の他、総数100冊にのぼる
取材ノートや、挿図原稿として自ら描いた路線図・時刻表
など、初公開となる資料を多数展示し、鉄道への愛に溢れ
る宮脇俊三の旅の世界へと皆様をご案内いたします。
■￥一般500（400）円　大・高生300（240）円　
中・小生200（160）円　65歳以上・障害者250（200）円
※（　）内は20名以上の団体料金

中学生の頃に宮脇俊三の著作に出会い鉄道に目覚めたという
酒井順子さんと、鉄道にも造詣が深く、本年4月に刊行された
『「最長片道切符の旅」取材ノート』において懇切な注と解説を
手がけた原武史さんによる記念対談です。
7月19日㈯　14：00～15：30　1階文学サロン
■￥1,000円（展覧会観覧料込み）／抽選150名　
■申7月5日（必着）までに、往復ハガキ（右側記入例参照）で当館「宮脇俊三展係」へ。連名可。

■韓国映画上映会　特集：８０年代の青春映画
毎年恒例の韓国文化院所蔵の日本未公開映画の上映会です。
（協力：韓国文化院）  6月28日㈯　1階文学サロン
11：00～13：00「飛べよ風船」（1980年）
14：00～16：00「21歳の備忘録」（1983年）
■￥無料／当日先着150名（各回30分前開場）
■韓国の現代小説―ファン・ソギョン
『なつかしの庭』小説と映画の世界（協力：エスピーオー）
韓国を代表する作家ファン・ソギョンの小説世界を、翻訳家・
青柳優子氏のトークと、映画『なつかしの庭』（2006年、
イム・サンス監督、チ・ジニ主演）でご紹介します。
6月29日㈰　1階文学サロン
13：00～16：00（映画上映／13：00～　トーク／15：00～）
■￥１,０００円／当日先着１５０名（12:30開場）

この夏ミュージアムショップに、子どもによる大人のため
の本屋さん〈ジュニア堂書店〉がオープン！
「大人たちに捧げる、夏休みの課題図書」をテーマに、
ジュニア世代が選んだ本やマンガを展示・販売します。

リクエスト募集中！
この夏、大人に読んでもらいたい！と思う、本やマンガを教えてください。
リクエストの多かった上位10冊を〈ジュニア堂書店〉で展示・販売します。
また、リクエストのあった全ての本のリストも配布します。　
■対小学生～高校生 ■応①本・マンガのタイトル（1冊のみ）②選んだ理由（イラ
ストでも可）③学校名④学年を明記のうえ、7月7日（必着）までに、ハガキ、ＦＡＸ
（03-5374-9120）またはＥメール（ｇａｋｕｇｅｉ＠ｓｅｔａｂｕｎ．ｎｅｔ）で「ジュニア係」へ。

夏休みの間、小・中学生は常設展の観覧が、なんと無料！ワークシート
（クイズ集）を片手に、文学館をすみずみまで“たんけん”してみよう！
①館内の“あちらこちら”を巡るクイズ「ちりぢりコース」
②展示室を“楽しく”見学する「わくわくコース」
③難問も多く“体力勝負”の「へろへろコース」
の3コースから選んで、いざ挑戦！
■対小学生以上　■￥無料（ただし高校生以上は要常設展観覧料）
■申1階チケットカウンターで随時受付（17：30まで）

ジュニア堂書店

文学館たんけん隊

7月26日㈯～9月7日㈰　10：00～17：00　
1階ミュージアムショップ内

7月26日㈯～9月7日㈰　10：00～18：00

夏休み子ども映画会
8月９日㈯　1階文学サロン
上映作品　
①12：00～13：00「きかんしゃやえもん　Ｄ51の大冒険」
②14：00～15：30「きかんしゃトーマス　魔法の線路［劇場版］」
子どもたちに親しまれる鉄道映画を16ミリフィルムで上映します。
■対小・中学生（付き添いの大人も参加可）　
■￥無料/各回当日先着150名　※完全入替制（各回15分前開場）
※当日11時より会場前にて両回の整理券を配布します

鉄道模型運転会
“玉電、世田谷文学館を走る！”

8月23日㈯14：00～17：00　24日㈰11：00～17：00
     30日㈯11：00～17：00　31日㈰11：00～16：00

わくわくワークショップ
にほんごのおもしろさ ウタノタネを蒔こう

ま

没後5年　
宮脇俊三と鉄道紀行展

7月12日（土）～9月15日（月・祝）

山陰本線上川口付近にて（1981年）　写真提供：宮脇まち

対談「宮脇さんが教えてくれた汽車旅の愉しみ」
酒井順子（エッセイスト） ×原武史（日本政治思想史・明治学院大学教授）

世界でたった1冊の、自分だけの絵本をつくろう。
7月26日㈯、27日㈰、8月2日㈯、3日㈰　
13：00～16：00　2階講義室
■講町田万里子（手作り絵本講師）　
■対全回参加できる小学2年生～中学生
■￥無料／抽選20名　
■申7月5日（必着）までに往復ハガキ（右側記入例参照、
学年も明記）で当館「ジュニア係」へ。連名可。

土曜ジュニア文学館
わくわくワークショップ
絵本をつくろう！2008

韓国文化週間2008

『なつかしの庭』
©2006 SOVIK Venture Capital 
and DCG Plus.
ALL RIGHTS RESERVED.

2階講義室
1969年に廃止されたものの、今なおファンの多い「玉電」のあ
りし日の姿を再現した鉄道模型を展示します。当時の沿線風景
を記録した、写真・映像とともにお楽しみください。
（協力：T-Trak Network）　■￥無料  ※時間中随時見学可能

中学生・小学生は土、日、休日、夏休み期間中 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 ●向井潤吉アトリエ館  
●清川泰次記念ギャラリー ●宮本三郎記念美術館

区民割引
引換券

没後5年  宮脇俊三と鉄道紀行展 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。

一般500円→400円　65歳以上・障害者250円→200円
大・高生300円→250円　中・小生200円→150円観覧料

世田谷文学館　
7月12日（土）～9月15日（月・祝）

［募集対象分野］
小説（ジャンルは問わない）
未発表のオリジナル作品で１人１点
［応募資格］
◆部門共通要件を満たす方
◆受賞した場合、２００９年１２月までに創作支援
金を利用して新作を書き下ろせる方。
＊共作は選考対象外
［応募方法］
①「共通応募用紙」「応募資料」「応募作品」を８月
１日㈮～８月３１日㈰必着で「アワード係」まで送付。
②封筒の表に朱書きで「世田谷区芸術アワード
作品在中」と明記。
＊提出物の訂正・差し替え・返却不可。
［応募資料］
Ａ４用紙の紙１枚に、下記事項を記入。（書式は自由）。
①ペンネーム（本名の方はそのまま記載、要ふりがな）
②文学に関する活動歴＊同人誌他文芸誌での発
表歴、雑誌掲載歴、出版歴、受賞歴、助成受理歴、文
芸サークル歴、研究や会での活動歴など
③その他アピールできるもの。
［応募作品］
①手書きの場合：４００字詰め原稿用紙５０枚以内。黒
のインクまたはボールペンで楷書、縦書きで執筆。
②パソコン使用の場合：４００字詰め原稿用紙に
換算して、５０枚以内。縦書きで入力、印刷した物
を送付。データのみは不可。４００字詰め原稿用
紙換算枚数を作品の終わりに記入。
＊いずれも頁数（ノンブル）をつけること。
［特記事項］
世田谷区芸術アワードと世田谷文学賞（小説・童
話他8部門募集、問合せは文学館へ）への同一作
品同時応募は不可（別の作品は可）。
［一次審査］
世田谷文学館・下記の審査員による書類・作品審査。
［外部審査員］
青野聰（小説家)
三田誠広（小説家）
［受賞記念発表］
受賞作は審査員・館長の講評と共に「文芸せたが
や」２８号（２００９年３月刊行予定）に掲載。さらに
創作支援金を活用して書き下ろされた新作を、
「文芸せたがや」２９号（２０１０年３月刊行予定）に
掲載。同時に世田谷文学館ホームページで全文
掲載。広報の一定支援あり。
※受賞作品および創作支援金を活用した新作の
複製権（第一出版権）は、主催者に帰属。
［応募先・お問い合わせ］
世田谷文学館「アワード係」

全国子ども文
化・芸術サミ

ット

デモンストレー
ション事業

☆部門共通要項は１面参照

世田谷区芸術アワード“飛翔”2008
〈文学〉部門　募集要項

●あて先は各記事の申込先へ
●重複申込不可
●往復ハガキの場合は
　返信用にも住所・氏名

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の
記入例

特に条件のある場合は
明示します

①行事名（コース）  
②住所  
③氏名（ふりがな）  
④電話番号
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■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。

 　期　間

開催中

7/ １

7/ ８

7/1５

7/2１

６/２９

7/ ６

7/1３

7/2０

7/2７

●第２１回桂友展

●イエローモンキー展 　●小澤俊樹写真展《海外点描と一対表現》
●虹の会  08’　WASHI　造形展
●友・悠・遊・展　●Ps_club 写真展 　●誠之フォトクラブ写真展
●子供のアトリエくれぱす作品展
●髙田邦秀　家具作品展　●en premier展
                                ●写世術／photo projects vol.2　勝又邦彦 

●カシャっこサークル　写真展　
●伊藤かよこの染織展（第2回）
●新竹墨－新井淳夫墨絵教室合同展示会－

●グループ２１　絵画展

●林はやし大起だいき展
●植物画教室作品展
●人物フォルム展

～

～

～

～

～

区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

世田谷美術館 区民ギャラリー

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

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/

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/

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/

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

清川泰次記念ギャラリー 区民ギャラリー
～
～

～
～
～

６/２９
7/ ６

7/1３
7/2０
7/2７

開催中
7/ １

7/ ８
7/1５
7/２１

絵手紙びと三人のつぶやき展
はなてまり　スモック刺しゅう展示会　
（2日10:00から公開）
自由創作会
成城油彩グループ展
troisvista展

「最初に引いた一線は、
最も新鮮な効果があるものだ。」

宮本三郎の線
開催中～7月27日(日)
宮本三郎の素描作品か
ら、対象と空間の巧みな
把握など、その「線」の表
現を探ります。
■7月のギャラリートーク
学芸員がテーマにそって
作品解説をします。
「素描作品でたどる宮本三郎の“線”の変遷」
7月12日（土）14：00～（30分程度） 申込不要
■音広場・夏・スクリーン・ミュージック on ＪＡＺＺ
映画とはきってもきれない素晴らしきメロ
ディーたち。スクリーンの場景をより印象的
に彩り、そして、さまざまな想い出が振り子
のように想い出されます。ジャズ・ピアニスト
藤野聡のアレンジでお届けする、スクリー
ン・ミュージックの夕べです。
８月２４日㈰１９：３０開演（１９：００開場）
■出Ｃｈｏｃｏｌａｔ  Ｐｌｕｓ（ショコラ　プラス）
ヴォーカル＝馬淵聡子、ピアノ＝藤野聡、ベ
ース＝大角一飛　
■￥１，５００円／５０名（先着５０名）
■申往復ハガキまたはEメールにて、宮本三郎
記念美術館「ワークショップ」係へ（2面記入
例参照）※連記不可
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

大東京　
清川泰次が写した昭和15年のメトロポリス
開催中～7月27日(日)
抽象画家の清川泰次が、大学
生時代（昭和15年）に撮影し
た東京の都市風景を約100点
展示します。

武蔵野－ふたつの憧憬
向井潤吉　師岡宏次
開催中～7月27日(日)
本展では、画家・向井潤吉と写真
家・師岡宏次の武蔵野へのまな

ざしの交錯
を、絵画と写
真からみて
いきます。

〠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

［募集対象分野］
現代美術 : 平面作品（絵画、版画、写真な
ど）、立体作品（彫刻など）
［応募資格］◆部門共通要件を満たす方
◆これまでに自作を公開の場（学校、画廊、
美術館など）で展示したことのある方。
◆２００９年秋、世田谷美術館・区民ギャラ
リーにて、美術館が指定する期間（受賞記
念発表の欄参照）に、自作を展示できる方。
［応募方法］
①｢共通応募用紙｣「応募資料」を応募期間中
必着で「アワード係」まで郵送（持参不可）。
②提出の際、封筒の表に「アワード応募資
料在中」と明記。
［応募資料］A4用紙・最大１０枚以内で、以
下の３点を文章と画像を用いて詳述。
①このアワードの応募に関係する活動の
履歴＊主な近作の内容、および発表歴、受
賞歴、助成受理歴、必要に応じて、学歴、研
修歴、職歴など。
②これまでに実施した自作の展示発表の例
＊会期、会場、主催者などの情報も付記。
③世田谷美術館・区民ギャラリーにおける
自作の展示計画＊展示スペースは、区民
ギャラリー B の第３室＋第４室（広さ：約８０
㎡）。展示スペースの図面は上記美術館ホー
ムページの「アワード」欄から入手可能。
＊上記以外の資料は受理不可。また、提出
資料は返却いたしません。
［一次審査］世田谷美術館による書類審査
［受賞記念発表］２００９年１０月～１１月の間
の６日間、世田谷美術館・区民ギャラリー
にて、提出した「応募資料」中の「③展示計
画」にもとづき、自作を展示発表。＊作品の
搬出入、展示、広報など一定の支援あり。
［応募先・お問い合わせ］
世田谷美術館「アワード係」

夏休み企画として子どもたちに贈る展覧会。
当館では、区立小中学校の子どもたちの鑑賞をサポートするプログラム＝鑑賞教室を行っています。10年間の鑑賞教室
活動より、子どもたちに人気のあった作品を当館のコレクションから展示いたします。アンリ･ルソー、カミーユ・ボンボワ
など。また魯山人の作品も展示します。来館者が参加できるコーナーもあります。

物語が聞こえるーぼくたちのお気に入り

※（　）内は20名以上の団体料金　障害者割引あり

企 画 展

ライブ・パフォーマンス

建築がみる夢ー 
石山修武と12の物語

6月28日（土）～8月17日（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　
建築も畑づくりも同じ未来が見えている
建築家・石山修武
（いしやまおさむ、
1944年̶）は、世田
谷に在住し、従来の
考え方を覆すよう
な建築で常に注目
を浴び続けていま
す。本展では、エネ
ルギー、食料の自給
自足などをテーマ
とした建築など、現
在進行中の12のプ
ロジェクトを模型や
ドローイング、写真などによって紹介します。

■「サカタ式」坂田明トーク＆ライブ
演奏とミジンコのDVD上映と講演会
7月27日（日）19：00（開演）　当館展示室
■出坂田明（ミュージシャン）　■￥ 2,000円
（当日支払、中学生以下は無料）／抽選100名
（全席自由）　■申7月6日（日）必着で往復ハガ
キ（2面記入例参照。年齢も明記）またはＥメー
ルで住所、氏名、年齢、電話番号を明記して

件名「サカタ式」でinfo@samuseum.gr.jp
へ申込は葉書1枚、Ｅメール1件につき2人
まで。重複申込はご遠慮ください。

      写世術／
photo projects vol.2
Dwelling  勝又邦彦

世田谷美術館と
生活工房が共同
して、世田谷に住
む若手写真家を
紹介する企画。第
二弾は写真を用
いて、都市と人間
の関係を探る勝又邦彦。世田谷美術館で
は、これまでの作品を一挙に公開。
生活工房の展示とワークショップについ
ては、6面をご覧ください。
7月21日（月・祝）～27日（日） 区民ギャラリー
■￥無料

プロムナード・コンサート
近藤陽一 チューバ・リサイタル
7月27日（日）14：00開演　当館講堂　
ピアノ／中村真理 曲／ウィリアムズ「チュ
ーバ協奏曲」、ヒンデミット「ソナタ」他
■￥無料／抽選200名　
■申7月15日（消印有効）までに往復ハガキ
（2面記入例参照）で当館コンサート係へ。
ハガキ1枚につき1名様のみ。

6月27日㈮～9月7日㈰　
世田谷美術館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　

収蔵品展の鑑賞会と創作室での体
験などを組み合わせた小・中学生
のためのツアー。
① 8月2日
「どうやってつくるの？（油絵・彫刻編）」
② 8月9日「どうやってつくるの？（版画編）」
③ 8月16日「つかう・うつわツアー（魯山人コーナー編)」
④ 8月23日「展覧会探検ツアー」　
⑤ 8月30日「ナイトツアー」　
8月中の毎土曜日、テーマ別に全5回 各日13:00～（ナイトツア
ーは18:30～）・所要約1時間　収蔵品展示室、創作室
■対①②③⑤小学4年生～中学生　
④小学生／各回申込先着15名
■¥①③は各300円（材料費）②④⑤は無料
■申Eメールでツアー名・氏名・電話番号・年齢を明記して件名
「ギャラリーツアー」でinfo@samuseum.gr.jpへ。兄弟での
申し込みは連記可。※団体の参加については別途、ご相談に応じます
（⑤はのぞく）ご希望の日程の10日前までに美術館教育普及担当課まで。　

その場で参加できる簡単な工作です。
カンバッチ作りなど。
8月中の毎金・土曜日　14:00～16:00
無料休憩所　■¥1回100円
■対どなたでも　■申随時受け付け

 夏のオープンワークショップ

「フェルトのモビールをつくろう」

100円ワークショップ

ギャラリーガイド

親と子の鑑賞教室 大蛇を編む 願いを藁にこめて

8月中は毎日展示室に鑑賞リーダー（ボラ
ンティア）が常駐し、ご質問、ご相談に応じ
ます。またご希望に応じて展覧会のご案内
もいたします。

イシヤマウンテン
オペラ

ギャラリーツアー

展覧会場を舞台に、誰もみたこと
のないドラマをつくります。
7月20日㈰、21日（月・祝）
■講柏木陽（演劇家） 寂光根隅的父
（じゃこうねずみのぱぱ・演出家）
ワークショップ：各日13：00～18：00、
発表会：7月21日（月・祝）
19：00～20：00
■¥ 10代＝15名/無料、20代以上＝
5名程度/2,000円
■申Ｅメールで氏名、連絡先を明記
して件名「誰もいない美術館で」
で、info@samuseum.gr.jpへ。
（申込先着）

建築がみる夢－
石山修武と12の物語

世田谷美術館分館宮本三郎記念美術館のイベント

夏休み！鑑賞リーダーと一緒に遊んじゃおう！！　 関連企画　

関連企画　

向井潤吉《 奥多摩の秋》1975年

[募集部門]日本画・洋画（アクリル、コラージュその
他の技法・材料を含む）・水彩画・版画
[応募対象]世田谷区内もしくは群馬県川場村に在
住・在勤・在学の15歳以上のアマチュアの方
[受付日時]8月1６日（土）、17日（日）10：00～16：00
※この日以外の受付はいたしません。
[場所]世田谷美術館講堂
[募集要項]世田谷美術館及び区内出張所、区民セン

ター、図書館他で配布の申込書に必要事項を記入
の上、作品とあわせてご持参ください。
※申込書は7月1日頃から配布いたします。
[題材]自由
[出品規定]1人1点。必ず額縁にいれ、アクリル板
（ガラス板不可）を付けてください。額縁を含め、
外寸が70×80cm以内。※規定外の場合、受付で
きません。
[問]世田谷美術館　☎3415－6359

世田谷区民絵画展作品募集第32回

《Unknown Fire》2000年

※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。

割引
引換券

「建築がみる夢－石山修武と12の物語」展 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。

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　
6月28日（土）～8月17日（日）

昭和15年11月　渋谷プラネタリウム  撮影：清川泰次

師岡宏次《夕暮れ》
1935年

〈美術〉部門  募集要項

《ドローイング》（浅草計画）
2008年4月13日

《（家族像）》1956年

誰もいない美術館でvol.19

中小生は土・日・休日・夏休み期間中は無料

世田谷区芸術アワード”飛翔”2008

☆部門共通要項は１面参照

世田谷美術館
生活工房

共同
企画

鑑賞リーダーと一緒に、親子で展
示を楽しもう。
8月6日㈬、9日㈯、10日㈰、13日㈬ 
10：30～11：30　
■¥無料（入館料のみ）／申込先着親子
10組 
■申前日までに電話（☎03－5483
－3836）にて予約

奥沢神社の大蛇づくりからヒントをも
らい、藁を用いて大蛇を作ります。
9月7日㈰ 10:30～16:30　
■講関島寿子（かご製作者）
■対小学生の親子15組／申込先着順
■¥ 1,000円 ■申往復ハガキまたはEメール
にて、宮本三郎記念美術館「ワークショッ
プ」係へ（2面記入例参照）※連記不可
miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

フェルトでフワフワ不思議な形がゆれる
モビールを作ろう。　
8月2日㈯～17日㈰の開館中
（入館は17：30まで）　■¥100円／申込不要

昨年度の様子
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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2階　※10：00～18：00　月曜定休　
☎5432-1535 　 5432-1536   http://www.setagayamusic-pd.com/

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」2面を参照ください。

今年の 2月から始まったオーケストラ楽器体験
ワークショップ。小学生から高校生まで総勢 65
人で 12 種類の楽器を練習しています。最初は
パートごとに分かれて基礎練習からやりました。
初めて楽器に触ったお友達も練習を重ねていく
うちに、少しずついい音が出るようになってきた
ようです。そして、ついに本番で演奏する「おも
ちゃの交響曲」の楽譜が配られました！こんなに
長い曲なの！？最後まで間違えないでできるか
ちょっぴり不安かも…。でも大丈夫。みんな確実
にうまくなっています。本番の夏休みファミリー
コンサートまであと2ヶ月！みんなががんばって
きた成果をぜひ聴きに来てくださいね。

童謡コンサートで一緒に歌いたい子どもたち、大募集！童謡コンサートで一緒に歌いたい子どもたち、大募集！

♪

第1部では、オーケストラ楽器体験
ワークショップに参加してくれた
お友達の発表会を開催します。半年
間がんばってきた成果を聴きに来
てください。第2部では、家族みん
なで楽しめるクラシックの名曲の
数々をお贈りします。実際にオーケ
ストラで使っている楽器の説明もあ
るので、これから楽器を始めたいと
いうお友達もぜひ来てください。

第1部 「おもちゃの交響曲」（Ｌ.モーツァルト）
第2部  歌劇「カルメン」より“前奏曲”（ビゼー）
組曲「道化師」より“ギャロップ”（カバレフスキー）
バレエ「コッペリア」より“マズルカ”“ワルツ”（ドリーブ）
序奏とロンド・カプリチオーソ（サン＝サーンス）
組曲「動物の謝肉祭」から（サン＝サーンス）
「新・動物の謝肉祭」から（池辺晋一郎）　ほか

8月21日（木）　世田谷区民会館ホール（15：30開場）
16：00～第1部（ワークショップ参加者による発表会）
16：45～第2部（せたがやシンフォニエッタによるファミリーコンサート）

オーケストラ楽器体験ワークショップ参加者 せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ）

曲目

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

入場料

11月9日㈰烏山区民会館（烏山区民センター内）で開催する「せたがや童謡コンサート」で、オペラ
歌手と一緒に童謡を歌ってくれる出演者を募集します（曲数未定）。ぜひステージで一緒に歌って
みませんか。※参加者は９月より月2回程度事前練習を行います。　　　　　　　　　　

大きさ比べ～弦楽器編～
その1

演奏会で登場する弦楽器の大きさ比べ
それぞれの楽器の名前、わかりますか？

弦を
弓でこすったり、
指ではじいたりして
音を奏でる弦楽器。
弓の毛は馬のしっぽで
できています。
ちょっと驚きですね。

❶ヴァイオリン  ❷ヴィオラ  ❸チェロ  ❹コントラバス 正解

■対世田谷区在住・在学の小学4年生から高校生まで　■¥ 参加費無料／20名程度（定員になり次第締切）
■申詳しい募集要項を送付しますので電話またはFAX（2面記入例参照、FAX番号・童謡コンサート募集
要項希望と明記）で音楽事業部まで。
　

［募集対象分野］
クラシックまたは邦楽による演奏会の企画
［応募資格］
◆部門共通要項の要件を満たす方
◆グループの場合は２名以上。代表者が共通の
要項を満たすこと。
◆受賞した場合、２００９年度内に区内施設などで
発表できること。
［応募方法］
①「共通応募用紙」「応募資料」を応募期間中必
着で「アワード係」まで郵送。
②全て印刷した物（データ不可）でのみ受付。
［応募資料］
①演奏会に関する企画書（Ａ４版１０枚以内）　
②参考書類（演奏会企画の補足説明用資料プロ
フィール、譜面、過去の実績の資料など）
［一次審査］
音楽事業部および外部審査員による書類審査。
［受賞記念発表］
２００９年秋、１週間以内（リハーサルを含む）を限
定し受賞企画を実施可能な区内施設にて発表。
上演にあたっての条件は以下のとおり。
①公演に関わる出演者・スタッフなどの必要な人
員、および公演に必要な楽器などは自前で用意
できること。
②公演に関わる会場費、印刷費、広報宣伝費、著
作権使用料などは音楽事業部が負担。
【応募先・お問い合わせ】音楽事業部「アワード係」

☆部門共通要項は１面参照

☎5432－1515 10:00～18:00
月曜不定休

チケット
申込み

世田谷パブリックシアターチケットセンター

9月6日㈯１3:30～
宮坂区民センター

身近な日用品を使って楽器を作ろう！ 
打楽器による演奏会も行います。

９月７日㈰
①12:00～②15:00～ 
教育センター内ぎんが 

NHKでおなじみの「あいのてさん」と一緒に
今回も親子で音楽づくりに挑戦！

チケット
申込み

せたがや童謡コンサートや、これから予定している室内楽演奏会で聴いて
みたい曲、それにまつわる思い出などを、上記ＦＡＸまでお寄せください。
みなさまからいただいたリクエストを選曲の参考にさせていただきます。

リクエスト曲なども
お待ちしています

♪オーケストラ
楽器体験ワークショップ♪

みんな　がんばってます！

夏休みファミリーコンサート

♪

♪

※割引は前売り券のみ適用されます

世田谷区芸術アワード“飛翔”2008
〈音楽〉部門　募集要項

ぜひ聴きに
来てください！

出演

チケット

７月１５
日

販売開
始

あいのてさんと音で遊ぼうⅡあいのてさんと音で遊ぼうⅡ

野村誠 尾引浩志 片岡祐介

世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎５４３２－１５１５（10:00～18:00月曜不定休）

「遊びと学びの子どもプロジェクト」事業 「全国子ども文化・芸術サミット」事業これからのコンサート

８月２１日㈭
９月６日㈯
９月７日㈰

９月２3日（火・祝）
９月２８日㈰
１０月２５日㈯
未定

１０月中(予定)

１１月2日㈰

１１月９日㈰
１１月２１日㈮
１２月１２日㈮
12月１４日㈰
1月２５日㈰
３月１日㈰
３月７日㈯

日　　程
世田谷区民会館
宮坂区民センター内
教育センター内　ぎんが
成城コルティ
玉川区民会館
松沢小学校体育館他
区内他地域で開催調整中
未定

昭和女子大学人見記念講堂

烏山区民会館
玉川区民会館
未定
玉川区民会館
未定
未定
未定

会　　場
夏休みファミリーコンサート
子どもサミット・ワークショップ　打楽器をたたこう
あいのてさんと音で遊ぼうⅡ
秋のまちかどコンサート
せたがやの演奏家シリーズvol.1　三浦章広と仲間たち
商店街のまちかどコンサート
まちかどコンサート
アマチュア屋内スペシャルライブ
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」
せたがや童謡コンサート
美術と音楽　～ギリシャからせたがやへ～
クリスマスのまちかどコンサート
せたがやMusicコレクションⅠ
室内楽演奏会　世田谷地域編
せたがやMusicコレクションⅡ
せたがやの演奏家シリーズvol.2  苅田雅治と仲間たち

タイトル 印のコンサートは無料です

※各回60分程度　
■¥一般（中学生以上） 1,000円
小学生 500円、未就学児 無料

♪

♪

♪

♪

■講洗足学園打楽器研究所フレンズ　■¥無料（材料費のみ）／抽選５０名　
■対世田谷区在住の小学１年～６年生　■申8月８日までに往復はがき(2面記入
例参照、学年、保護者名、保護者見学の有無も記入)で音楽事業部へ

全国子ども文化・芸術サミット
ワークショップ

打楽器をたたこう
全国子ども文化・芸術サミット
ワークショップ

打楽器をたたこう

山田美也子
（司会）

池辺晋一郎
（おはなし／
音楽事業部音楽監督）

プリムローズ・マジック
：石岡久乃＆安宅薫
（ピアノ・デュオ）

三浦章広
（ヴァイオリン独奏／
コンサートマスター）



世田谷パブリックシアター

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。

256/シアタースケジュール
6/25～7/31

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 313027 28 29 30 17/

ペンギンプルペイルパイルズ 

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

〠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 世田谷パブリックシアター

こどもの劇場2008『にんぎょひめ』

（15～17は貸切公演）
『喬太郎伝説』 『ウェディング・ママ』　8/4まで　

『サ・ビ・タ～雨が運んだ愛』　8/17まで

［募集対象分野］ 現代演劇、現代舞踊
［応募資格］
◆グループの所在地が世田谷区内、または
主宰者・主な脚本家・演出家・振付家、主な出
演者が区内在住、在学、在勤であること。
◆２０１０年１月に応募作品をシアタートラム
にて上演できること。
［応募方法］①「共通応募用紙」「応募資料」
を応募期間中の午前１０時～午後６時にキャ
ロットタワー5F制作部受付へ持参のこと。
②提出の際、２０分程度のヒアリングを行う為、必ず
電話で担当まで事前に連絡し、日時調整すること。
［応募資料］以下の資料のコピーを提出
①公演企画書・演出プラン A４サイズ、形式は自由。
②上演予定台本　再演でも可能。新作の場
合は必ず完成台本を提出。ただし戯曲がな
い作品の場合は、それに類するもの。現代演
劇分野では、脚本未提出の場合は受理不
可。A4サイズ、表紙にタイトル・カンパニー
名・脚本家名・振付家を記載、片面印刷、ペー
ジ番号を記載、未製本の状態。
③グループの概要　A４サイズ、形式は自由。
④映像資料　VHSかDVD。DVDの場合は必ず
ファイナライズをして、他の機器で再生できるこ
とを確認すること。あれば上演予定作品の映像
記録を、ない場合は自分達のカラーと実力が表
れている最近の映像資料。
⑤その他企画を補う資料　公演チラシ、舞台写
真など。（上演予定作品以外の戯曲は提出不要）
［一次審査］世田谷パブリックシアター制作
部による書類審査
［受賞記念公演］２０１０年１月「シアタートラ
ム ネクスト・ジェネレーションvol.２」にて、受
賞作品を４日間程度(仕込２日間、公演２日間
予定)の期間、入場料を徴収し上演。上演に
あたっての条件は以下のとおり。
①舞台監督、音響、照明、制作スタッフ、仕込・撤
去、当日受付など公演に必要な人員および舞台装
置や衣裳など道具類を自前で用意できること。
②劇場は会場（シアタートラム）とその附帯
設備および公演時の場内案内係の提供、チ
ケット販売協力・広報宣伝協力等を行う。
【応募先・お問い合わせ】
世田谷パブリックシアター制作部「アワード係」

世田谷区芸術アワード“飛翔”2008
〈舞台芸術〉部門  募集要項

☆部門共通要項は１面参照

アメリカ文学界の旗手 ポール・オースターの小説を舞台化。
TV、映画で活躍中の仲村トオルと注目度急上昇の田中圭が
繰り広げる、数奇な運命をめぐる男たちの物語。

源氏物語の登場人物
が現在に蘇る、決して
謎が解けないサイコ・
サスペンス！

『偶然の音楽』を無料でご観劇いただいた後、劇場でＡ）１５分程度のアンケートに回
答、Ｂ）１５分程度のアンケート＋グループインタビューに参加していただく、２グループ
の世田谷区民モニターを募集いたします。（お申込みはお一人様１通のみ。重複申込みは無効。）

■対世田谷区在住、在勤、在学の方　■締６/２８㈯必着
■申往復ハガキで　往信に、①希望日時②氏名（ふりがな）③郵便番号・住所（在勤・
在学の方はその名称も）④年齢⑤世田谷パブリックシアターへのご来場の有無
（なし、または回数）⑥希望グループ（ＡかＢ）　返信に、お名前（様をお書き添えく
ださい）、郵便番号・住所をご記入の上、劇場「偶然の音楽　世田谷区民モニター」
係までお送りください。※結果は、ハガキにてお知らせいたします。　■問劇場

気鋭の演出家、白井晃、野田秀樹、岡田利規による注目の３作品
を、お得な割引価格にてご覧いただけます。お見逃しなく！
受付日：７月２日㈬１０時～６日㈰ １８時／劇場チケットセンター
セット券料金：１７，０００円　（一般料金：１８，０００円）
※初日は電話予約のみ。予定枚数終了次第、受付締切。
※センターブロックの見やすいお席をご用意いたします。
ご予約時の席番指定はできません。予めご了承ください。

待望の
再演決定！

子どもが主役！劇場の夏休みワークショップ

チケット発売
開始！

チケット発売
開始！

世田谷区民　7月5日（土） A 6.200円
一　 般　　7月13日（日）　
　　　　　A 6,500円  B 5,000円   

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

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

8/16（土）

8/17（日）
『日野皓正 Quintet Live』

『Dream Jazz Band
４ｔｈ Annual Concert』

４歳未満のお子様も、お席が必要な場合は要チケット。
未就学児童は保護者の同伴が必要です。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

2，000円
（４歳以上共通料金）

2，500円
（４歳以上共通料金）

3，500円 4，000円

3，800円 4，000円

区民割引は
ございません

Ｓ 9，000円
ほか

区民割引は
ございません 3，000円

A ７，５００円
未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

B 5，0００円　未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

子ども ２，５００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。

日野皓正
ｐｒｅｓｅｎｔｓ
“Ｊａｚｚ ｆｏｒ Ｋｉｄｓ”

『一噌幸弘・しらせ  コンサート 』
●世田谷区民　6/28（土） S 6,100円 　
●一般　6/29（日）   S ６,500円  A ５,500円  B 4,500円

未就学児童入場不可■林泉  ☎０４２－３７４－９２００問

8/30（土）
18:30開演

サンライズ･プロモーション東京
☎０５７０－００－３３３７

アンクリエイティブ
☎５４５８－０５４８

（有）ティルト　
☎３４６２－５６０６

ヴァレンティノ  ダンスセンター
☎３81２－1125

劇　　場

劇　　場

こどもの劇場2008『にんぎょひめ』
7/12（土）～14（月）

イデビアン・クルー 『排気口』 8/22（金）～24（日）

4，300円 4，500円 未就学児童入場不可 アンクリエイティブ
☎５４５８－０５４８

Ｎｏｉｓｍ０８
『Ｎａｍｅｌｅｓｓ　Ｈａｎｄｓ～人形の家』

7/2（水）～6（日）

4，100円 4，300円 未就学児童入場不可
ペンギンプルペイル

パイルズ
☎５４９９－２７３９

ペンギンプルペイルパイルズ
『審判員は来なかった』 7/10（木）～20（日）

5，800円 6，000円 未就学児童入場不可 東宝エージェンシー
☎３２１６－２００８

ミュージカル『サ・ビ・タ ～雨が運んだ愛～』
7/26（土）～8/17（日）

3，400円 3，500円
学割は、TAICHI-KIKAKUのみ取扱。
未就学児童入場不可

TAICHI-KIKAKU
☎５３８５－９１３７

TAICHI-KIKAKU 身体詩舞台作品　
『光る旅～PILGRIM 2008』　 9/4（木）～7（日）

アトリエ・ダンカンプロデュース
『ウェディング・ママ』 7/25（金）～8/4（月）

ＶＡＬＥＮＴＩＮＯ　ＤＡＮＣＥ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＲＥＳＥＮＴＳ
『ＭＩＤＳＵＭＭＥＲ　ＤＡＮＣＥ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ』8/8（金）・9（土）

柳家喬太郎独演会『喬太郎伝説』7/18（金）・19（土）

シアタートラム

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。

●「せたがやアーツカード」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。ご利用ください。　■問劇場チケットセンター

土曜劇場プレイ・パーク　７月～９月のプログラム　［問］劇場

KAKUTA
『Root Beers』
■問KAKUTA ☎090－6311－1996

トヨタコレオグラフィーアワード2008
■問事務局 ☎3373－1166

デフ・パペットシアター・ひとみ
『はこ／BOXES　じいちゃんのオルゴール♪』
■問現代人形劇センター　☎044－777－2228

MANSAI◎解体新書 その拾参 ■問劇場

Noism08

『悪魔のエレベーター』
●世田谷区民　7/11（金） 5,800円 　
●一般　7/12（土）   ６,000円
■梅田芸術劇場  ☎０６－６３７７－３８８８ 問

9/12（金）～21（日）

未就学児童入場不可

A 5，900円 A 6，000円

 第1週目
『にんぎょひめ』の俳優に出会う！

7/5・8/2・9/6

■講楠原竜也（振付家・ダンサー／APE主宰）ほか

 第2週目
すがぽん流 マイムエクササイズ

7/12・8/9・9/13

■講すがぽん（マイムエンターテイナー／水と油）ほか

 第3週目
ポかメソッド体験

7/19・8/16・9/20

■講明神慈（劇作家・演出家／ポかリン記憶舎舎長）

 第4週目 “音”で遊ぼう！7/26・8/23・9/27
■講佐藤沙恵（テルミン、マトリョミン奏者／テルミン大学教授）、
市来邦比古（音響家）

■￥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　※詳細はＨＰをご覧ください　 ※未就学児童参加不可。

思いっきり笑い、思いっきり遊ぶ、劇場でのスペシャルな夏休み。ほかにも小学生の
ためのワークショップ（8月）など、いろいろ用意しています。お楽しみに！

9月14日（日）～2８日（日）　
世田谷パブリックシアター

9月26日（金）～10月13日（月・祝）　
シアタートラム

構成・台本・演出：白井晃　出演：仲村トオル、田中圭  ほか

※未就学児童入場不可。詳細はHPをご覧ください。

撮影：二石友希

作･演出･出演　野田秀樹

世田谷区民　7月18日（金） 6.200円
一　 般　　7月19日（土）　 6,500円  
※未就学児童入場不可。詳細はHPをご覧ください。

『Ｔｈｅ Ｄｉｖｅｒ（ザ･ダイバー）』
現代能楽集Ⅳ　英語上演･日本語字幕付

１

■問劇場／学芸　※お申し込み方法など詳細はＨＰ、もしくはお問い合わせください。

こどもの劇場２００８ 

『にんぎょひめ』
７/１２（土）～１４（月）

8/１6（土）・１7（日）

日野皓正 presents 
“Jazz for Kids” 

※詳細は「前売チケット情報」
をご覧ください。

『偶然の音楽』世田谷区民モニター募集のお知らせ
地域の皆さまのご意見を広くお聞かせください！

『偶然の音楽』＋『The Diver』＋『友達』
秋の主催３公演セット券　超先行予約決定！

◆『友達』　１１月１１日㈫～２4日（月・祝）　シアタートラム
作：安部公房　演出：岡田利規   
出演：小林十市、麿赤兒、若松武史、木野花、今井朋彦 ほか
一般発売 : ９月１４日㈰　５，０００円　

●モニター対象日：９月１４日㈰１７時、１５日（月・祝）１４時の公演

『偶然の音楽』

世田谷区民観劇レポーター募集！
『偶然の音楽』9/14㈰17時・15㈪14時・16㈫19時公演／
『The Diver』9/26㈮20時公演
観劇後(無料)、舞台の模様を広く伝える観劇レポーターを募集します。
■申6/28(土)までに往復ハガキ①希望公演名②日時③お名前④年齢
⑤住所（在勤･在学の方はその名称も）にて「区民観劇レポーター」係まで
■対世田谷区在住・在勤・在学の方※抽選の結果はハガキで通知（若干名）。

①１～2年生コース ②３～6年生コース
7/19（土）　　　　　　　■¥ 500円小学生のためのダンスワークショップ　

７/２１（月・祝）　　　　　　■¥ 500円　中高生のための演劇ワークショップ

高校生のためのワークショップ
７/3１（木）～8/2（土）　■¥ 1,500円※3日間中学生のための演劇ワークショップ

2

①７/２３（水）②２４（木）■¥ 各回５00円　

3



ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」2面を参照ください。 6

〠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/

世田谷文化生活
情報センター 生活工房

★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。

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

夏休みは子どもが主役！生活工房では子ども、親子を対象としたワークショップをたくさん開催します。

世田谷アートフリマへの出展者を募集し
ます。11月3日は世田谷美術館でも開催
します。※応募・出展は①か②のいずれか
一方のみとなります。
［詳細］http://artfleama.jp/ 
■問世田谷アートフリマプロジェクト　担当：中根（世田谷233）
☎5430－8539（12：00～20：00  火曜水曜以外）
setagaya@artfleama.jp 
共催／世田谷アートフリマプロジェクト

[勤務内容] 夜間受付業務、事務補助
[場　　所] 生活工房　
[募集人数] 若干名
[契約期間] 8月より翌年3月(更新あり)
[勤務条件] 
18:30～22:15(1日3.75時間)
月10～15日(土日祝日の勤務有)
時給850円(交通費別途支給)　
[応募方法]
７月10日(必着)までに履歴書(写真添付)
を生活工房へ郵送または持参

世田谷アートフリマvol.１０ 出展者募集
世田谷アートフリマ in セタビ 出展者募集

世田谷文化生活情報センター
「生活工房」
アルバイト募集①生活工房（三軒茶屋キャロットタワー）　

9月20日（土）・21日（日） 11：00～18：00
②世田谷美術館エントランス前広場　
11月3日（月・祝） 11：00～15：00

世田谷に住む若手写真家・勝又邦彦を紹介する企画。生活工房では作
品展示と作家によるワークショップを開催します。ワークショップは上
記、世田谷美術館での展示については3面をご覧ください。　■￥無料

企 画 展

《Skyline》2005年

夏のお出かけシーズン前に、ビデオカメラ
と一眼レフカメラの上手な使い方を学ん
で、素敵な思い出を残しませんか？
※機材はセミナー会場に準備しています。

※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。

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/

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 7月のご案内
日程（7月） 時　間 一般料金

（税込み）

★デジタルカメラの撮り方入門（人物を美しく撮ろう）［1回完結］
　【無料】ビデオカメラの撮り方の入門［1回完結］
　はじめてのパソコン”Windows VISTA編”（じっくりコース）［4日間］
★メールとインターネット入門”Windows VISTA編”［2日間］
　表とグラフをつくる”エクセル２００７”入門編［2日間］
　【無料】はじめてのデジタル一眼レフカメラ［1回完結］
★写真加工入門（フォトショップエレメンツ使用・初級）［1回完結］
★今日からはじめるブログ〔1回完結〕

16(水)
16(水)

17（木）～20（日）
17（木）～18（金）
17（木）～18（金）
19（土）
19（土）
20（日）

14：00－16：00
17：00－19：00
10：00－12：00
14：00－16：00
17：00－19：00
14：00－15：30
17：00－18：30
14：00－17：00

¥2,100
無料体験講座
¥10,290
¥6,300
¥6,300
無料体験講座
¥3,150
¥6,300

講　座　名

1

5

2

来訪地／沖縄県宮古島 ■￥小学生70,000円　中学生85,000円（往復航空料・宿泊経費
含）／抽選12名　■対小学5年生～中学3年生　■申事前に参加説明会を7月6日㈰、13㈰に
行います。お電話にてお申込ください。

沖縄県宮古島の子どもたちと共同生
活をしながら、島の方々の指導のも
と、サンゴ礁の観察や農園実習など
の自然体験をします。

宮古島
自然体験教室
2008

8月5日㈫～9日㈯　＊4泊5日

4

写世術／photo projects vol.2
Dwelling  勝又邦彦

7月3日（木）～27日（日）  9：00～20：00　3F生活工房ギャラリー　

の
こども体験
ワークショップ夏

～マルからシカク！？のアニメーションをつくろう！6

おはなし聞きたい人、あつまれ！紙芝居
に大型絵本もありますので、ご家族で
お楽しみください。
■出世田谷おはなしネットワーク
■対幼児～小学生
■￥無料／当日自由参加

おはなしいっぱい
8月20日㈬～22日㈮
＊時間はプログラムによってことなります。
詳細は7月中旬に生活工房ＨＰに掲載

3

8月30日㈯　10：00～15：00
9月7日㈰  10：00～16：00

メキシコ・チアパス州に伝わる人形を羊毛フ
ェルトでつくります。メキシコに暮らす人々
や食べ物、生活のことも探りましょう。
■講荒木珠奈（アーティスト）
■対小学3年生以上（親子2人1組）
■￥1,500円（材料費込み）／抽選20組
■締 8月16日（必着）

アニメーションのしくみを学び
ながら、作画・撮影を体験して
オリジナル作品をつくります。
■講小柳貴衛（アニメーション作家）
■対小学3年生以上
■￥1,000円（材料費込み）／
抽選20名
■締 8月22日（必着）

葉っぱなど、身近にあるモノを印画紙に焼き
つけて、カメラで撮らないカラー写真をつく
ります。暗室での現像作業も体験します。
■講勝又邦彦（美術家・写真家）　
■対小学4年生以上（親子2人1組）
■￥1,500円（材料費込み）／抽選15組
■締 7月9日（必着）

デザイナーと一緒にくらしの中で使
う「はこぶ道具」を観察して、考え
て、形にします。
■講コド・モノ・コト  ■対小学4年生以上
■￥1,000円（材料費込み）
／抽選20名　
■締 7月21日（必着）

※4以外の会場はすべて生活工房4Ｆ
■申 4以外は各申込締切日までに往復
ハガキ（2面記入例参照、希望の回も
明記）で生活工房へ

生活工房ギャラリー
2Ｆ／8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）　3Ｆ／9：00～20：00

入場無料

2F　ギャラリーカフェくりっく

3F　生活工房ギャラリー

開催中～7/19（土）
～はるか5万年前より語り継がれる命の伝承～

［アボリジナルアート］
7/20（日）～8/16（土）

高野恭史・油彩『ひっこし＊展』

7/3（木）～7/27（日）
「写世術／photo projects vol.2勝又邦彦」展

［募集対象分野］
“世田谷のデザイン”をテーマに
した「世田谷を良くするデザイン活動」
①イベントや事業、ブランド構築など、社会
的コミュニケーションに主眼をおいたデザ
イン活動　
②世田谷の地域文化の醸成や暮らしやすい
環境づくりに関するデザイン活動
［応募資格］
◆部門共通要項の要件を満たす方
（グループの場合は代表者が該当すること）
◆受賞した場合、２００９年９月～１１月の間の
１週間に、デザイン活動全体（作品を含む）
を、生活工房ギャラリーまたはワークショッ
プルームを使って展示、紹介できること。
［応募方法］
「共通応募用紙」「応募資料」を応募期間中
必着で郵送または持参にて「アワード係」ま
で提出。
［応募資料］
①応募するデザイン活動の企画書（個人の
場合は簡単な経歴書、グループの場合はグ
ループの概要を含む。ビジュアル表現を用
いて分かりやすく表現すること）
②これまでの実績
①と②をまとめてポートフォリオを作成し、
以下の形式で紙及び電子メディア両方を提
出すること。
◆紙出力：Ａ４サイズに出力しクリアファイル
に入れたポートフォリオ　
◆電子メディア：ＣＤ-Ｒに保存されたＰＤＦフ
ァイル
［一次審査］
生活工房と下記の外部審査員による全点審
査。応募多数の場合は生活工房内で書類選
考による予備審査あり。
［外部審査員］
佐藤卓(デザイナー)
桐山登士樹（デザインディレクター）
［受賞記念発表］
２００９年秋、生活工房ギャラリーまたはワー
クショップルームで、９月～１１月の１週間を
限定した発表展示。受賞者によるプレゼンテ
ーションなどの関連イベントの開催。
＊作品の搬出入、展示、広報、関連イベント
は、生活工房の一定の支援あり。
［応募先・お問い合わせ］
世田谷文化生活情報センター　
生活工房「アワード係」

〈生活デザイン〉部門  募集要項
☆部門共通要項は１面参照

モノが写るしくみ
～まっくらやみで写真をつくろう！

～プロダクトデザイン
　　をはじめよう！

写世術ワークショップ はこぶ道具・ワークショップ

7月23日㈬　13：00～17：00 8月3日㈰　10：00～16：00

アニマリートをつくろう！
～メキシコってどんな国？

絵が動くふしぎ

世田谷区芸術アワード“飛翔”2008

全国子ども文化・
芸術サミット

デモンストレーション
事業

世田谷美術館
生活工房

共同
企画



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

〒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/

スポーツ・
レクリエーション世田谷区スポーツ振興財団

はホームページからも申込可能

第58回世田谷区民体育大会
■ソフトテニス
①男女シングルス、らくらく大会　7月27日㈰
②中学男子　7月29日㈫
③中学女子　7月30日㈬　
④高校女子　8月25日㈪
9：00～　総合運動場テニスコート　
■対区連盟登録者及び区内在住・在勤・在学者
■￥①1人200円 ②③1組200円 ④1組４００円
■締①②③7月11日（必着） ④8月11日（必着）
■申所定の申込書で、区連盟登録者は郵便振
込、未登録者は現金書留で、区ソフトテニス
連盟・沼尻（〒156－0051 宮坂 1－7－2　
☎3429－1589）
■サッカー
①中学・高校生大会　
7月26日～8月9日の土曜　
②社会人大会（土曜大会・休日大会）
8月24日～11月30日の土・日祝日　
③壮年大会（四十雀・五十雀）　
9月15日～11月30日の日祝日　
二子玉川緑地運動場ほか
■対区内チーム
■￥ 2，000 円（中学生大会は1，000 円）
■締①7月8日　②7月26日　③8月24日
いずれも必着
■申所定の申込書を世田谷サッカー協会ホーム

ページ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。
■問Email:ｉｎｆｏ＠ｓｅｔａｇａｙａｋｕ－ｆａ．ｃｏｍまで
※詳細はサッカー協会ホームページをご覧
ください。ｈｔｔｐ://ｓｅｔａｇａｙａｋｕ－ｆａ．ｃｏｍ/
※代表者会議は①7月12日㈯　②8月9日㈯
③9月6日㈯　いずれも18：00から
■水泳
9月7日㈰　9：30～　総合運動場温水プール
種目／自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、
個人メドレー、リレー、メドレーリレー　
■対小学生以上　
■￥個人300円／種目（小・中学生は100円）
リレー 200 円／チーム　
■申 7 月22日（火）～7月28日㈪（必着）
所定の申込書・個票に参加費振込済みのコピ
ーを添付して区水泳協会・湯川（〒158－
0098　上用賀 5－11－20　☎3700－7014）
へ郵送　上記申込受付期間の平日 9：00～
17：00 はスポーツ振興財団でも受付可（現金
での受付は不可）※大会要項・所定の申込書
は総合運動場、千歳、梅丘中、烏山中、太子堂
中、玉川中の各温水プールにもあります。
■陸上競技
9月7日㈰ 9：00～　総合運動場陸上競技場
■対右記表参照
■￥個人 1種目 200 円（中学生 100 円・小学
生は無料）、リレー 1チーム 800 円（中学生
400円・小学生は無料）　現金書留もしくは、
当日現金払い
■締８月１８日（必着）

■申一般の部は
1 人 2 種 目
ま で、小 学
生・中学・高
校の部は1人
1種目（リレーは
除く）
所定の申込書に記入の上、
返信用封筒を同封し、郵送にて
東京農大一高・上野正行
（〒１５６－００５３　桜３－３３－１　
東京農大一高校内　☎３４２５－４４８１）へ　

クレー射撃第4回大会
7 月21日（月・祝）　9：00～　静岡県須山射撃場
■対区連盟登録者・区在住・在勤者
種目／スキート、トラップ　
■￥ 3，600 円　■申当日直接会場へ　
■問区クレー射撃連盟・河村（☎3410－9012）

第83回世田谷区民
バドミントン大会（前期）

①7月26日㈯　中学男女ダブルス　
②7月27日㈰ 　高校男女ダブルス
③8月3日㈰　一般男女ダブルス（クラス別）
9：00～　総合運動場体育館
■対学連加盟者を除く区内在住・在勤・在学者
■￥①1，200 円／ペア  ②③1，400 円／ペア
（②③は別途に登録料 500 円／人）
■締①②とも7月11日　③は7月18日
（いずれも必着）
■申所定の申込書で区バドミントン協会・安藤
（〒157－0074　大蔵 5－8－6　☎3415－
0692）へ

世田谷区学年別水泳大会
8 月3日㈰　小学生　10：00～　
中学生　13：00～　砧中学校 
種目／自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、
メドレーリレー、リレー　
■対区内在住・在学の小・中学生　
■￥個人200円／種目、リレー300円／チーム
■締 7 月8日（必着） 
■申 1 人 2 種目まで（リレー、メドレーを除く）
所定の申込書に参加費振込済みのコピーを
添えて区水泳協会・小林（〒157－0073
砧 4－14－16　☎3415－2615）へ 
※大会要項・申込書は総合運動場、千歳、梅
丘中、烏山中、太子堂中、玉川中の各温水プ
ールにもあります。

※所定の申込書は、スポーツ振興財団、
区スポーツ振興課、申込先にあります。

種目

一般 高校 中学 小学生

①100m
(小学1･2年生50m)

②200m㍍
③400m㍍
④800m㍍
⑤1,000m㍍
(小学3･4年、5･6年)

⑥2,000m㍍
⑦3,000m㍍
⑧5,000m㍍
⑨4×100m㍍
⑩走り幅跳び
⑪砲丸投げ
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歳

以
上

日　程

８／１㈮

８／２㈯

８／４㈪

８／５㈫

内　　　容
【講義】子どもの運動能力育成概論
【実技】『走』運動の基礎
【講義】食とスポーツ講座
【実技】シチュエーション別食育プログラム
【講義】ハードルトレーニング概論
【実技】ハードルトレーニングの指導法
【講義】走力トレーニングプログラム講座
【実技】『走』運動の応用

講　　師

高野　進

石川三知

渋谷　聡

高野　進

TOPIC!TOPIC! ～子どもを育てる指導を世田谷から～
走力向上指導者クリニック

東京VERDY普及育成コーチに基礎から
応用まで直接指導してもらいましょう。
総合運動場陸上競技場　
■対小学 4～6年生　※保護者同伴　
■￥ 500 円／抽選 60名　
■締 7 月23日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参照、学年も明記）で、スポーツ振興財団へ

トレッキング「昇仙峡・西沢渓谷」
東日本を代表する美しい渓谷美の西沢渓谷と都心の暑さを忘れる初夏
の昇仙峡を満喫してみませんか。夜は温泉で疲れを癒しましょう。
コース/２７日：７：００　区役所出発→昇仙峡入口～五月雨岩～羅漢寺橋～宝石
園～仙娥滝～昇仙峡滝上→宿（歩程約３時間３０分）２８日：宿→西沢渓谷入口～
三重の滝～竜神の滝～恋糸ノ滝～七ツ釜五段ノ滝～森林軌道跡～西沢渓谷入
口→区役所（歩程約４時間）※1日目の昼食、雨具持参。軽登山靴を必ず着用
■対 18 歳以上　■￥ 19,000 円（1泊 3食、保険料等含む）／抽選 40名
■締 7 月10日（必着）　
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例
参照、全員の氏名、性別、年齢も明
記）で、スポーツ振興財団へ
※事前に健康申告書の提出あり
※コース変更の場合もあり　

■対18歳以上の地域指導員
及び小学校・中学校・高校教員　
■定抽選50名　
■締7月16日（必着）　
■￥区内在住・在勤・在学
指導者5，000円　
一　般8，000円　
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入
例参照、勤務先または学校名も
明記）で、スポーツ振興財団へ。

7月27日㈰
～28日㈪

※イメージ（達磨山）

8月1日㈮・2日㈯・4日㈪・5日㈫
16：45～19：15　
総合運動場陸上競技場、
体育館ほか

「どうすれば足が速くなります
か」「体力づくりにはどういうも
のを食べればいいのですか」な
どの子ども達の悩みを解消して
あげるために、指導者の方に向
けたランニング理論や食育講座
等の講習会です。

コースレベル　★　☆（一般向け）

めざせトップアスリート
～サッカークリニック～ 8月29日㈮9：00～11：00

プログラム内容
※上記内容・講師は変更する場合がございます。ご了承ください。  



（株）文化工房  ☎03-5770-7100 広 告 募 集 情報ガイド9月号に掲載する広告を募集しております。 お問合せ先

tel.03-3422-6186問い合わせ先


