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冒険王、自ら語る！！ 横尾忠則 画　家 
よこ　 お 　ただ　のり  

険王・横尾忠則〉は、普段使用している企画展
示室と収蔵品展示室の二つの会場を使用した

大規模な展覧会です。従来の動線もガラッと一変して
入口のロビーの階段を上がった所が入口で、いつもの
入口が出口になります。世田谷美術館に慣れている方は
変な感覚を覚えながら作品を鑑賞することになります。
これもちょっとした冒険気分を味わうことになるでしょう。 
　ぼくは現在は画家（80年代より）として制作していま
すが以前はグラフィックデザイナーだったのです。若い方は
ぼくを最初から画家（または美術家）として認識して

いますが、そんな昔に描いていたイラストの原画
やポスターの原稿など未発表のものを今回は
約500点発表します。 

　他は、大半が絵画作品（油絵・アクリル画）で、今回の
テーマにちなんだ冒険物語的な作品を所狭しと展示し
ます。こうした絵画作品のイメージの源泉にもなっている
コラージュ作品（未発表）、それから銭湯や温泉シリーズ
のもの、さらに「Y字路」シリーズの新しい展開、60年代
の初期のピンクガールと称した作品の反復作品などサプ
ライズも用意されています。 
　今回の展覧会は世田谷美術館と兵庫県立美術館の
両館の学芸員・4人が総力を挙げての共同企画展です。
作者のぼくが一番愉しみにしています。また会場を出る
とグッズ商品が長い廊下に並び、ミュージアムショップの
全商品が横尾グッズ一色になります。レストランのメニュー
にも意外性があります。ぼくも早く観たいです。 
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見る、参加する、楽しむための情報紙 

■「ファーブル昆虫記の世界」展 
■ 冒険王・横尾忠則関連イヴェント 
■ SETAGAYAジュニア・アカデミー 
■「せたがやアートフリマ」開催！ 
■ フリーステージ2008 
■ せたがやふれあいコンサート「オペラってフシギ…」 

休  館  日： 
開館時間： 
観  覧  料： 
 

世田谷美術館　1、2階企画展示室　 
〒157-0075　世田谷区砧公園1－2　Tel. 03-3415-6011（代） 
http：//www.setagayaartmuseum.or.jp 
 

月曜日（ただし4月28日、5月5日は開館） 
午前10時～午後6時（展覧会入場は午後5時30分まで） 
一般1,200(960)円　大・高生・65歳以上900(720)円　 
中・小生・障害者（一般）600(480)円　＊（　）内は20名以上の団体 
 

「ターザン映画」や「少年探偵団」、  

すべての世代に贈る、横尾忠則の冒険絵巻！ 
 

60年代未公開作
品から最新絵画ま

で約700点一挙公
開！ 

 

「アングラ演劇」や『平凡パンチ』を愛する  

江戸川乱歩の「少年探偵団」やジュール・ヴェルヌの冒険小説などに
想を得た作品群から、1960～70年代の『平凡パンチ』のイラストや、
唐十郎、土方巽らのアングラ演劇・舞踏のポスター原画などの若き
横尾忠則の仕事まで、冒険王・横尾忠則の世界が繰り広げられます！  
会期中は、冒険王を盛り上げるエキサイティングなイヴェントが目白
押し！　（詳細は2面をご覧ください） 
 

開催中－6月15日（日）　 世田谷美術館 世田谷美術館 

割引引換券は2面　 



ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」4面を参照ください。 

 

2

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 ●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 
 

割　引 
引換券 
 

「ファーブル昆虫記の世界」展 この券を受付までお持ちいただく
と、一緒に来館されたご家族全員
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、一緒に来館されたご家族全員
が割引料金でご利用になれます。 

一般600円a500円　65歳以上、障害者300円a250円 
大・高生350円a300円　中・小生250円a200円 
 

観覧料 

世田谷文学館1階企画展示室　 
4月19日G～6月8日A 割　引 

引換券 
 

冒険王・横尾忠則 
一般1,200円a1,100円　大・高生・65歳以上900円a800円 
中・小生・障害者（一般）600円a500円 
 

観覧料 

世田谷美術館1、2階展示室　 
 4月19日G～6月15日A

■ 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） 
ただし4月28日、5月5日は開館。5月7日は休館 

[料金］一般200（160）円／大・高生150（120）円中・小生、65歳以上、障害者（一般）100（80）円 ※（　）は20人以上の団体料金 
 

0157-0075 世田谷区砧公園1-2　13415－6011  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月22日～5月11日は無休 世田谷美術館  

関連イヴェント 
宮本三郎記念美術館 
0158－0083　世田谷区奥沢5-38-13　 
15483－3836 
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

清川泰次記念ギャラリー 
0157-0066　世田谷区成城2-22-17  
13416-1202 
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

1940年　昭和15年11月　 
撮影：清川泰次 

 

■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（4面記入例参照）※連記不可 
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

向井潤吉アトリエ館 
 0154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 
15450-9581 
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

企 画 展  

宮本三郎記念美術館のイベント 

4/27 
5/  4 

5/11 
  
5/18 
5/25

mami usui exhibition  
フラワーサロンパッピーティア作品展 
Quilt de Chat 
 (Bee's Chat 成城作品展）　 

90歳の絵と刺繍展 
色鉛筆ファインアートクラブ作品展 

開催中～ 
4/29～ 

5/  5～ 
（6日10:00から公開） 

5/13～ 
5/20～ 

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー 
（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了 

協力：株式会社ロッテ 

 
冒険王・横尾忠則 

開催中～6月15日（日）　1、2階展示室　 
詳細は1面をご覧ください。 
 
■オープニング・イヴェント  
野外ライヴ「パスカルズより、冒険王へ」 
4月26日g15:00～当館前広場（雨天時は当館講堂） 
■出パスカルズ　■￥500円（当日券のみ。当日
朝10時よりチケット販売）／200名 
■対談シリーズ「冒険王との対話」 
その1＝4月27日a14:00～　 
横尾忠則×酒井忠康（当館館長）　 
その2＝5月4日（日・祝）14:00～　 
横尾忠則×荒俣宏（作家） 
その3＝6月1日a14:00～　 
横尾忠則×中条省平（学習院大学教授） 
各回とも講堂　■￥各回500円（当日券のみ。各回
の当日朝10時よりチケット販売）／各回200名 
■パフォーマンス・シリーズ 
「冒険王へのオマージュ」 
その1＝5月3日（土・祝）14:00～/16:00～　 
■出中ムラサトコ＆チェリータイフーン 
（ヴォイス＆バーレスクダンス） 
その2＝5月5日（月・祝）15:30～/16:30～　 
■出KENTARO!!（コンテンポラリーダンス）
各回とも展示室　■￥無料（要展覧会チケット） 
■100円ワークショップ「コラージュで冒険！」 
雑誌の切り抜きや写真を使ってコラージュ
作品を作ります。 
会期中の毎土曜日13:00～15:00　随時受付　
地下無料休憩所  
■対小学生～一般　■￥1回100円  

 
■身体表現ワークショップ 
「誰もいない美術館で」 
＜冒険王・横尾忠則＞を舞台に、みんなで歌や
踊りを作ったらどうなる?! 
その1＝「うたう冒険王?!」 
5月24日g・25日a13:00～18:00　 
発表会：25日a19:00～20:00　 
■講柏木陽（演劇家）、徳久ウィリアム幸太郎（ヴォイス） 
その2 ＝「おどる冒険王?!」 
6月7日g・8日a13:00～18:00　 
発表会：8日a19:00～20:00　 
■講柏木陽（演劇家）、山下残（振付家） 
各回とも展示室、創作室　 
■定各回とも20名 
（10代＝15名、20代以上＝5名）　 
■￥10代＝無料、20代以上＝各回2000円　
■申氏名・年齢・連絡先・参加希望回を書いて件
名「誰もいない美術館で」にてinfo@samu 
seum.gr.jpまで（申込先着順） 
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彩アート展 
 
●第12回あいえぬじー展（伊藤絵画教室） 
●Bunji　花工房プリントアート展 
●Leo's Festival 
●アルボ  ヘルム  四世代  展 －４generations－ 
●世田谷人物を描く会●みみずく会 
●第14回桂翔会墨彩画展 

●布で描く私の源氏物語絵巻 ●松尾恵美子西洋陶芸展 
●クレイアートの四季（第3回）●凌墨書道研究会展 
●（仮）日曜写生会の仲間展 
●「土の会とその仲間たち」作陶展 
●前後展　佐藤央育　星野健二　山口功 
●"世田美大１９期生"作品展（第2回） 
●私の回顧展●第３回谷本益雄と仲間・美術展 
●水彩画の会"美匠"、"美匠ジュニア部"

区民ギャラリーＡ  期　間 区民ギャラリーＢ 

世田谷美術館　　区民ギャラリー 
 
 

（ソファ裸婦） 
1947（昭和22）年頃 

 

 
 
 
 
 

「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） 
“天性の素描家”と称された
宮本三郎。その作品を読み解く
一つの視点として、「線」に注
目します。モチーフと空間の巧
みな把握。さまざまな素描作品
をご紹介します。 

 
■5月のギャラリートーク 
学芸員が小テーマにそって作品解説をします。 
「〈宮本三郎の線〉ができるまでー素描作品調査から」 
5月10日g14：00～ 申込不要 
■展覧会関連企画 
「線を感じよう」：言葉と手でみる美術 
言葉と手を使って、美術にふれてみませんか？
展覧会をより楽しむための鑑賞ワークショップ。 
5月25日a13：30～17：00 
■￥500円／申込先着20名 
■音と映像で楽しむクラシック講座vol.Ⅷ 
CD、DVDで名演の数々を解説付きで 
ご紹介する、楽しい講座です。 
5月10日g13：30～18：00　プログラム／
ワーグナー作曲「タンホイザー」（DVD） 
■￥500円／申込先着50名／（13:00開場） 
■音広場・春・ロカビリー☆ナイト 
スローバラードからアップテンポまで、ちりば
められるリズムたち。ロマンティックでスリリン
グなロカビリー☆ナイトをお楽しみ下さい。 
6月1日a　開演19:30（開場19:00） 
■出ビリー諸川＆ハーベストムーン 
■￥1,500円／申込先着50名 
■映画会「ベアテの贈りもの」鑑賞とトーク 
ベアテ・シロタ・ゴードンというアメリカの女性が、
日本の新憲法の草案に「男女平等」の文言を加え
た事実を追ったドキュメント。脚本・監督の藤原智子

さんを迎えてのひとときです。（ＤＶＤでの上映会です） 
5月11日a　開演14：00（開場13：30） 
■出藤原智子（映画監督） 
■￥500円／申込先着50名 
 

 
 

 
 
 
 
 

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・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、そ
の銀座などの街並み、大
挙する民衆の熱気などから、その時代を回顧します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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） 
雑木林が繁る武蔵野の情景は、
多くの芸術家たちを魅了して

きました。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。 

 
プロムナード・コンサート 

伊藤綾子 
フォルテピアノ・リサイタル 

5月24日g14：00開演　当館講堂 
曲／シューベルト「ピアノソナタ第18番〈幻想〉 
ト長調」、ベートーヴェン「11の新しいバガテル」他 
■￥無料／抽選200名 
■申 5月12日（消印有効）まで
に往復ハガキ（4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。 
 ※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。 

向井潤吉≪叢中の梅≫ 
1987（昭和62）年 
 

師岡宏次≪日向ぼっこ≫ 
1938（昭和13）年 

世田谷文学館  0157-0062 世田谷区南烏山1-10-10　15374-9111  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 

企 画 展  

©Philippe Caron/Archives Delagrave,Paris

 
 
「ファーブル昆虫記の世界」展 
開催中～6月8日（日） 1階展示室 
刊行から1世紀を経た
現在もなお、幅広い読
者に読み継がれてい
る『昆虫記』。その作
者であるファーブルを
紹介する展覧会を開
催中です。『昆虫記』
の先駆けとなった直筆
の論文や関連のデッサ
ン、写真、版画、またア
ーティストによる昆虫をイメージした作品な
ど約200点の貴重な資料をご覧いただけます。
■￥一般600円（480円）／大・高生350円（280円）
／中・小生250円（200円）／65歳以上300円（240
円）※（　）内は20名以上の団体料金　障害者割引あり 
 
■奥本大三郎講演会 
4月29日（火・祝）14:00～15:30　■申要電話問合
■養老孟司講演会 
昆虫博士でもある養老先生
の昆虫講演会。虫が大好きな
人は、集まれ！昆虫採集や標
本づくり、はたまた昆虫図鑑
のつくり方まで、虫屋の醍醐
味を語っていただきます。 
5月11日a14:00～15:30　1階文学サロン 

■講養老孟司（解剖学者・東京大学名誉教授） 
■￥小中学生無料・高校生以上500円／抽選150人 
■申4月27日（必着）までに往復ハガキ（4面
記入例参照）で、当館「ファーブル」係へ。連
名可。※託児あり。5ヵ月～未就学児（定員あり） 
 
大藪春彦記念ミステリー講演会 
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。 
5月31日g14:00～15:30 
1階文学サロン 
■出馳星周（作家）　■￥500円／抽選150人 
■申5月17日（必着）までに往復ハガキ（4面
記入例参照）で、当館「ミステリー講演会」
係へ。連名可。 
※託児あり。5ヵ月～未就学児（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つくろう！ 
 

「歯固め」とは、長
寿を願って6月1日
に固いものを食べ
る伝統行事です。
歯固めに有効な
ガムを親子でつくってみませんか？ 
6月1日a①13:30～14:30②15:30～16:30 
2階講義室　■講ロッテ中央研究所研究員　 

■対①未就学児と保護者②小学生と保護者　
■￥無料／各回抽選15組　 
■申5月18日（必着）までに、往復ハガキ（4面
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。 
※未就学児と小学生が揃って参加される場
合には、その旨記入のうえ、①②のどちらか
にお申込ください。 

 
友の会との共催事業　　　　 

■「戦後の文学～昔と今～」　 
6月11日d　14：00～　 
1階文学サロン　■講菅野昭正（世田谷文学館
館長）　■￥300円／抽選50名　 
■申6月1日（必着）までに往復ハガキ（4面記
入例参照）で当館「友の会」係へ。 

 
 
 

[部門・応募要領] 
●部門・字数 
　の制限 
 
 
 
 
●対　象 
●賞 

 
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　③随筆＝同15枚以内　 
④童話＝同20枚以内　⑤小説＝同50枚以内　⑥シナリオ＝同60枚以内 
＊各部門１人１点。未発表のオリジナル作品に限ります。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してください。 
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） 
短歌･俳句･川柳･詩＝一席3万円　　随筆･童話＝一席5万円 
小説･シナリオ＝一席10万円 

【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、その他の部門は
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下さい。＊応募作品の訂正、差し替え、返却はできません。
入選作品の第一出版権は主催者に帰属します。 

【発表】入選者には１１月下旬に通知します。なお入選者は本紙20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28号で紹介します。 
 

世田谷文学賞作品募集！ 予告 

4月22日（火）～5月6日（火）は開館します。 
5月7日（水）は休館となります。 



3 ★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 

0154－0004 世田谷区太子堂4－1－1キャロットタワー　15432－1543 　65432－1559    
http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/　 

世田谷文化生活 
情報センター  生活工房  

企 画 展  

★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。 
 

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 
10570－075－111(一般／携帯電話)　15789－3493（IP電話／PHS） 
10：00～18：00　http://www.sony.co.jp/ITEseminar/

新緑の季節です。今年こそパソコンを使いこなし
たいという方にWindowsＶｉｓｔａ搭載のパソコンで
基礎から学ぶ「はじめてのパソコン」や、写真、ブロ
グなど楽しい講座をたくさんご用意しています。 
※機材はセミナー会場に準備しています。 

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　 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 
日程（5月） 時　間 一般料金（税込み） 

 

講　座　名 

5/14（水） 

5/14（水） 

5/15（木）～18（日） 

5/15（木）～16（金） 

5/15（木） 

5/16（金） 

5/17（土）～18（日） 

5/17（土） 

 

14：00－16：00 

17：00－18：30 

10：00－12：00 

14：00－16：00 

17：00－18：30 

17：00－19：00 

14：00－16：00 

17：00－20：00

¥2,100 

¥3,150 

¥10,290 

¥6,300 

¥3,150 

無料体験講座 

¥6,300 

¥5,250

★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] 

★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] 

　はじめてのパソコン“ウィンドウズ・ビスタ編”（じっくりコース）[4日間] 

　表とグラフをつくる“エクセル2007”入門編[2日間] 

★写真をもっときれいにしよう（フォトショップエレメンツ使用　中級）[1回完結] 

　【無料】初めての音楽ダウンロード[1回完結] 

★メールとインターネット入門“ウィンドウズ・ビスタ編”[2日間] 

★今日からはじめるブログ 

このたび生活工房では、企画に参加した方の生の
声と評価をいただき、今後の効果的なＰＲのあり
方と充実した企画作りに活かしていくため、｢生
活工房モニター｣を募集いたします。生活工房を
ご存知なかった方のご参加も大歓迎です。  

【応募条件】 
●区内在住・在勤・在学の方  
●下記4企画（連続の企画はすべての日程。土日
中心）の2つ以上に参加できる方  
12008年6-7月／連続セミナー「日本の伝統文
化に見るエコロジー」  
29月「世田谷アートフリマ」と関連企画  
312月「月のへそ―荒木珠奈ともうひとつのメ
キシコ展」（仮）と関連企画  
42009年2月「Touching the images―ふれる
写真展」（仮）と関連企画  

【募集人数】10名程度（上回った場合は抽選）  

【特典】 
●企画の参加費が無料になります 
●希望者には生活工房のイベント情報を定期的
にお送りいたします。  

【実施内容】年間で2企画（関連企画含む）のすべ
てに参加していただき、アンケートとグループイ
ンタビューにご協力いただきます。  

【応募方法】 5月20日（必着）までに、 
1住所（区内在勤・在学の場合は所属も） 
2名前　3電話番号　4年齢 
5参加の意気込み・メッセージ等（200字以内） 
をご記入の上、FAX（03-5432-1559）・Ｅメール
（ldc@setagaya-ac.or.jp）または郵送で、生活
工房｢モニター係｣まで 

開 催 中～4/26（土）  
4/27（日）～5/24（土）  
 開 催 中～4/30（水） 
5/3（土・祝）～25（日）  
 

2Fギャラリーカフェ 
くりっく 

3F 生活工房 
ギャラリー 

世田谷和紙造形大学第21期生卒業作品展 
アトリエ・コージー　トールペイント 
 「ラップ・ザ・セタガヤ―世田谷の包み紙」展 
アートフリマつながり展 

 
アートフリマつながり展 

世田谷アートフリマでつながったアーティス
トによる作品展。 
5月3日（土・祝）～25日（日）9：00～20：00（最終日
は17：00まで）3Ｆ生活工房ギャラリー　■￥無料 
 
世田谷アートフリマvol.9 

お気に入りのアート作品を見つけに遊びに
来て下さい。 
5月17日g・18日a11：00～18：00　生活工房
3～5F　■問世田谷アートフリマ・プロジェクト
中根（世田谷233）15430－8539 
（12：00～20：00　火・水曜以外）  
E-mail setagaya@artfleama.jp　 
詳細／http://artfleama.jp/　 
共催／世田谷アートフリマ・プロジェクト 
 
大人のものづくりワークショップ 

紙をおくる1 
『言葉をつづる　豆本づくり』 
製本の基礎を学びながら、ハードカバーの豆本
をつくります。完成した「クレナイヨモギと

二人の夜」の朗読会も行います。 
15月31日g　26月1日a
各13：00～17：00 生活工房4Ｆ 
■講赤井都（豆本作家）　 
■対一般（高校生以上） 
■￥3,500円（材料費含む）／各回抽選15組　
■申5月19日（必着）までに往復ハガキ（4面記
入例参照）で生活工房へ 

 
押忍！手芸部 お部活（ワークショップ） 
「ビフォー＆アフター」 

7人の男性を中心に自由な発想で手芸に取
り組む「押忍！手芸部」と身につけられるしゃ
れた雑貨をつくります。「押忍！手芸部」の展
示も5月末より開催します。 
6月8日a 13：00～16：00 
生活工房4F 
■講石澤彰一（押忍！手芸
部部長）　■対一般（20歳
以上） ■￥2 ,000円（材料
費込み）／抽選30名  
■申 5月27日（必着）まで
に往復はがき（4面記入
例参照）で生活工房へ 

 
連続セミナー 

日本の伝統文化に見るエコロジー
～用と美と環境の調和～ 

日本の伝統文化から環境に
優しい知恵を学び、私たちの
生活のあり方を見なおす5回
シリーズの講座です。 
開催時間は全て14：00～16：00 
生活工房4Ｆ 
進行／アシハラヒロコ（インテリア・アーキテクト） 
■￥各回1,000円／各回先着50名　 
■申電話で生活工房へ 
z6月14日（土） 茶道「五感におもてなし」 
■講安藤宗良（遠州茶道宗家執事長） 
x6月21日（土） 礼法「礼と失礼」 
■講柴崎直人（小笠原礼法総師範） 
c6月28日（土）　食・器「“旬”を食す」 
■講辻 義一（「辻留」三代目主人） 
v7月5日（土） 伝統芸能「見立ての妙技、能」 
■講味方 玄（観世流能役者） 
b7月12日（土） 庭園「時と共に熟成される庭」 
■講龍居竹之介（龍居庭園研究所所長） 
 

こども体験ワークショップ・      
中学生EV教室     

『電気フォーミュラーカーを作ろう！』 
電気自動車の組立てを体験しながら、地球
環境やエネルギー問題を考える、全5回完結

の教室です。親子でも参加可能です。 
6月28日g、7月26日g、9月13日g、
11月3日（月・祝）、11月24日（月・祝）の全
5回　会場・共催／都立総合工科高校　 
■対全回参加できる小学6年～中学3年生　 
■￥学生のみ：3,000円、親子：5,000円（全5回分）
／抽選20組　後援／世田谷区教育委員会　 
企画／日本EVクラブ　詳細／生活工房HPへ 
■申6月10日（必着）までに往復ハガキ（4面記入
例参照）で生活工房へ 
 

アシハラヒロコ 

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 

生活工房モニターを募集します  
 

《守《守くん》ん》※参考写真※参考写真 《守くん》※参考写真 

スポーツ教室 

z

x

c

v

b

n

m

,

.

　　　種　目 
初心者・初級者　　A 
ゴルフ　　　　　　B　 
親子体操 
初心者・初級者 
ソフトバレーボール 
ジュニアゴルフ 
初心者・初級者バドミントン 
釣り 
初心者･初級者ボウリング 

初心者弓道 
 
ジュニアショートテニス 

 
5/21 
5/24 
5/22 

5/23
 

 
5/24～ 
5/31～ 
 
6/  1～ 

6/  3 
 
6/  7

 
～ 
～ 
～ 

～
 
 

 
 
  
  

～ 
 
～ 

 
7/9 
7/12 
6/19 

6/27
 

 
7/12 
6/28 
    
6/22

 
6/12 
 
7/5

 
毎週水曜 
毎週土曜 
毎週木曜 

 
毎週金曜 

毎週土曜 
毎週土曜 

 
毎週日曜 

 
毎週火・水・木曜 

毎週土曜 

 
（全8回） 
（全8回） 
（全5回） 

（全5回） 
 
（全8回） 
（全5回） 
 
（全4回） 

（全6回） 
 

（全5回） 

 
12：15～13：45 
18：00～19：30 
10：30～12：00 

18：30～20：30 
 

13：00～14：30 
19：00～20：30 

 
9：00～11：00 

18：30～20：30 
 

19：00～20：30

          会　　場 
千歳ゴルフセンター 
ニュー成城ゴルフセンター 
経堂地区会館別館 

笹原小学校体育館 
 
成城ゴルフクラブ 
砧南中学校体育館 
鮫洲駅周辺集合※品川沖（釣り船） 
オークラランド 

大場代官屋敷弓道場 
（世田谷1－29） 

芦花中学校体育館 

 料　金      

17，000円 
 

1，500円 
 
 

9，000円 
2，500円 
7，500円 
3，000円 

大　人3，000円 
中学生1，200円 

1，000円 

　　　   対　　象 

18歳以上 
 
2～4歳児とその保護者 

小学生以上 
※小学生は保護者同伴 

小学3年～中学生 
高校生以上 

18才以上 
中学生以上※靴代は自己負担 
中学生以上で 
初めて弓道を行う方 

小・中学生 

定員（抽選） 

各10名 
 
20組40名 

30名 
 
14名 
30名 
20名 
40名 

30名 
 

40名 

日　　時 
■z・x5月7日、c～b5月9日、n～. 5月14日　■ハガキまたはFAX（4面記入例参照、希望種目、年齢、学年も明記）でスポーツ振興財団へ。 締 申 

大　人2,500円 
中学生以下1，000円 

 

5/30を除く 

7：00～15：30（予定） 
 

0157－0074 世田谷区大蔵4－6－1 区立総合運動場温水プール2Ｆ　 
13417－2811 53417－2813  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の申込も可能  

 
生涯健康づくり体操 

A北沢地域（北沢小学校） 
5月22日～6月26日　毎週木曜　19：00～21：00 
B世田谷地域（若林区民集会所） 
5月24日～6月28日　毎週土曜　10：00～12：00 
C玉川地域（等々力小学校） 
6月1日～7月13日（7月6日を除く）　毎週日曜 
13：30～15：30 
A～Cすべて■対 55歳以上　■￥1，500円（全
6回）／各抽選50名　■締5月12日（必着）　 
■申ハガキまたはFAX（4面記入例参照、参加希望
コース、年齢も明記）でスポーツ振興財団へ 

 
ティーボール講習会 

5月17日g10：00～12：00　総合運動場野球場
■講種茂雅之（元日本ハムファイターズ2軍監督）
内容／バッティング指導、ゲーム　■対小学生以上 
■￥500円（中学生以下は200円）／抽選60名 
■締5月7日（必着）　■申ハガキまたはFAX（4面
記入例参照、年齢、学年、性別も明記。）でスポ
ーツ振興財団へ 

 
       トレッキング「達磨山・踊り子歩道」 
5月25日a～26日b　コース／25日：7：00 
区役所発⇒戸田峠～達磨山～戸田峠～金冠山
～だるま山高原キャンプ場⇒宿（歩程約3時間）
26日：たつた旅館⇒浄蓮の滝⇒昭和の森会館～
滑沢渓谷～旧天城トンネル～河津七滝観光駐車
場⇒区役所（歩程約4時間30分）  ■対18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、軽登山靴を
必ず着用　■締5月8日（必着）　■申ハガキまたは
ＦＡＸでスポーツ振興財団へ（4面記入例参照、全
員の氏名、性別、年齢も明記）※事前に健康申告
書の提出あり　コースレベル　★★☆（一般向け） 
 第9回多摩川ウォーク　　　　　 
5月11日aスタート9：00　兵庫島公園　 
※荒天中止 ［コース］ハーフコース（約9キロ）、

健脚コース（約19キロ）　■申1電話0570－037－
846（平日10:00～17:30）2インターネット
http://www.sportsentry.ne.jp/　 
 

水泳記録会 
6月15日a10：00～ 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（いずれも
25m50m）、バタフライ25m、リレー、メドレ
ーリレー※個人種目は、年齢別。個人・リレー
種目とも2種目以内（家族リレーを除く）　
■￥大人200円、小・中学生100円　■締5月16
日（必着） ■申所定の申込用紙（区立6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※当日、太子堂中学校
温水プールは午後3時より一般開放を行います。 
 
第58回世田谷区民体育大会 

■テニス社会人大会 
6月1日～10月18日の日曜、祝日および7月4
日f、7月5日g、7月7日b、10月18日g　
総合運動場テニスコート　■￥（単）200円（複）
400円　定員／表のとおり（すべて先着順）
■申4月29日（火・祝）9：00～13：00　総合運動場
会議室兼軽運動室で受付。所定の申込書と参加
費を持参　※受付終了後、空きのある種目は5月
1日～3日に区テニス協会（10：00～18：00、桜丘1
－17－1815451－0690）で受付（郵送は不可） 

 
 
 
 
 
 
 
※所定の申込書はスポーツ振興財団、総合運動
場体育館管理事務所、スポーツ振興課にあります。 

 
スローピッチ・ 

家庭婦人ソフトボール春季大会 
6月8日～29日 毎週日曜 9：00～ 区内中学校ほか
■対区連盟登録チーム　■￥5，000円  
■締5月23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2－20－1113425－6167）へ 
 第6回世田谷区 
武術太極拳連盟競技大会 

6月1日a　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　163413－3721） 

 
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　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費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13417－0017 
 

ＳＥＴＡＧＡＹＡ 
ジュニア・アカデミー 

zＳＥＴＡＧＡＹＡアスレティクス・アカデミー 
「走る・跳ぶ・投げる」の基礎運動能力向上。 
6月4日～平成21年3月25日（全40回） 
毎週水曜　15：30～17：00　 
■講高野進ほかアスレティクス・アカデミー講師陣 
■対Ａ：小学3～4年生　Ｂ：小学5～6年生　 
■￥月額8，000円、入会金5，000円／抽選40名 
xＳＥＴＡＧＡＹＡフットボール・アカデミー 
6月4日～平成21年3月25日（全36回）　 
毎週水曜  Ａ15：15～16：05  Ｂ16：15～17：15
■講北澤豪ほかフットボール・アカデミー講師陣 
■対Ａ：幼児(3歳～6歳）　Ｂ：小学1～2年生 
■￥月額Ａ：8，500円、Ｂ：9500円 
入会金5，000円／抽選各40名 
zxとも　会場／総合運動場陸上競技場　 
■締5月11日a（必着） ■申ハガキまたはＦＡＸでス
ポーツ振興財団へ（4面記入例参照、コース名・性別・
学年・年齢も明記）※5月28日dに事前説明会開催。 

本日、申込締切！ 

　　　種　　目 
一般男子 
壮年男子（40歳以上）  
壮年男子（50歳以上） 
壮年男子（60歳以上）  
一般女子（平日） 
一般女子（休日） 

定員（単） 
104名 
104名  
64名 
24名 
104名 
104名 

定員（複） 
104組 
 

52組 
24組 
104組 
104組 
 

※小学生は保護者同伴 

 

各種スポーツ・レクリエーション事業や施設の案内
を掲載しています。　［配布場所］スポーツ振興課、
スポーツ振興財団、区内公共施設など 

�������	
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6/ 1（日） 
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��



ワークショップ・レクチャー　 　［問］劇場／学芸  土曜劇場プレイ･パーク　 ［問］劇場　※詳細はＨＰをご覧ください 

 

0154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階　※10：00～18：00　　 
15432-1535　65432-1536　お知らせ：音楽事業部はキャロットタワー4階から2階に移転しました。　 音 楽 事 業 部  

4

●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 

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 

情報ガイド2・3面の 

チケット申込 世田谷パブリックシアター チケットセンター103－5432－1515 
 

「オペラって フシギ…」 
●6月20日（金）19:00開演（18：30開場）  　 
●世田谷区民会館（世田谷区役所第一庁舎隣）   
 池辺晋一郎（おはなし）　 

鈴木織衛（指揮）　　  
品田昭子（ソプラノ）　 

菅有実子（アルト）　 　　  
真野郁夫（テノール）　　　 

三塚　至（バリトン） ほか 

せたがやシンフォニエッタ 
（オーケストラ） 

第一部　 
●ロッシーニ作曲・歌劇「セビリアの理髪師」序曲（オーケストラ） 
●プッチーニ作曲・歌劇「ジャンニ・スキッキ」私のお父さん（ソプラノ・ソロ） 
●ビゼー作曲・歌劇「カルメン」ハバネラ（アルト・ソロ） 
●マスカーニ作曲「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 
●プッチーニ作曲・歌劇「トスカ」星は光りぬ（テノール・ソロ） 
●ビゼー作曲・歌劇「カルメン」闘牛士の歌（バリトン・ソロ） 
第二部　 
●W. A.モーツァルト作曲・歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」ハイライト（コンサート形式） 
　フィオルディリ－ジ：品田昭子　ドラベッラ：菅有実子 
　フェルランド：真野郁夫　　　　グリエルモ：三塚　至 
　デスピーナ：松原典子　　　　　ドン・アルフォンソ：金子　宏 

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  

●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15432-1530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。 

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり 

シアタートラム 発売開始 

※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 15432-1515 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 

0154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー5階　15432-1526 55432-1559 
PC　http://setagaya-pt.jp　携帯サイト　http://setagaya-pt.jp/m　 

 

■世田谷区民400円　一般500円　子ども300円／各日先着20名      
■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。 
￥ 

申 

■500円／定員20名　※結果は全員に連絡します。　 
■5/15（木）までに郵送、ＦＡＸ、またはHPから     
￥ 

申 

チケット 
発売中 

せたがやふれあい 
コンサート 

リクエスト曲など… 

お待ちして 
います！ 

 

HOT LIPS 
15879－89295/29（木）～6/8（日） 

THE SHAMPOO HAT『立川ドライブ』 未就学児童入場不可。 3，600円 

3，800円 

財団法人 
現代人形劇センター 
1044－777－22286/28（土）・29（日） 

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♪』　 3歳以下のお子様は、 

お膝の上での観劇で無料。 

2，800円 
こども1,900円 
3，000円 

こども2,000円 
 

世田谷パブリックシアター 

発売中 世田谷区民割引 
一般料金 

公演名・上演期間 その他 お問い合せ 

シアタートラム 

青山ダンシング・ 
スクエア 

13475－8188
前売終了 

4/26（土）・27（日） 青山ダンシング・スクエア公演2008 
『GEAR～at the point of change～』 

Ｍ＆Ｉカンパニー 
15453－8899

6/14（土）・15（日） 『上々颱風　シアターLIVE!2008』  
シャンシャンと行くスチャラカ世界音楽紀行～火の国・風の国～ 

シアタースケジュール 30292827262524232221201918171615141312111098765432 3129 30282726 125

世田谷パブリックシアター 

　公演詳細情報はHPをご覧いただくか、劇場までお問い合せください。 

4/

4/25～5/31 

シアタートラム 

5/

今年も開催！区民が主役の春のフェスティバル 

フリーステージ2008

￥ 

　世田谷区内で活躍する文化団体の皆さんと劇場
スタッフが力をあわせてつくりあげる夢の舞台『フリー
ステージ』。力みなぎるステージをお届けします。是非、
この機会に劇場に足をお運びください。 

宛先FAX番号 
03－5432－1536　 

音楽事業部では、 

演奏してほしい 

ジャンルや曲目のリクエスト

を受け付けております。ご自

由に下記FAXまでお寄せく

ださい。選曲の参考にさせて

いただきます。 

※チケットセンターはキャロットタワー2階から5階へ移転しました。 
※月曜不定休　10：00～18：00

当日券あり  4歳以上入場可。 

Ｍ＆Ｉカンパニー 
15453－88996/13（金） 古謝美佐子『夏待ち唄会』 未就学児童入場不可。 

シス･カンパニー 
15423－5906

前売終了 5/10（土）～6/8（日） シス･カンパニー『瞼の母』 
まぶた 当日券の詳細はお問い合せください。 

未就学児童入場不可。 

サンライズ･ 
プロモーション東京 
10570－00－33377/25（金）～8/4（月） 

アトリエ・ダンカン プロデュース『ウェディング・ママ』 A 7，500円　  
未就学児童入場不可。 

日替わりプログラム。１４日は「火の国」、 
１５日は「風の国」を上演。 
未就学児童入場不可。 

5，200円 
5，500円 

4，300円 

4，500円 

InnocentSphere 
1090－9801－07154/19（土）～27（日） ＩｎｎｏｃｅｎｔＳｐｈｅｒｅ『ハリジャン』 

ペア券 7，000円 学割は劇団webのみ取扱。  
未就学児童入場不可。 

3，600円 

3，800円ほか 

ティーファクトリー 
13344－30055/1（木）～4（日・祝） 

ティーファクトリー 寺山修司没後25年特別公演　 
『毛皮のマリー』 

学割はティーファクトリーのみ取扱。 
未就学児童入場不可。 

4，800円 
5，000円 

区民割引はございません 

S 9，000円ほか 

5/7（水）～25（日） 

『日本語を読む ～リーディング形式による上演～』 
3公演セット券 4，500円 
（異なる3公演同時購入）  
高校生以下 1，000円（要学生証提示）  
劇場チケットセンター店頭か電話予約のみ 
取扱。未就学児童入場不可。 

1，800円 

2，000円 

劇　場 

劇　場 

6/20（金）・21（土）・22（日） 

能楽現在形 劇場版＠世田谷　半能『融』／能『舎利』　 
とおる しゃ　り Ａ 5，000円　　B 3，000円  

未就学児童入場不可。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。 

S 6，700円 

S 7，000円ほか 
■アンクリエイティブ  15458－0548　※未就学児童入場不可　 問 

Noism08『Nameless Hands ～人形の家』 
7/2（水）～6（日）　 ●世田谷区民　5/7（水） 4,300円  

●一般　5/8（木）   4,500円 

■ペンギンプルペイルパイルズ  15499－2739問 

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）　 ●世田谷区民　5/23（金） 4,100円  

●一般　5/24（土）   4,300円　※未就学児童入場不可 

■KAKUTA  1090－6311－1996　※未就学児童入場不可　 問 

KAKUTA『Root Beers～ルートビアーズ』 
●世田谷区民　5/16（金） 3,200円  
●一般　5/17（土）   3,300円　 

■劇場　※未就学児童入場不可　　　 問 

ドラマ･リーディング○ マリウス・フォン・マイエンブルク作『醜男』 
6/13（金）・14（土）　 

6/19（木）～25（水）　 

●世田谷区民　先行予約・割引はございません 
●一般　5/1（木）   1,000円　　全席自由・日時指定　 
　 

■東宝エージェンシー  13216－2008　※未就学児童入場不可 問 

ミュージカル『サ・ビ・タ  ～雨が運んだ愛～』 
7/26（土）～8/17（日）　 ●世田谷区民　5/9（金） 5,800円 　 

●一般　5/10（土）   6,000円 

青山ダンシング･スクエア 
 

フリーステージ　洋舞部門 

フリーステージ　洋楽部門 

シス･カンパニー公演『瞼の母』　6/8まで 

THE SHAMPOO HAT  6/8まで 
InnocentSphere 

 
『日本語を読む ～リーディング形式による上演～』 

 

■劇場 問 
7月1日（火）19：00開演　世田谷パブリックシアター 
企画･出演：野村萬斎  ほか　■3,500円　 全席指定 ￥ 

芸術監督・野村萬斎 企画　 
MANSAI◎解体新書 その拾参 
 

芸術監督・野村萬斎 企画　 
MANSAI◎解体新書 その拾参 
 

ぶおとこ 

［劇場チケットセンター移転のお知らせ］4月より、キャロットタワーの5階へ移転しました。これからも変わらぬご愛顧の程よろしくお願いします。 ※5階行きのエレベーターを 
　お使いいただくと便利です。 

出演 

曲目 

品田昭子品田昭子 菅有実子菅有実子 池辺晋一郎池辺晋一郎 品田昭子 菅有実子 池辺晋一郎 

　 
 
世田谷区に在住・在勤・在学の方、お一人さま
１通に限り2枚までお申し込みいただけます。
往復はがきに①氏名　②住所・郵便番号（在勤･
在学の方はその名称と住所も）　③連絡先の
電話番号　④希望枚数　を記入のうえ世田谷
パブリックシアター「ＭＡＮＳＡＩ 世田谷区民」係
までお送りください。締め切りは5月2日（金）
（必着）です。応募者多数の場合は抽選、重複
申し込みは無効となります。結果発表は５月中
旬発送予定の返信はがきをお待ちください。 

4/29（火・祝） 
 
5/4（日・祝） 
5/5（月・祝） 

洋舞 「世田谷クラシックバレエ連盟」／世田谷パブリックシアター 
洋楽／シアタートラム 
洋舞　ジャズダンス、モダンダンスほか／世田谷パブリックシアター　 
洋舞　フラダンス、クラシックバレエほか／世田谷パブリックシアター 
 

世田谷区民のお客様へ  チケット購入のお申し込み方法　 
 

全席自由・入場無料 ※託児サービスはございません。 

※ポスター等に一部誤りがあったことをお詫びします 

月曜休に変わりました 

5/3（土・祝）、10（土）、17（土）、24（土）10：00～12：00デイ・イン・ザ・シアター　5/25（日）　14：00～17：00　 

29

※6/18、19、24（14時）は2,800円。学割は劇団のみ取扱 

劇場芸術監督・野村萬斎のシリーズ企画第13弾。 
様々なゲストを迎えて送るトーク＆パフォーマンスです。 

5月1日より世田谷区民の皆様にもオンライ
ンで割引チケットをご購入いただけるよう
になります。下記要領にてお手続きの上、ご活
用ください。 
※『フリーステージ』開場中は、劇場ロビーでも
お申し込みいただけます。 
［対象］世田谷区在住の方 
［お申込開始］4月29日（火・祝） 
［お申込方法］5階チケットセンターにて申込
書にご記入の上、「せたがやアーツカード」
をお受け取りください。お申し込みの際には、
ご住所が確認できるものをお持ちください。 

世田谷区民割引オンラインチケット 
ご利用開始のご案内 


