
「眞 田岳彦セタガヤーンプロジェクト」は、家族を取り巻く環境や、家庭から生まれる幸せ
のあり方を、世田谷の多くの方々と共に探るアート
＆デザインプロジェクトです。第１回のテーマ「庭を編」
とは、「豊潤な心」を見つけるための行為のこと。庭
と言う言葉に象徴された、身近な空間から得られる
事柄を再編集することで、生きる意味や豊かな心の
意味を問いかけます。 

　昨春、世田谷のビル屋上に畑を開墾して綿を栽培し、
秋に収穫した綿を糸に紡ぎ編んで、人を象徴する衣服（ニ
ット作品）を制作しました。大切な人に編み物を手渡す
までの過程（大地を耕し庭・畑をつくる労働の喜び、願い、
育む慈しみ、収穫への感謝、編む創造・楽しみ、大切な
人への思い、愛情、そして大切な人に編み物を贈る幸せ）
を通して得られる豊かな時＝豊潤な心とは何か、ご一
緒に考えていきたいと思います。 
 

眞田岳彦 衣服造形家 
さな　 だ　たけ　ひこ 

手と土から生み出す「 幸せ 」 
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｢豊潤な心｣って？ 
哲学者・信原幸弘さんと、 
本展企画者眞田岳彦さん 

が考えます。 
 

「心とデザイン」の関係などを考察する衣服「プレファブコート」の制作や、
「日本繊維文化再考プロジェクト」など多彩な芸術活動を続ける眞田さん。

本展では、2007年春、とある世田谷のビルの屋上に開墾した畑で 
育てた 綿花を、紡ぎ、編み、染めた衣服の数々を展示します。 

眞田岳彦展　 
 

＊本展のために作られたニットなどを、期間中限定販売します 
 

メイン 
展示 

見 る 、参 加 す る 、楽 し む た め の 情 報 紙  

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 

■ 第9回世田谷フィルムフェスティバル 
■「イリヤ・カバコフ『世界図鑑』絵本と原画」展 
■ スポレクネット指導者を紹介します 
■ 非常勤職員＆アルバイト募集 
■ 狂言劇場 その四　「唐人相撲」 ほか　 
■ 江守徹出演「演劇と音楽」(2/1)開催迫る！ 

世田谷の緑は、 
どこにどのくらいあるの？ 
世田谷区緑被分布表や緑地区分表 
(世田谷区都市整備部都市計画課提供) 

を展示します。 
 

2月1日（金）－17日（日） 
11：00－19：00（最終日は17：00まで） 

入場無料 

 世田谷文化生活情報センター　生活工房 
（三軒茶屋キャロットタワー3階・4階） 

15432-1543 
＊3面も参照ください 

 

世田谷世田谷は農業農業が盛ん？ 
JA世田谷世田谷目黒、世田谷世田谷ファーム 
協力協力による紹介紹介パネルや、 
植物植物の苗の販売販売をします。 
 

世田谷は農業が盛ん？ 
JA世田谷目黒、世田谷ファーム 
協力による紹介パネルや、 
植物の苗の販売をします。 
 

綿を染めたり編んだり、 
簡単簡単に楽しむ方法方法は？ 
展覧会場展覧会場で実例実例とともに紹介。紹介。 
「庭を編を編」ワークショップも開催開催します 
（詳細詳細・応募方法応募方法は3面参照面参照）。 
 

綿を染めたり編んだり、 
簡単に楽しむ方法は？ 
展覧会場で実例とともに紹介。 
「庭を編」ワークショップも開催します 
（詳細・応募方法は3面参照）。 
 

 2007－2008の栽培から 

「hou／jun 豊潤」 
 

おおうちで簡単で簡単に 
つくれる庭園庭園は？ 
 

おうちで簡単に 
つくれる庭園は？ 
 屋上屋上・ベランダ庭園庭園の
製作方法製作方法や実例実例を展示を展示
します。キッチンで作る
箱庭箱庭やポット菜園菜園も！ 
 

屋上・ベランダ庭園の
製作方法や実例を展示
します。キッチンで作る
箱庭やポット菜園も！ 
 

撮影：久家靖秀 

今回が初めての共演！ 



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 

なかじま あつし ひじかた ひさかつ 
パラオ－ふたつの人生 

鬼才・中島敦と日本のゴーギャン・土方久功 

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/

自宅にて　撮影年不詳 

《峠の下の村》 
（岡山県苫田郡 
上齋原村）昭和53年 

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/

昭和17年10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 
■2月のギャラリートーク 
2月9日g14：00～　事前申し込み不要 
■noninoko 本のワークショップ 
「こどもと本」をテーマに、親子で世界に一
冊だけの本を作ります。 
3月9日a14：00～ ■￥1,500円／15組（申込先着） 
■「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。リズムとメ
ロディがつくりだす音広場にお越し下さい。 
3月15日g19：00開場　19：30開演 
■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、
石膏取りを体験してみましょう！ 
3月16日a13：30～17：30 
■対小学4年～中学生とその同伴者（成人） 
■￥1,000円／10組（申込先着） 
■講金巻芳俊（彫刻家） 

 
 
 
 
 
 
 

 
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

開催中～2008年1月27日（日） 
1階企画展示室 
■￥一般800（640）円／大・高生・65歳以上
600（480）円／中・小生・障害者（一般）400
（320）円 ※（　）内は20人以上の団体料金 

 
「イリヤ・カバコフ『世界図鑑』 

絵本と原画」展 
2月9日（土）～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 
イリヤ・カバコフ（1933－　）は、現在ニュー
ヨークに住み、国際的に高い評価を受けて
いる現代美術家ですが、旧ソビエトのドニエ
プロペトロフスク市（現ウクライナ）に生まれ、
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。生活
の資を得るた
めに制作され
た絵本の仕事
を、カバコフは
これまでずっ
と手許に保存
し表には出し
ませんでした。
この度、日本

において、カバコフの知られざる絵本と原画
の世界を世界初公開いたします。カバコフに
よるソ連の子どもたちの世界は、奇想天外で、
ユーモラスで、時としてせつなく、またどこ
か懐かしい趣をもっています。子ども時代の
想像力を働かせながら、そしてまたご家族で
カバコフの『世界図鑑』をお楽しみください。
作品は前期・後期がほぼ全点展示替えを行
います。 
 
■開催記念講演会Ⅰ「カバコフと絵本」  
2月9日g13：30開演（13：00開場）　 
■講鴻英良（『カバコフ自伝』訳者・演劇評論家） 
■絵本ワークショップ「遠くと近く」 
3月2日a10:30～16:30　 
当館創作室、展示室 
「遠く」と｢近く｣がどういう事だかわからな
い小さなお猿さんが主人公の絵本（本展前
期展示）をもとにオリジナル絵本を作ります。 
リーダー／西谷直子（イラストレーター）、 
ムロフシ・カエ（デザイナー） 
■対小学3年生～一般／20名（申込先着） 
■￥無料（ただし要展覧会チケット）　 
■申往復ハガキ（4面記入例参照）で当館教育
普及担当課まで。または件名を絵本ワーク
ショップでinfo@samuseum.gr.jpまで。　 
兄弟、親子での申し込みは連記可 
■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　 
展覧会を見たあとは、簡単な作品づくりに
チャレンジしてみませんか？その場で参加
することができます。 
■対小学生～一般　■￥1回100円 

 

≪果苑裸婦≫1978年 

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。 

日本風景紀行  向井潤吉の自然観 
 

開催中～ 
3月30日（日） 
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第2回緑友美術展    
傘寿のひだまり　山口和子展    
雅の会作品展   

 
世田谷区立小学校図画工作作品展 

（館内整備） 

 
 
 
 
 
 

趣好会展    
    
第44回　アトリエ清光展   

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。 

世田谷美術館 

 
区　民 

ギャラリー 
 

企 画 展  

収 蔵 品 展  

ペーター・ハックス　 
『巨人たちの長い一日』のための挿絵原画　 
1970年（前期展示） 

1/27 
2/  3 
2/10 
2/17 
2/24

開催中～ 
1/29～ 
2/  5～ 
2/11～ 
2/19～ 

1616 
難波龍巳・門馬美雪二人展 
二人会 
私のアトリエ 
代田水墨画研究会 作品展 

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 

おおとりひでなが 

 

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 
平成17年8月に亡くなられた日本画家の
上野泰郎氏のご遺族からアトリエに残さ
れた作品が当館へ寄贈されました。キリス
ト教のヒュー
マニズムの精
神に基づく人
間讃歌ともい
える氏の画業
を、ご寄贈頂
きました初期

から晩年に至る代表作品によって振り返ります。 
■￥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 
 
 

 
春期エッチング講座 

18×12センチの銅版画をエッチングの技法
で制作します。 
2月23日g、24日a１０:３０～１６:３０ 
当館創作室D　 
■対高校生以上で2日とも参加できる方(初心者可)
■￥6,000円(2回分・材料費込み)／抽選20名
■申2月13日(水・必着)までに往復ハガキ（4面
記入例参照）で当館教育普及担当課へ 
 

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 

関連イベント  

企 画 展  

次 回 企 画 展  

撮影　熊切圭介 

 
 

第27回　世田谷の書展 
開催中～1月27日（日）　1階展示室 
■￥一般200円ほか　 
 

 
 

永井荷風の 
シングル・シンプル ライフ展 

2月16日（土）～4月6日（日）　1階展示室 

「荷風文学には、今を生きる人々にとっての
多くのヒントがある。」 
多彩な荷風の顔をご紹介し、読めば読むほど

身近になる荷風のライフスタイルと作品をじ
かに体感していただく展覧会を開催いたし
ます。どうぞご期待ください。 
■￥一般500円（400円）／大・高生300円（240
円）／中・小生200円（160円）／65歳以上
250円（200円）※（　）内は20名以上の団体
料金　障害者割引あり 
　 

 
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」 

1月29日（火）～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、写真、
ポスター、チラシなど貴重な映画資料でご紹
介いたします。 
■￥一般200円ほか 
 
■橋本忍が脚本を手がけた 
　作品の特集上映 

zz「切腹」（1962年、134分、監督：小林正樹） 
2月2日g11:00～ 
zx「影の車」 
（1970年、98分、監督：野村芳太郎） 
2月2日g14:30～ 
x「日本のいちばん長い日」　 
（1967年、157分、監督：岡本喜八） 
2月10日a13:00～ 
c「八甲田山」　 
（1977年、169分、監督：森谷司郎） 
2月11日（月・祝）13:00～ 
v「生きる」（1952年、143分、監督：黒澤明） 
2月17日a13:00～ 
※z～vともに1階文学サロン ■￥各回500
円／当日先着150名（zz zxは入替制） 

■映画講座（全4回） 
「日本のシナリオライター 
たち　橋本忍ほか」 
2月15日f、22日f、 
3月7日f、14日f　13:30～16:00 
2階講義室　■講田中眞澄（映画史研究者）
■￥4,000円／抽選40名　■申 2月1日（必着）
までに往復ハガキ（4面記入例参照）で当館
「フィルムフェス」係へ。 

 
土曜ジュニア文学館  土曜映画劇場 
ジュニア上映会『ハイジ』 

みんなに人気の「アルプスの少女ハイジ」。
不朽の名作の最新実写版をご家族皆さんで
ご覧ください。 
3月8日g
14：00～15：45   
■￥無料／抽選150名 
■対小・中・高生（付添
いの大人可） ■申 2月
23日（必着）までに
往復ハガキ（4面記
入例参照、学年も明
記）で当館「ジュニア」
係へ。連名可。 
 



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 

2/20（水） 
2/20（水） 

2/21（木）～24（日） 
2/21（木）～22（金） 
2/21（木） 
2/22（金） 

2/23（土）～24（日） 
2/23（土） 
2/24（日） 

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

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

★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・入学シーズン、思い出のシーンを美しく撮るため
の写真撮影講座をご用意いたしました。また、撮影した
写真の補正や、修正などを学べる写真加工講座が新しく
スタートします。※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 2月のご案内 
日程（2月） 時　間 一般料金（税込み） 

 

講　座　名 

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

生活工房ギャラリー 
  

　　　 2F　ギャラリーカフェくりっく 
開 催 中～2/16（土）  
2/17（日）～3/15（土）  
　　　　 3F　生活工房ギャラリー 
開 催 中～1/30（水） 
 
2/1（金）～17（日） 
2/19（火）～3/13（木）  
 

 
 
4ourk Illustration Show 
｢古着魔術｣池田朋子作品展 
 

矢口加奈子作品展 
「折る  切る  ひらく  切り紙の森へ」 

庭を編　Niwa wo Amu 
｢せたがやの街を読む｣展 
 

入場無料 

関連企画 

眞田岳彦セタガヤーンプロジェクト’08  
VOL.1〈庭を編〉Niwa wo Amu 

2月1日（金）～17日（日） 
 
■『庭を編』体験ワークショップ 
植栽してつくる箱庭と、糸を紡いで編み、草
木で染めるまでを体験します。 
2月9日g・10日a ＊2日間完結　各日とも
13：00～16：00　進行／眞田造形研究所、
ランギット　■￥3,000円（材料費込み）／抽
選10組　■対2人1組（親子・夫婦・友達でも可）
■申1月29日までに往復ハガキ（4面記入例参照）
で生活工房へ 

 
「せたがやの街を読む」展 

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。 
2月19日（火）～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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ゼロからはじめる“ワークショップで学ぶ” 
目からウロコの会計術。 

わかりやすくってごめんなさい。 
NPO法人の会計をワークショップ形式で学びます。 
2月20日d・27日d各日とも19：00～21：15 
（2回連続）　生活工房4Ｆ　■講脇坂誠也（税
理士） ■対NPO法人・市民活動団体 ■￥2,000
円／申込先着36名　■申電話・FAX（4面記入
例参照、団体名も明記）で生活工房へ 

 
在日外国人との文化交流会 
国際交流in世田谷2008 

アトラクションやお茶・生け花などを体験し
ながら互いの理解を深めます。子供コーナー・
大使館展示ブースもあります。 
3月1日g13：00～16：00　生活工房4Ｆ　 
共催／世田谷海外研修者の会　■￥1,000円（ド
リンクほか）／申込先着30名  ■申2月20日
までに高橋（13702－7055）へ 
 
大人のものづくりワークショプ　 

大人の科学  
紙フィルム映写機づくり 

光や映像のふしぎを学びながら、手回しの

映写機を組み立てます。 
3月8日g①10：00～12：30、②14：00～16：30 
生活工房4Ｆ　■講湯本博文（学研科学創造研
究所）　■￥3,000円（材料費込み）／抽選各
回25名（親子参加も可）  ■申2月26日（必着）ま
でに往復ハガキ（4面記入例参照）で生活工房へ 

 
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g10：00～14：00　生活工房4Ｆ　 
■￥500円／申込先着20名 ■対10～20代の方
■申電話・FAX（4面記入例参照）で生活工房へ 
 

 
 
 
 

男と女のパートナーシップ講座 
三田誠広さんに聞く、夫婦円満の極意 

中年夫婦の危機をどう乗り越えるのか！芥川
賞作家の三田誠広さんといっしょに考えます。 
2月15日f19：00～21：00　らぷらす11Ｆ　 
■￥1,000円（ドリンク付き／夫婦で参加は2

人で1,500円）／申込先着70名  
■申電話・FAX・メール（ldc-rapurasu 
@setagaya-ac.or.jp）で「らぷらす」
又は生活工房へ 

 
らぷらすトークサロン 

「もう一度学びたい！－子連れ留学体験談―」
社会人・主婦・子育てを経験した後に留学し、
再就職した講師のお話を伺います。 
3月8日g10：00～12：00　らぷらす10F　 
■講広瀬容子（トムソンサイエンティフィック）
■￥300円（お茶代込み）／申込先着16名   
■申2月26日(必着)までに、ＦＡＸ・電話・メール
ldc-rapurasu@setagaya-ac.or.jpでらぷら
すへ（4面記入例参照。保育希望の場合は子ど
もの名前と月齢を明記、6ヶ月以上未就学児対象） 

 
らぷらすシネマ「母のいる場所」 
2月22日f18：30～20：30　らぷらす11F　
■￥無料／当日先着30名 
 ガーダ　パレスチナの詩 

古居みずえ写真展 

2月1日f～3月30日a　9：00～22：00 
らぷらす10Fギャラリー　■￥無料 

★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】はじめての一眼レフカメラ[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］ 
★写真加工入門（フォトショップエレメンツ使用）[1回完結] 
★WEB素材をつくろう（フォトショップエレメンツ使用）[1回完結] 
　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）[1回完結] 
★写真の修正をしよう（フォトショップエレメンツ使用）[1回完結] 
 

＊詳細・内容は1面をご覧下さい 

 

せたがや文化財団  非常勤職員募集［急募］ 
 

世田谷文化生活情報センター「生活工房」 アルバイト募集 
[受験対象] 文化事業の業務経験があり、Excel・Word・Eメール操作のできる方　[勤務内容] 文化事業の事業企画・実施・事務   
[募集人数] 若干名　[契約期間] 平成20年4月より１年間（更新あり）　[勤務条件] 月18日勤務（土日祝日を含むシフト勤務制）、月給204,500円 
[選考方法]1次：書類選考・作文、2次：面接　[応募方法] 財団所定の申込用紙、作文（1000字程度。課題は申込用紙に記載）、返信用封筒を2月8日
（金）必着でせたがや文化財団事務局人事担当（〒154-0004世田谷区太子堂4-1-115432-1500）あてに郵送して下さい 
※募集要領および申込用紙はせたがや文化財団各施設の受付にて配布しております。財団各施設のホームページからダウンロードもできます。 

 

[勤務内容] 受付業務、事務補助　[募集人数] 若干名　 
[契約期間] 平成20年4月より1年間（更新あり）　 
[勤務時間] 8:45～19:00（2交代制、1日5.5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] 2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 

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 

スポーツ・レクリエーション分野で、区内の地域活動に協力していただける方を登録する制
度、「世田谷区スポーツ・レクリエーション指導者制度（通称：スポ・レクネット）」登録指導者の
紹介を開始しました。登録された指導者は、所定の講習を修了し、認定された方々です。 

総合運動場温水プールは、施設保守点検のため、 
2月18日（月）～27日（水）まで休業します。 

　お　し　ら　せ　 
 

スポ・レクネットの登録指導者をご紹介します 

紹介方法／登録者名簿を閲覧のうえ、紹介依頼書を提出　 
名簿閲覧場所／スポーツ振興財団事務所、スポーツ振興課（平日9：00～17：00）　 
※スポーツ振興財団ホームページにも掲載しています。 

登録種目：ウォーキング、エアロビック、親子体操、気功、弓道、健康体操、障害児体操、障害者水泳、
ショートテニス、水泳、スキー、ソフトテニス、太極拳、卓球、ダンススポーツ、テニス、登山ハイキン
グ、軟式野球、野球、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、ボウリング、ラグビー、ラジオ体
操、陸上競技、レクリエーション、レクリエーションダンス 

「ボランティア指導者名簿」を閲覧してください。 

「部活動指導者名簿」を閲覧してください。 

「種目別指導者名簿」を閲覧してください。 

●町会のスポーツイベントに 
　協力してくれる方を探している 

●サークルを作ったが、指導者が見つからない… 

●部活動の指導者がいなくて困っている… 

このようなグループも、ぜひ利用してください。 

月～金曜日 

土・日・祝日 

13：30～ 
①10：30～  
②13：30～ 

 
 
   初心者･初級者スポーツ教室 

z卓球教室 
2月16日～3月22日（3月15日を除く）　 
毎週土曜　19：00～20：30（全5回）　駒留中学校  
■対小学4年生以上（小学生は保護者同伴）   
■￥2，500円（中学生以下1，000円）／抽選30
名  ■締2月5日（必着）  
xビリヤード教室 
Ａ．烏山コース　2月23日～3月8日　 
毎週土曜　13：00～14：30（全3回）　 
アドバンス（南烏山6－4－12） 
Ｂ．自由が丘コース　3月8日～22日　 
毎週土曜　10：30～12：00（全3回）　 
ニュー文化ビリヤード（奥沢5－19－10） 
ＡＢとも■対中学生以上で初めてビリヤードを
行う方  ■￥3，000円／抽選各20名   
■締2月12日（必着） 
cアクアビクス教室 
2月22日～3月21日　毎週金曜　 
19：30～20：30（全5回） 千歳温水プール   
■対高校生以上  ■￥2，500円／抽選25名   
■締2月7日（必着） 
z～cすべて■申ハガキまたはＦＡＸ（4面記
入例参照、年齢、学年も明記）でスポーツ振
興財団へ 

 
  めざせトップアスリート 

zバレーボールクリニック 
2月24日a　10：00～12：00 
明正小学校体育館  ■講岩本　洋（元全日本
監督） ■対小学4～6年生（保護者同伴）／抽
選60名  ■締2月12日（必着） 
x水泳クリニック 
3月8日g　10：00～12：00 
総合運動場温水プール  ■講鈴木淳也（元静
岡県国体代表）・杉本和也（静岡県国体代表） 
■対小学3～6年生で25ｍ以上泳げる方（保護
者同伴）／抽選40名  ■締2月25日（必着） 

zxとも■￥200円　■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 
 

障害児運動教室 
zひまわり運動教室（尾山台地域体育館） 
xハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育館） 
4月19日～平成21年3月7日の原則第1・3・（5）
土曜　14：00～15：30 （全18回） 
cみつばち運動教室（砧中学校格技室） 
4月16日～平成21年3月4日の原則第1・3・（5）
水曜　15：10～16：30 （全18回） 
v中学生運動教室（尾山台地域体育館） 
bコアラ運動教室（八幡山小地域体育館） 
4月12日～平成21年3月14日の原則第2・4
土曜　14：00～15：30　（全18回） 
z～bすべて■対軽度の知的障害を持つ小・
中学生。付き添い者の同伴が可能で、トイレ
を使用する際、介助を必要とされない方。
zcbは小学生、xvは中学生  ■￥4，000円
／抽選各若干名（当選後、事前説明会を行い
ます。）  ■締2月8日（必着）  ■申ハガキまたは
ＦＡＸ（4面記入例参照、希望の教室名、年齢、
障害の内容、保護者氏名を明記）でスポーツ
振興財団へ　※参加は1人1教室まで 
 

ハイキング 
「三室山（吉野梅郷）」 

吉野の自然と梅の色彩が楽しめます。 
3月2日a  9：00　ＪＲ青梅線二俣尾駅集合 
コース／二俣尾駅～愛宕神社～奥の院～三
室山～琴平神社～梅郷ゴルフ場～青梅市梅
の公園（歩程約3時間） ※弁当・水筒・雨具持
参、軽登山靴着用  ■対18歳以上  ■￥500円／
抽選50名  ■締2月12日（必着） ■申ハガキまたは
ＦＡＸ（4面記入例参照、全員の氏名、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　コースレベル★★☆（一般向き） 

 
第57回 区民体育大会（卓球） 
3月2日a   9：15～　総合運動場体育館　 

［種目］一般、中学、高校、40代、50代、60代、
70代以上（全て男女別）  ■￥200円（中学生
100円）  ■締2月15日（必着）  ■申所定の申込
書に参加費を添えて区卓球連盟・小池（〒
158－0082　等々力8－26－25　13701－
7684　卓球会館内）へ郵送または持参　 
※大会要項、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。 
 
第20回 世田谷区弓道選抜大会 
2月24日a   9：00～  大場代官屋敷弓道場 
（世田谷1－29） ■￥300円 ■締2月16日（必着）  
■申往復ハガキまたはＦＡＸ（4面記入例参照）
で区弓道連盟・熊澤（〒156－0055　船橋6
－17－13　63303－0412）へ 
 
2月・3月期間限定イベント 

z温水プールでタイムトライアル実施 
2月1日～3月31日の毎週日曜日開催（休館日を除く） 
Ａ．総合運動場温水プール 
①10：00～10：30 ②14：00～14：30 
Ｂ．千歳温水プール　 

①11：15～11：45　②17：15～17：45 
計測対象泳法／自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・
バタフライ※飛び込みによる計測は行いません。 
x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。 
2月1日～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。  
zxとも当日直接会場へ　 
■￥施設利用料金のみ 
（開始10分前から1階で受付） 
※詳細は施設へお問い合わせください。 
■問総合運動場温水プール13417-0017 
　千歳温水プール13789-3911 
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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。 

※詳細は、前売チケット情報・ＨＰもご覧ください。 

1/

THE・ガジラ『新・雨月物語』 1/25～2/29 

シアタートラム 
笠井叡×高橋悠治『透明迷宮』 reset-N『繭』 

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。HPからもお申込みいただけます 

 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 

狂言劇場 その四 獅子虎傳阿吽堂 vol.4  
 

し　　し　　とら　でん　あ　　うん　どう 

（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』  
 

こ　ぬすびと とうじん ず もう 

ぼん さん とうじん ず もう 

世田谷パブリックシアター 

発売中 

　 世田谷パブリックシアターチケットセンター　15432－1515（10:00～18:00月曜不定休） ※各割引は前売券のみ適用 
 

■申 

演劇と音楽 
～シェイクスピアから大河ドラマまで～ 

 

2月1日（金）19:00開演（18：30開場）   
世田谷区民会館   
 

シェイクスピアをはじめ、江守・池辺両氏がたずさわってきた演劇・TVドラマ・映画・
戯曲など、古今東西の物語に付随する音楽をテーマに、トークや朗読・生演奏等を
交えながら、ストーリーとメロディの素敵な関係をひも解くコンサートです。 

出
　
演
 

江守　徹（トーク、ナレーション、漢詩朗読ほか） 
池辺晋一郎（トーク、指揮、ピアノ即興演奏ほか） 
せたがやシンフォニエッタ（室内アンサンブル） 
 

入
場
料
 

大　人 4，000円 
（区民・劇場友の会は割引3，000円） 

子ども 2，000円（小学生～高校生） 
全指定席 消費税込 

 

 
 

●シェイクスピア劇「ハムレット」「オセロ」にゆかりの曲：「ウォルシンガム」（Ｊ.ダウランド編曲）「柳の唄」（作曲者不詳）　 
●TVドラマ『八代将軍吉宗』『夜会の果て』よりテーマ曲　●組曲『ペール・ギュント』（E．グリーグ作曲）より抜粋  ほか 

NHK教育テレビでおなじみ�あいのてさん�
オリジナルのアイディア満載の親子参加型イベント。 
�おもしろいこと好き�集まれ！ 
 

1月27日（日） 
①13：30～②16：30～ 
（各回60分程） 

区立教育センター3階ぎんが 
（弦巻3－16－8）　 
 

出　演 野村誠、尾引浩志、片岡祐介ほかゲストあり！ 
 参加料 （各回）大人1,000円  小学生500円  未就学児無料　 

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 

オフィス コットーネ 
13411－4081

演劇企画集団THE・ガジラ 20周年記念公演 
『新・雨月物語』 1/25（金）～2/3（日） 

S 5，300円 

S 5，500円 ほか 

オペラシアター 
こんにゃく座 

1044－930－1720

魁文舎 
13275－0220

reset-N 
16423－7502

オペラシアターこんにゃく座  
あちゃらかオペラ『夏の夜の夢』～嗚呼！大正浪漫編～ 

2/8（金）～10（日） 

笠井叡 Dance  Ｘ  高橋悠治 Piano『透明迷宮』 
 Ａプロ　笠井叡ソロ  
Ｂプロ　笠井叡振付作品  
Ｃプロ　オイリュトミーアンサンブル 

1/30（水）・2/2（土） 
1/31（木） 
2/1（金） 

A 5，700円 

A 6，000円 ほか 

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  

2，800円 

3，000円 

劇　場 

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。 

A 4,000円 

こんにゃくシート（3階）　4，500円　  
学生割引（3階）　2，000円　  
Ａペアシート　11，000円 

※学割は、劇団のみ取扱。 
未就学児童入場不可。 

全席自由（日時指定） 
※学割、Ａ＋Ｂ＋Ｃ 3日通し券は、魁文舎のみ取扱。 
未就学児童入場不可。 

3，800円 

4，000円 

劇場開場10周年のフィナーレを飾る今回の『狂言劇場』。
現在上演されている狂言の中で最も多くの人数を要
する「唐人相撲」に一般公募の皆さんを迎え、華やか
に賑やかにお送りします。おなじみの邦楽コンサート
『獅子虎傳阿吽堂』も併せてお楽しみください。 
 

今年はインドネシアとマレーシアから
2作品を招聘し、公演・ワークショップ・
シンポジウムを通して、社会に生き、
演劇をつくる意味を問いかけます。 
 

●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

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 

アジア現代演劇プロジェクト公演 
『ブレイク-ィング』（マレーシア） 
 『オン／オフ』（インドネシア）　　  
 

2/14（木）・16（土）・17（日） 
 2/15（金）・16（土）・17（日） 
 

全席自由（日時指定）  
2公演セット券　5，000円　　 
※セット券は、劇場チケットセンター店頭、電話にて 
前売りのみ取扱。未就学児童入場不可。 

2，800円 

3，000円 ほか 

※学割は、劇団のみ取扱。 
未就学児童入場不可。 

�あいのてさん�と音で遊ぼう 
 

世田谷パブリックシアター 

■ＴＢＳラジオイベントダイヤル  15570－5151問 

Kentaro Kobayashi Solo Performance;  
Live Potsunen 2008 『Drop』 
4/2（水）～13（日）　 
●世田谷区民　2/1（金） 区民割引料金はございません 
 
●一般　2/2（土）  5,000円 

■リ・ライフ嵯峨美子事務所  13247－7037問 

嵯峨美子コンサート2008 
『物語・春』 
4/23（水）・24（木）　 
●世田谷区民　2/3（日） S 6,900円  
●一般　2/5（火）   S 7,000円  A 6,500円  B 5,000円 

シアタートラム ニューイヤーステージ 
reset-N『繭』 1/23（水）～27（日） 

発売開始 

2/10（日）　11：00～16：00 2/2（土）、9（土）、16（土）、23（土）　10：00～12：00

モーニングコース2/13（水）～（6回＋発表会） 
金夜コース　　　2/22（金）～（5回＋発表会） 

※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 

オペラシアターこんにゃく座　『夏の夜の夢』 
『春琴』3/5（水）まで　 

チケット発
売開始！ 

チケット発
売開始！ 

■劇場　詳細はHPをご覧ください。 問 

撮影撮影：久家靖秀久家靖秀 撮影：久家靖秀 

アジア 
現代演劇プロジェクト 
 

世田谷区民　1/26（土）　S 7，200円 
一　　　般　1/27（日）　 
　　　　　　S 7，500円　A 4，000円 

■野村万作、野村万之介、野村萬斎、石田幸雄　 
　ほか万作の会 ＋ 唐人オーディション合格者 

※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。 

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　 

残席 
僅少 

 

シェイクスピアの時代が今に蘇る？！ 

予定 
曲目 

異分野 
コラボレーション 
企画  第2弾 
 

今回今回が初め初めての共演の共演！ 今回が初めての共演！ 

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、オンラインにて、お一人様1公演2枚まで 

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 

地域の物語ワークショップ 

 シンポジウム「演劇が地域でできること～ワークショップから広がる教育普及活動～」2/11（月･祝）13：00～17：30　シアタートラム 

■500円／定員20名　※結果は全員に連絡します。　 
■1/30（水）までに郵送、ＦＡＸ、またはHPから 
￥ 

￥ 

￥ 

￥ 

￥ 

■3,000円  ￥ 

■2,500円  ￥ 

■ともに郵送、ＦＡＸ、またはHPから 
※定員になり次第、受付終了 
申 ■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     
￥ 

申 

■500円  ■郵送、FAX、またはＨＰから ￥ 申 

申 

世田谷パブリックシアター 
3月21日（金）～30日（日） 

世田谷パブリックシアター 
3月27日（木） 
14：00/19：00

出 

■劇場 問 

■亀井広忠、田中傳左衛門、田中傳次郎 ほか 出 出 

※未就学児童入場不可。 

世田谷区民　2/2（土）　4，800円 
一　　　般　2/3（日）　5，000円 

芸術監督 野村萬斎 企画 邦楽コンサート 

アジア現代演劇プロジェクト『ブレイク-ィング』『オン／オフ』 SePT独舞vol.18『てすり』3/2（日）まで　 

※未就学児童入場不可 

※未就学児童入場不可 

『ブレイク－ィング』（マレーシア） 
『オン／オフ』（インドネシア） 日本語字幕付 
 

■劇場／学芸 
 
問 

公 演 

異なる民族、文化、言語が 
共存／交錯する！ 
 

2月14日(木)～17日(日) 

シンポジウム 2月20日(水)・23日(土) 

ワークショップ 2月18日(月)～23日(土) 
10：30～16：30  シアタートラム ほか 

18：00～21：30　シアタートラム 

撮影：　忠之 


