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風狂の徒に規範なし 
はん　どう　かず　とし  

３８歳から７９歳で亡くなる前日まで４２年間、 

日記『断腸亭日乗』を書き続けた。 

毎日、ブログ（日記）を更新 

銀行員の経験もあった荷風。 
意外にも（？）几帳面。 
株運用にも長けていた。 
経済的自立が自由の基本。 
 

金銭管理は 
しっかりと 

　 セミ・プロ級の腕前で、 
  自分で現像もする。 
　趣味はとことん 
　追求しよう。 

若い異性異性とつきあう 
 
若い世代とつきあう 
 

毎日通った浅草のレストラン、 
アリゾナ・キッチンは 
現在も営業中。 

趣味はカメラ 
 

シンプルクッキングで 
栄養のバランスをとる 

＜ひとり＞の悦楽、 
戦略としてのエロス、 
老いへの周到な準備。 
―荷風スタイルには 
今を生きるヒントがある。 
 

前の熱狂的な軍国時代はもちろん、戦後日本の混乱
や頽廃や虚脱とも関係なく、荷風さんは徹底してたっ

たひとりで生きていた。熱湯がグラグラと煮えたぎる鍋の底
に、ゴロンと冷たく転がっている石。まさに荷風
さんはそのような存在であった。 
　亡くなる1日前の4月29日の天皇誕生日、
市川の家の門前には日の丸の旗が風になび
いていた。迫害に迫害を重ねてきた国家なれ
ど、いまその敗戦日本を愛するものがだれも
いなくなったゆえ、われひとりはこの国を愛す、

という皮肉なのか。いや、風の吹くまま
気のむくまま、風狂の徒に余計な規範なし、
ということなのか。 
　とにかく一筋縄ではいかない爺さん
は最高の日本人なのである。 
 

花の色、風のささやき、小鳥の囀り… 
ささやかな喜びが心を満たす。 
花の色、風のささやき、小鳥の囀り… 
ささやかな喜びが心を満たす。 

読書は 
長い友だち 

ひとりの夜の何よりの味方。 
最後に読んでいたのは、尊敬する 
森　外の『渋江抽斎』。 

浅草の踊子たちに囲まれて。思わずにっこり。 

得意料理は 
「にんじんご飯」。 

ガーデニングで 
自然に触れる 
ガーデニングで 
自然に触れる 

ウォーキングで体で体を鍛える 
 
ウォーキングで身体を鍛える 
 散歩の達人は身体も丈夫。 
胃腸虚弱の割に大病もせず。 

気に入った 
レストランは 
徹底活用徹底活用 

気に入った 
レストランは 
徹底活用 

スイーツは 
ひとりじめ 
 元旦の朝食は寝床でショコラ 

（ココア）とクロワッサン。 

スイーツは 
ひとりじめ 
 元旦の朝食は寝床でショコラ 

（ココア）とクロワッサン。 

文化   生活   スポーツ  
世田谷文学館 
世田谷美術館 

（財）世田谷区スポーツ振興財団 
生活工房 

世田谷パブリックシアター 
音楽事業部 
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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 

企画展 

世田谷 
文学館 

2月16日（土）～4月6日（日） 
 10：00～18：00 
世田谷文学館　15374－9111 
※2面も参照ください。 
 観覧料　一般５００（４００）円／大高生３００（２４０）円
／中小生２００（１６０）円／６５歳以上２５０（２００）円 
＊（　）内は２０名以上の団体割引　障害者割引あり 

永井荷風 の 
シングル・シンプル 
ライフ 

■ 永井荷風のシングル・シンプル  ライフ 
■「美術大学」22期生募集 
■「はじめようスイミング教室」募集開始！ 
■「せたがやの街を読む」展 
■ 芸術監督・野村萬斎企画のご紹介 
■「オペラって  フシギ…」開催予告 

人形制作・写真　石塚公昭 
荷風人形ただいま来場中。 

―人の命のあるかぎり 
　自由は滅びざるなり― 
『断腸亭日乗』昭和１６年１月１日より 

荷風に学ぶ、 
シングルを楽しく生き抜く 
ためのシンプルな１０箇条 

次号　3月25日号は区のおしらせ「せたがや」と別折込みになります。 

だんちょうてい にちじょう 



ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」4面を参照ください。 
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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 
 

「イリヤ・カバコフ『世界図鑑』絵本と原画」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。 

一般1000円a900円　大・高生・65歳以上800円a700円 
中・小生・障害者（一般）500円a450円 
 

観覧料 

世田谷美術館1階企画展示室　 
 2月9日G～4月6日A

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（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） 世田谷美術館  

関連企画 

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（一般）100（80）円※（　）は20人以上の団体料金 
 
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/

昭和15年１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

宮本三郎の書斎－絵画と書籍－ 

開催中～3月30日（日） 
宮本三郎が作品と共にアトリエに遺した、数
千冊におよぶ蔵書
の一部を初めてご
紹介いたします。
絵画作品とともに、
当時の文化、社会
状況を広く見渡し
ていきます。 

宮本三郎記念美術館のイベント 
■3月のギャラリートーク 
テーマ「文学作品と宮本三郎の仕事」 
3月は、宮本三郎と文学との関わりについて、 
挿絵・装丁の仕事を通じてお話いたします。
3月8日g14：00～　事前申し込み不要 
■「音広場・冬・リズムとジャズとボサノヴァと！！」 
 多彩なパーカッションのリズムに、ジャズ、
ボサノヴァがからみあう、不思議なサウンド
をお楽しみいただけるライヴです。 
3月15日g19：30開演（19：00開場） 
■出「ＣＨＡＭＢＲＥ  featuring  MOTO」 
尾崎元章（パーカッション）、小野晃（ギター）、
山岡美香（ヴォーカル） 
■￥1,500円／50名（申込先着） 
■親と子の美術教室「石膏クッキング」 
いろいろな美術に親子でふれる講座です。 
今回はまるでお料理するような感覚で、
親子で石膏取りを体験してみましょう！ 
3月16日a13：30～17：30 
■講金巻芳俊（彫刻家）　■￥ 1,000円／申込先着
10組　 ■対小学4年～中学生とその同伴者（成人） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

こども 
清川泰次が写した昭和のこどもたち 

開催中～3月30日（日） 
昭和初期に撮影されたこども
達の写真を約200点展示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

日本風景紀行  向井潤吉の自然観 
 

≪風と砂の村≫ 
（青森県北津軽郡市浦村十三） 
昭和39（1964）年 

開催中～3月30日（日） 

3/  2 
 
3/  9 
3/16 
3/23 
3/30

開催中～ 
 
3/  4～ 
3/11～ 
3/18～ 
3/25～ 

（パッチワークの会）  
Thimble & Needle サークル　桜 
かな書道　いろは会 
きんよう会（12日10:00から公開) 
E&S展 
夢は学校に行くこと 

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 

世田谷美術館 
生活工房 
 

共同 
企画 
 

全国各地に取材し、
さまざまな風土で描
かれた作品から、旅
とともに向井潤吉の
内面に培われた自然
観を探ります。 

 
2/26 
3/  4 
3/11 
3/18 
 
3/25

 
3/  2 
3/  9 
3/16 
3/23 
 
3/30

 
～ 
～ 
～ 
～ 
 
～ 

 
 
 
●第28回インターナショナル吉田版画アカデミー展    
●挽野孝美写真展  ●0-1    
●風の道 ●美大イッパチ会作品展-2008-    
●写世術 photo projects vol.1 
　／萱原里砂    
●第13回世田谷和紙造形展   

 
 
 
●第26回　かしのき会児童美術展    
●橋本祐一・吉澤愛美　展    
●中根のり子教室油絵・デッサン　作品展   
●ＡＯＹＡＭＡ爽展　 
●へへほ会 作品発表会　●内藤貴之個展    
●地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展 

区民ギャラリーＡ  期　間 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。         
■平成20年10月～平成21年3月の区民ギャラリー利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）         
　［受  付  日］4月4日（金）5日（土）6日（日） 10:00～17:30         
　［受付場所］世田谷美術館創作室・清川泰次記念ギャラリー 
　［抽  選  会］4月20日（日）10:00から世田谷美術館にて。詳細は受付時にご案内します。 

世田谷美術館  

 
区民ギャラリー 

 

企 画 展  収 蔵 品 展  

Piano 4 Hands-ジョセフ・トング＆ 
長谷川和香 ピアノデュオリサイタル 

《watershed》2000～01年 
 

 
「イリヤ・カバコフ『世界図鑑』 

絵本と原画」展 
開催中～4月6日（日）　1階企画展示室　 
3月11日cは展示替えのため本展のみ臨時休室 
■￥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人以上の団体料金 
3月30日aは開館記念日のため入場無料 
子どもたちの日常生活のひとこまや、自然
の不思議や人類の歴史を解き明かすお話、
物語や詩の絵本など1950年代から80年代
にかけて、旧ソビエトで出版された絵本とそ
の原画を展示します。原画を描いたのは、旧
ソビエト出身で、現在ニューヨークに住み、
国際的に高い評価を受けている現代美術家
イリヤ・カバコフ（1933－　）。自由な表現が
許されなかったソ
連時代には、児童
書の挿絵画家とし
て生活をしていま
した。カバコフがこ
れまでずっと手許
に保存し、表に出さ
なかった絵本約
1 0 0冊と原画約
1000点を世界初公
開いたします。 
（展示替あり） 
 
■100円ワークショップ 
2月9日～3月29日の毎土曜日13:00～
15:00（隋時受付）当館B1無料休憩所　 
オリジナルなイラストでグリーティング
カードをつくります。 
■対小学生～一般　■￥1回100円 

 

平成19年度　第3期収蔵品展 
追悼－上野泰郎展 

開催中～4月4日（金）　2階収蔵品展示室 
日本画家・故上野泰郎氏の遺族から当館へ寄
贈された初期から晩年に
至る代表作品を展示します。 
■￥ 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※（　）内は20人以上の団体料金 

 
 

プロムナード・コンサート 
 
 

3月23日a14：00開演　当館講堂　 
曲／ドビュッシー「海」、プーランク「ソナタ」他 
■￥無料／抽選200名　■申3月8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。 
 

写世術 
／photo projects vol.1 
  萱原里砂　Kayahara Risa 

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。第一弾はクー
ルな視線で風景を切り

取り、写真の限界に挑む萱原里砂。世田谷美
術館では、代表作を含む約30点を展示します。 
3月18日（火）～23日（日）　当館区民ギャラリー
■￥無料 ※生活工房の展示とワークショップ
については、3面をご覧ください。 

 
オーストリア+日本サイレント映画Duo#3 
3月22日g 13:00開演　当館講堂　 
■￥予約1,500円（当日2,000円）　 
■問■申1マツダ映画社  103-3605-9981 
 
「世田谷美術館美術大学」22期生募集 
講義、実技、鑑賞を組み合わせ、理論と体験
により、実感できる総合的な美術講座です。

5月から12月（8月は休講）まで 
の火曜日と木曜日 10:30～16:30　 
■対18歳以上の区内在住、在勤（学）者、
または美術館友の会会員で原則とし
て全課程受講可能な方  ■￥ 50,000円
（年額）／抽選60名　■申3月1日～31日の期
間に所定の申込書（当館HPからプリント
アウト、または2月中旬より美術館にて配布）
にて美術館美術大学事務局まで。 

 

『詩の列車』のための挿絵原画 
1974年（後期展示） 

3月30日aは開館記念日のため入場無料 

 

＜仲間＞1963年 

展覧会会場風景 

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） 

資料展示 

映像上映 

関連イベント 

無声映画鑑賞会 

 

企 画 展  

撮影　熊切圭介 
詳細は1面を 
ご覧ください。 
 

人形製作・撮影／石塚公昭 

 
 

永井荷風の 
シングル・シンプル ライフ 

開催中～ 
4月6日（日） 
1階展示室 
 
 

 
 
人形作家・石塚公昭が撮る 
「永井荷風、〈永井荷風展〉に来たる！？」 
3月1日（土）～4月6日（日）　 
 
 
 
 
 
 

z記念講演会 
「孤独のレッスンー荷風に学ぶ老いー」 
3月20日（木・祝）14:00～15:30　1階文学サロン 
■講持田叙子（本展監修・近代文学研究者） 
xトーク＆上演会 
荷風作品を朗読とトークでお楽しみいただ 
くイベントです。 
 
 

①「桜咲く宵を、荷風とーそのエロスの世界」
3月22日g17:00～18:30　1階文学サロン 
■出持田叙子、鈴木佳由（演劇集団〈円〉）ほか 
②「荷風の庭―花々や小鳥、風の音―」 
3月29g17:00～18:30　1階文学サロン　
■出持田叙子、鈴木佳由（演劇集団〈円〉） 
c記念対談「なぜ、今荷風が新しいのか」 
3月30日a14:00～15:30　1階文学サロン
■出出口裕弘（作家）、菅野昭正（世田谷文学館館長） 
※z～cは■￥1,000円／抽選150名　 
v荷風の市川文学散歩 
荷風が晩年を過ごし、その景色をこよなく
愛した地・市川ゆかりの場所を散策ののち、
講師のお話をうかがいます。 
3月21日f13:30～16:40　 
■講吉井道郎（著述業） ■￥500円／抽選30名 
集合場所／ＪＲ市川駅改札　解散場所：ＪＲ・
都営新宿線本八幡駅 
■申各開催日の2週間前（必着）までに往復ハ
ガキ（4面記入例参照、xは希望日も明記）で、
当館「永井荷風展」係まで。連名可。 
※託児／z～cのみ。5ヵ月～未就学児（定員あり）
　 
第9回 世田谷フィルムフェスティバル 
「脚本と映画　橋本忍の仕事」 

開催中～3月23日（日）　 
区内在住で、日本映画の黄金期に数多くの
傑作を生み出した脚本家、橋本忍の業績を

特集でご紹介いたします。 
 
■「脚本と映画　
橋本忍の仕事」 
2階常設特設コーナー
脚本、監督、製作に携
わった作品を、台本、
自筆資料、ポスター、
チラシなど貴重な映画資料で紹介します。 
■￥一般200円（160円）／大・高生150円（100
円）／中・小生・65歳以上100円（80円）　 
※（　）内は20名以上の団体割引　障害者割引あり 
 
橋本忍の師・伊丹万作ゆかりの作品を上映。 
3月2日a14:00～15:30　1階文学サロン 
z「放浪三昧」 
（1928年、60分、監督：稲垣浩） 
x「國士無双」（部分）　 
（1932年、8分、監督：伊丹万作） 
※xは部分上映　■出澤登翠（活動弁士）  
■￥1,000円／当日先着150名 

 
土曜ジュニア文学館 

「ファーブル『昆虫記』の世界展」関連上映会   
「ミクロキッズ」 

本年4月開催の企画展「ファーブル展」に関連し、
6ミリに縮んでしまった子どもたちの冒険を描
くファンタジー・アドベンチャーを上映します。
ご家族みなさんでご覧ください。 

 
 
 
4月19日g14:00～15:30 
■￥無料／抽選150名　 
■対未就学児～高校生（付添の大人・家族可） 
■申 4月5日（必着）までに、往復ハガキに（4面
記入例参照、学年も明記）で当館「ジュニア」
係へ。連名可。 

 
「荒井良二展」（仮称）プレイベント 
共催：こどもの本ＷＡＶＥ 

来年（平成21年）2月に開催予定の「荒井良二
展」（仮称）のプレイベントを開催します。ご
家族揃ってご参加ください。 
■「ＷＡＶＥ　ｉｎ　東京　荒井良二 
ライブペインティング＆座談会」 
3月9日a13:00～17:00（第1部ペインティ
ング13:00～／第2部対談16:00～）　 
1階文学サロン 
■講荒井良二（絵本作家）、内田麟太郎（絵詞
作家）、小野明（編集者）　 
■￥高校生以上500円、中・小生無料／抽選150名  
■申2月29日（必着）までに、FAX・Eメール・往復ハ
ガキのいずれか（4面記入例参照、参加希望人数
も明記）で、「こどもの本ＷＡＶＥ」（63633-
8548／Eメール　home@kodomonohonwave. 
com／〒130-0021墨田区緑1-21-11）へ。連名可。 
■問13633-8548「こどもの本ＷＡＶＥ」 

英国アカデミー賞特殊視覚効果賞 
受賞作品（1990年）　1989年 
93分　アメリカ（ディズニー製作） 
ＳＦ／ファンタジー　監督：ジョー・ジョンストン 

展示期間中、喫茶どんぐりに
て特別メニュー「荷風セット」
（ココアとクロワッサン　
500円）をご提供しています。 

3月25日（火）は展示替えのため、常設展を休室します。 



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  

男女共同参画センター“らぷらす” 
0155－8666　世田谷区北沢2－8－18北沢タウンホール　 
15478－8021　65478－8026 
［休館日］第3月曜日 

関連企画 

生活工房ギャラリー 
 入場無料 

★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/

卒業、入学のシーズン。ビデオカメラやデジタルカ   
メラの撮影・編集講座で思い出の場面を美しく残して
みませんか？。無料講座やWindowsVISTAに対応し
た入門講座などもスタートしました。 
※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 3月のご案内 
日程（3月） 時　間 一般料金（税込み） 

 

講　座　名 

開催中～3月13日（木）　 
9：00～20：00　生活工房3Ｆ　■￥無料　 
共催／世田谷区都市計画課 
 

《mirror》2007年 

 

写世術 
／photo projects vol.1 
萱原里砂　Kayahara Risa

「せたがやの街を読む」展 

島根県松江市に巡回開催します！　「ただのいぬ。展in島根」3月6日（木）～16日（日） 
島根県立美術館ギャラリー　■問島根動物愛護ネットワーク（担当：西原　1080－5478－6522） 

3/19（水） 

3/19（水） 

3/20（木）～23（日） 

3/20（木）～21（金） 

3/20（木） 

3/21（金） 

3/22（土）～23（日） 

3/22（土） 

 

14：00－16：00 

17：00－19：00 

10：00－12：00 

14：00－16：00 

17：00－19：00 

17：00－19：00 

14：00－16：00 

17：00－18：30

¥2,100 

¥5,250 

¥10,290 

¥6,300 

¥3,150 

無料体験講座 

¥6,300 

無料体験講座 

 

★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] 

★ハイビジョンビデオカメラの撮り方入門[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] 

★メールとインターネット“ウィンドウズ・ビスタ編”[2日間] 

★わたしにもできるビデオ編集[1回完結] 

　【無料】初めての音楽ダウンロード[1回完結] 

　パソコンで文章を作ろう“ワード２００７”入門編[2日間] 

　【無料】はじめての一眼レフカメラ[1回完結]

開 催 中～3/15（土）  

3/16（日）～4/12（土）  
 

｢古着魔術｣池田朋子作品展 
ichigo ichie（一期一会） 
"柚木まり子"with 
 

開 催 中～3/13（木） 

3/16（日）～3/31（月）  

「せたがやの街を読む」展 
写世術 photo projects  
vol.1　萱原里砂 

3F　生活工房ギャラリー 
 

2F　ギャラリーカフェくりっく 

2Ｆ／8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）　 
3Ｆ／9：00～20：00 
 

世田谷区土地 
利用現況調査 
のデータから 
見えてくる世田谷 
の街並の「今」を、 
イラストなどで 
楽しく紹介。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「豊かなことばの世界」 
z朗読コース「表現の基礎をトレーニング」 
4月3、10、17、24日e各回13：30～15：30 
x朗読コース「より豊かな表現力を目指す」 
4月2、9、16、23日d各回13：30～15：30 
c実践！話しことば講座 
「分かりやすく話し、伝える力を高める」 
4月3、10、17、24日e各回19：00～21：00  

zxcとも生活工房5Ｆ　 
■講ＮＨＫ日本語センター講師　■￥2万円（4回
分）／先着15名 ※世田谷区民は1万8千円
■問■申7ＮＨＫ放送研修センター 
13415－7121（受付時間9：00～18：00）  
ＵＲＬ／http://www.nhk-cti.jp 
 
朗読講座受講生が向田邦子作品などを朗読
します。ぜひ聞きにいらしてください。 
3月8日g13：30～16：00　生活工房5F 
■￥無料　■申当日、直接会場へ　 
共催／（財）ＮＨＫ放送研修センター 

 
パートナーズサロン 

「終い（つい）のすみかと暮らし方XI」 
老いのこころえ 

老齢期を迎えての生きがいについて車座
トークでとことん話し合いましょう。 
3月8日g13：30～16：00　生活工房4Ｆ 
■￥300円（お茶つき）／当日先着50名　 
共催／世田谷パートナーズ 
 

目と耳と舌で味わう 
ルーマニアの暮らし 

東欧の国ルーマ
ニアを生活文化
と食から探ります。
家庭料理も作って
楽しみます。 
3月9日a

10：00～14：00 
生活工房4Ｆ　■対10～20代の方 　 
■￥500円／申込先着20名 　 
■申電話・FAX（4面記入例参照）で生活工房へ 

 
区民公募企画  

「父と子の料理講座」 
パパと子どものための料理講座。簡単でお
いしいおかず作りに、チャレンジしませんか！？ 
3月16日a10：30～13：30　生活工房4Ｆ 
企画／日本料理食育研究会 
■対小学生の子どもとその父親 
■￥1,500円（材料費込み）／抽選10組 
■申3月3日（消印有効）までに往復ハガキ（4
面記入例参照、親子の名前と年齢・学年も明記）
で下記「らぷらす」へ 
 

 
 
 
 

ガーダ　パレスチナの詩 
古居みずえ写真展 

開催中～ 
3月30日（日）　 
9：00～22：00 
らぷらす10F 
ギャラリー　 
■￥無料 
 

 
世田谷に住む
若手写真家・
萱原里砂を世
田谷美術館と
共同で紹介す
る企画。生活
工房では新作
展示と作家に

よる「カメラと写真に親しむ」ワークショップ
を開催します。　 
3月16日（日）～31日（月）　9：00～20：00　 
生活工房3Ｆ　■￥無料　※世田谷美術館の
展示については2面をご覧ください。 
 
■写真ワークショップ「ぼくの、わたしの
写世術～世田谷をキリトル」 
カメラと写真の仕組みを学びながら世田谷
を撮影し、オリジナル写真集を作ります。 
3月15日g10：00～16：00（昼休みあり） 
生活工房4Ｆ　■講萱原里砂（写真家）　 
■対小学3年～中学生　 
■￥1,000円（材料費込み）／抽選15名　 
■申 3月1日（必着）までに、往復ハガキ（4面
記入例参照）で生活工房へ 
 

朗読会「豊かなことばの世界」 

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も申込可能 

障害児運動教室指導員を2月29日まで募集して 
います。詳細は、2月15日号をご覧いただくか、 
スポーツ振興財団へお問合せください。 

　お　し　ら　せ　 
 

 
 
   初心者･初級者スポーツ教室 

zテンテンアーチェリー教室 
的までの距離が短く、初めての方でもなじ
みやすいスポーツです。 
4月6日～4月29日　毎週日曜（4月29日のみ 
火曜祝日） 9：30～11：30　総合運動場洋弓場  
■対小学4年生以上の初心者・初級者（小学生
は保護者同伴）  
■￥大人2，500円　中学生以下1，000円（全5回）
／抽選30名　■締3月13日（必着）  
■申ハガキまたはＦＡＸ（4面記入例参照、事業開
始時の学年も記載）でスポーツ振興財団へ 

 
　 はじめようスイミング教室 

（旧はじめてスイミング） 

泳ぐことの楽しさを感じながら健康づくりを
目指しましょう。 
z大蔵Ａコース（総合運動場温水プール） 
4月17日～6月19日　毎週木曜　12：00～14：00 
■￥6，000円（全10回）／抽選60名 
x大蔵Bコース（総合運動場温水プール） 
4月18日～ 6月20日  毎週金曜　14：00～16：00
■￥6，000円（全10回）／抽選50名 
c千歳コース（千歳温水プール） 
4月18日～6月20日　毎週金曜　10：00～12：00
■￥6，000円（全10回）／抽選40名 
v梅丘コース（梅丘中学校温水プール） 
4月9日～5月28日　毎週水曜　10：00～12：00
■￥4，800円（全8回）／抽選40名 
b烏山コース（烏山中学校温水プール） 
4月1日～ 6月3日（4月29日・5月6日を除く） 
毎週火曜　10：00～12：00　 
■￥4，800円（全8回） 
／抽選40名 
■対18歳以上　 
■締3月12日（必着）　 
■申ハガキまたはＦＡＸ（4面記入例参照、希望

コース、年齢、性別も明記）でスポーツ振興
財団へ　※重複申込み不可 
 

元気なシルバー 
いきいきトレーニング 

個々の年齢や体力に合わせた筋力の維持・
向上のためのトレーニングや自宅でできる
エクササイズを紹介します。 
z大蔵コース　 
トレーニングマシンを使った筋力トレーニン
グやストレッチを行います。 
健康チェック：4月9日d 9：30～　 
トレーニング：4月16日～9月3日（8月13日を除く）
毎週水曜 9：30～11：30 総合運動場体育館
第一武道場（畳）・トレーニングルーム  
■￥20，000円（全20回）／抽選20名 
x千歳コース  
プールでの有酸素運動と簡単な筋力トレー
ニングやストレッチを行います。 
健康チェック：4月10日e 13：00～　 
トレーニング：4月17日～7月3日　 
毎週木曜　13：00～15：00　千歳温水プール、
体育室　■￥12，000円（全12回）／抽選20名 
zxとも■対60歳以上の方で医師に運動を止
められていない方 ※健康チェックの結果に
よってはトレーニングへの参加をお断りする
場合もあります。　■締3月17日（必着）  
■申ハガキまたはＦＡＸ（4面記入例参照、希望
コース、年齢を明記）で、スポーツ振興財団へ 

   
　めざせトップアスリート 
サッカークリニック 

元日本代表選手に、サッカーの基礎など、テ
クニックを教えてもらおう！ 
3月26日d　10：00～12：00　 
総合運動場陸上競技場　 
■講北澤 豪（(財)日本サッカー協会国際委員） 
■対小学3～6年生　■￥200円／抽選60名　 
■締3月17日（必着）　 

■申ハガキまたはＦＡＸ（4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 
～日本三大堰の徳島堰・ 
山中湖周辺散策コース～～ 

山梨県の田園風景や山中湖周辺の自然を満
喫するコースです。これからのトレッキング
シーズンに向けての足慣らしのコースにな
っています。 
3月23日a～3月24日b

コース／残雪等によりコースを変更する場
合があります。23日7：00　区役所出発→徳
島堰～牛頭島公園～徳島堰取水口～子育地
蔵～宗泉院～円井池～竜珠院→河口湖ホテ
ル(歩程約４時間)　 
24日　河口湖ホテル→鐘山の滝～忍野八海
～出口池入口～集落入口～花の都公園～大
出山入口～長池～石割山入口～石割の湯→
区役所（歩程約５時間）　※当日は、旅行会
社の添乗員が東京より同行し、ガイドは現地
にてコース案内をします。 
■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・水筒・雨具
持参、軽登山靴を必ず着用　■締3月6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、年齢、性別も
明記）※事前に健康申告書の提出あり　 
コースレベル★★☆（一般向き） 
 

第10回世田谷 
オープンティーボール大会 

3月16日a 9：30～（受付9：00）  
池尻小学校 ※雨天中止  
■対①小学生の部②ふれあいの部（親子、高齢
者、障害者などさまざまな人の混成可） 
※各チーム10名以上15名以内  
■￥1チーム1，000円　■締3月12日（必着） 
■申所定の申込用紙を郵送またはＦＡＸで日本

ティーボール協会世田谷区連盟事務局
（〒157－0068　宇奈根3－14－28   
163415－8161）へ ※所定の申込用紙は
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。 
 

第45回 
春季区民ゲートボール大会 

4月8日c　9：00～　総合運動場　 
種目／リーグ戦（2部制）1チーム6名以内 
■￥1チーム2，000円　■締3月19日（必着） 
■申区協会登録チームは所定の申込書で、未登
録チームはハガキに連絡先（電話）を記入し、
区ゲートボール協会・村石（〒154－0017世田
谷1－23－3）へ　※所定の申込用紙はスポ
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。 

 
トレーニングルームで 
簡単エクササイズ 

マシンを使わない簡単エクササイズ。専門
トレーナーによるワンポイントアドバイスも行
います。 
開催中～3月31日（各回30分） 
千歳温水プールトレーニングルーム／ 
各回5名（先着） 
 
 
※室内履き持参。 
■申当日直接会場へ 
（開始10分前から1階で受付） 
■￥施設利用料金のみ 
※詳細は施設へお問い合わせください。 
■問千歳温水プール13789－3911 
 
 
 

月～金曜日 
土・日・祝日 

13：30～ 
①10：30～ ②13：30～ 

世田谷美術館 
生活工房 
 

共同 
企画 
 



ワークショップ・レクチャー　 　［問］劇場／学芸 

第19回舞台技術者養成講座 [問]劇場／技術部　15432－1522 　　　※詳細はＨＰをご覧ください。 舞台基礎講座■は3/4（火）必着です 

 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4階　※10：00～18：00　土日祝休　 
15432-1535　65432-1536　 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 

2・3面の 

世田谷パブリックシアター 

発売中 

公演の詳細は3月25日発行の本紙でお知らせします。 

「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）   
 昨年、音楽事業部が初めて開催したコンサート「せたがやふれあいコンサート」の第2弾です。
今年は「オペラ」をテーマに、池辺晋一郎の楽しくてちょっとタメになるお話と、たくさんの
素敵なアリアをお贈りします。 

出
　
演
 

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）  ほか 
せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ） 

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 

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  

劇　場 

S 6，700円 

S 7，000円 ほか 2/21（木）～3/5（水） 

世田谷パブリックシアター+コンプリシテ共同制作 

『春琴』谷崎潤一郎『春琴抄』『陰翳礼讃』より 
しゅんきん 

ＳＳ 7，000円（Ｓ席の前方に設置。座席位置は舞台形状確定後に決まり
ます。連番でも連席とならない場合がございますので予めご了承ください。） 
Ａ 5，000円　Ｂ 3，000円  
※2/21、22、25はプレビュー公演につき、一般の 
各1，000円引き。　未就学児童入場不可。 

●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 

days 
13464－5026

リ･ライフ嵯峨美子事務所 
13247－7037

ＳｅPT独舞vol.18 齊藤美音子『てすり』 
2/29（金）～3/2（日） 

未就学児童入場不可。 
 

3，700円 

3，800円 

ティーファクトリー 
13344－3005

ティーファクトリー 
『ワニの涙』－神なき国の夜3・最終章－ 3/6（木）～16（日） 

※3/6はプレビュー公演につき4,000円。 
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 

世田谷パブリックシアター 

シアタートラム 

■アタリ・パフォーマンス 15572 －7571  
 
問 

4/17（木）～21（月）　 
●世田谷区民　3/7（金） 区民割引はございません 
 
●一般　3/8（土）  S 6,000円  A 5,000円  

『鶴瓶噺 2008』 

発売開始 

①3/8（土）　14：00～17：00　②3/19（水）　19：30～21：30 3/1（土）、8（土）、15（土）、22（土）、29（土）※3/1・29は受付終了。10：00～12：00

※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　 

 

劇場チケットセンター店頭のみ、お一人様1公演2枚まで 

劇場チケットセンター、オンラインは、お一人様1公演2枚まで 
未就学児童入場不可  
※車椅子でお越しのお客様は、事前にアタリ・パフォーマンスまでお問合せください。 

デイ・イン・ザ・シアター 

舞台技術基礎講座 初級編  3/21（金） 10：00～17：00  ■2，000円／20名（書類選考あり） 
舞台照明基礎講座 初級編  3/24（月）13：00～18：00  ■2，000円／30名（書類選考あり） 

舞台音響基礎講座 初級編  3/25（火） 13：00～18：00  ■2，000円／30名（書類選考あり） 
舞台技術公開講座　　　  3/23（日） 13：00～17：00  ■1，000円／先着100名 

￥ 

￥ 

￥ 

￥ 

■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　集合場所：世田谷パブリックシアター※未就学児童参加不可。 
￥ 

申 

■500円／定員20名　※結果は全員に連絡します。　 
■①2/27（水）、②3/9（日）までに郵送、ＦＡＸ、またはHPから 
￥ 

申 

■青山ダンシング・スクエア  13475－8188問 

青山ダンシング・スクエア公演2008 
『GEAR～at the point of change～』 

4/26（土）・27（日） 

●世田谷区民　3/6（木）区民割引はございません  
●一般　3/7（金）   S 6,000円　ほか ※4歳以上入場可 

■アユリテアトル  1090－9963－6464問 

アユリテアトル『藪の中～Distruthted（ゆがみ）』 
4/3（木）～6（日）　 ●世田谷区民　2/29（金） 2,900円  

●一般　3/1（土）   3,000円　　学生割引　2,800円　ほか 

※未就学児童入場不可 

■弾丸MAMＡER事務局  1080－5377－7789問 

弾丸MAMＡER 
『吾はイモなりイモなり』 4/10（木）～13（日）　 
●世田谷区民　2/29（金） 3,400円  
●一般　3/1（土）   3,500円　※4/11（金）14時の回のみ3，200円。 
 未就学児童入場不可 

■InnocentSphere  1090－9801－0715問 

InnocentSphere『ハリジャン』 4/19（土）～27（日）　 
●世田谷区民　3/7（金） 3,700円  
●一般　3/8（土）   3,800円　　ペア券　７，０００円  
 未就学児童入場不可 

音楽事業部では、演奏してほしい 
曲目やジャンル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。 
（ご期待に必ずしも 
添えるとは限りません） 

3月下旬  
チケット発売！ 
♪ 

♪ 

おはなし：池辺晋一郎 

リクエスト曲など… 

お待ちして 
います！ 

 

劇　場 
邦楽コンサート『獅子虎傳阿吽堂 vol.4』 

3/27（木） 14：00／19：00

4，800円 

5，000円 
未就学児童入場不可。 

劇　場 
『狂言劇場 その四』 
（Ａプロ）　子盗人／能楽囃子／唐人相撲  
（Ｂプロ）　盆山／能楽囃子／唐人相撲 

中村中コンサート 
『中村、語る。中、謡う／第一回、春』 

3/21（金）～30（日） S 7，200円 

S 7，500円 ほか 

S 6，900円 

S 7，000円 ほか 

A 4,000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。 

3/7（金） 区民割引はございません 

 5，500円 

区民割引はございません 

 5，000円 

未就学児童入場不可。 

ＴＢＳラジオ 
イベントダイヤル 
15570－5151

DISK GARAGE 
15436－9600 

（平日12：00～19：00） 

Kentaro Kobayashi Solo Performance;  
Live Potsunen 2008 『Drop』 4/2（水）～13（日） 

嵯峨美子コンサート2008 
『物語・春』 4/23（水）・24（木） 

※当日券は開演の1時間前より発売。  
未就学児童入場不可。 

A 6,500円 B 5,000円  
未就学児童入場不可。 

地域の物語ワークショップ  
こどもコース 
 

■10：00～15：00（発表会については別途お知らせ）　■小学4～6年生
■1，500円／定員15名（抽選）　■3/18（火）までに、住所・
氏名・学年・電話番号・生年月日・メールアドレス・ひとことを 
書いて郵送かＦＡＸ、またはＨＰから　■劇場／学芸 

出演　野村万作／野村万之介／野村萬斎／石田幸雄 
　　　　ほか万作の会／すがぽん／平原テツ　唐人オーディション合格者（「唐人相撲」） 
 

（平日12：00～18：00） 

シアタースケジュール 30292827262524232221201918171615141312111098765432 3129282726 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。 

2/

『春琴』 中村中コンサート 
2/25～3/31 

シアタートラム SePT独舞 齋藤美音子『てすり』 ティーファクトリー『ワニの涙』 

　『狂言劇場 その四』 
『獅子虎傳阿吽堂 vol.４』 

3/

宛先FAX番号 
03－5432－1536　 

発 売 予 定 日 
●劇場友の会先行予約 　　 
　3月28日（金） 　　 
●区民先行予約 
●一般発売 

 
 
3月29日（土） 　　 
3月30日（日） 　　 
 

入場料 全指定席 消費税込 
 ●大　人 4，000円 

（区民・劇場友の会割引  3，500円） 

●子ども 2，000円 
（小学生～高校生） 

 

 
 

グループ割引（3名様以上）は劇団のみ取扱。 

 

■劇場 問 

シス・カンパニー公演『瞼の母』 5/10（土）～6/8（日）　 
★先行予約決定　3/20（木・祝） 10時開始　 
特別電話のみ  10570－000－061 
 

●一般　3/29（土）   S 8,500円  A 6,500円 
１通話１公演２枚まで。詳細は劇場ＨＰをご覧ください。未就学児童入場不可 

開場10周年のフィナーレを賑やかに飾る、人気シリーズ2作品　 
芸術監督・野村萬斎企画『狂言劇場 その四』『獅子虎傳阿吽堂vol.4』 
 

『狂言劇場 その四』 3月21日（金）～30日（日） 
3/27（木） 
3/28（金） 

はじめまして       
シアターゲームで遊ぶ 

3/29（土） 
3/30（日） 

劇づくり 
発表会    

Illustration：ヤヨ 

エンゲキを使って思いっきり遊ぼう！ 
 

参加者募集中！ 
 

※3/30（日）は、休日コース･モーニング
コースのみんなと一緒に発表します。

発表会：シアタートラム
　　■無料 

 

時 

問 

￥ 

￥ 

申 

対 

どなたでもお申込み 
いただけます 

（要発信者番号通知設定、公衆電話不可） 

※学割は、劇団のみ取扱。　 

申 

2007年「せたがやふれあいコンサート」より 

撮影：上牧佑 

構成・演出・出演　亀井広忠　田中傳左衛門　田中傳次郎 
出演　 英哲風雲の会（太鼓） 

福原寛（福原流笛方）　 
松永忠次郎（長唄） 
松永忠一郎（三味線） 
 

『獅子虎傳阿吽堂 vol.4』　　　 3月27日（木） 

尾上青楓 
（日本舞踊） 

茂山逸平 
（狂言方） 

中村梅枝 
（歌舞伎役者）  

 

■劇場　 問 

※詳細は、前売チケット 
　情報をご覧ください。 

一般公募の皆さんを迎え（「唐人相撲」）賑やかに描
き出す、野村萬斎芸術監督による『狂言劇場 その四』。
そして、普段は別々の世界で活躍する邦楽界の三兄
弟が一堂に会しお送りする、人気の邦楽コンサート 
『獅子虎傳阿吽堂vol.4』。今回は「和のリズムを楽し
もう！」をテーマに、ゲストを交えた迫力の演奏とユー
モアたっぷりのトークを繰り広げます。古典芸能の魅
力をつめこんだ２作品、どうぞお楽しみに！　　　　　
　　　　　
　　　 

チケット好
評発売中！

 


