
ほかにも… ●夏休みには…
「小学生のための演劇・ダンスワークショップ」
「中高生のための演劇・ダンスワークショップ」
「中高生のための舞台技術講座」
●ふだんは…
「劇場ツアー」、「デイ・イン・ザ・シアター」、
「土曜劇場プレイ・パーク」、「レクチャー」など

6月13日（土）・14日（日）
世田谷パブリックシアター

撮影  石川 純

日野皓正 presents
“Jazz for Kids”

●区民 6月6日（土） 
　　　 3,800円　
●一般 6月7日（日） 
　　　 4,000円

チケッ
ト

発売開
始

チケッ
ト

発売
中

8月15日（土） 日野皓正 Quintet  Live
8月16日（日） Dream Jazz Band 5th Anniversary Concert
世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎03－5432－1515
（10：00～19：00　年中無休 年末年始をのぞく）  ■問劇場　☎03－5432－1526　　
※前売チケット情報の詳細は、本紙7面・世田谷パブリックシアター欄をご参照ください。

Illust  GORO HON

高校生以下  2,000円

高校生以下は世田谷パブリックシアターが
おすすめする公演のチケット料金半額！

＊ 『にんぎょひめ』・“Jazz for Kids”は、
　4歳未満のお子様は保護者のお膝の上で無料となります。

高校生以下  1,500円

●区民 2,700円　
●一般 3,000円

＊

＊

脚本・演出：テレーサ・ルドヴィコ
出演：大方斐紗子　松橋登　
豊島理恵（オペラシアターこんにゃく座）
楠原竜也　萩窓子

出演：日野皓正Quintet
Dream Jazz Band　ほか

“Dream Jazz Band”とは、世田谷区教育委員会主催
「才能の芽を育てる体験学習事業“Dream Jazz Band 
Workshop”」で校長を務める日野皓正が結成した区立
中学生によるバンドです。

撮影  増田典子

＊6/11㈭・12㈮は、世田谷区立小・中学校の団体鑑賞日です。
＊6/13㈯は、16時から｢劇場ツアー｣を開催します。
                                        （要別途申込・6/4～受付）　　

☆託児サービスのご案内（定員あり・要予約）
■¥2,000円　■対生後6か月以上9歳未満（障害のあるお子様についてはご相談ください）
■申公演の3日前の正午までに劇場託児受付（☎03－5432－1530）へお申し込みください。

こどもの劇場2009
アンデルセン作『人魚姫』より

『にんぎょひめ』

三軒茶屋キャロットタワーの中に劇場があることを知っていますか。
世田谷パブリックシアターでは、おとなはもちろんのこと、こどもも楽しむ
ことのできる企画をたくさんご用意しています。高校生以下の皆さんに
は、「劇場がおすすめする公演を一般料金の半額」でご覧いただけ
る新たなサービスもスタート。あなたの街の劇場に、ぜひ遊びに来てく
ださい。

５周年！

詳細はHPへ！　http://setagaya-pt.jp/

今月
の

つれ
づれ

トー
ク

の春より、世田谷パブリックシアターでは高校生以下の若い
皆さんにも気軽に「劇場」を体験していただこうと、「高校生以下

半額サービス」や、たくさんの参加型プログラムを準備しています。
舞台芸術を観たり、ワークショップを体験することで感じ考えたことは、
より豊かな自己表現へとつながっていきます。それは、社会生活を
より豊かに送るための“想像力を育み、創造力を培う”ものだと
思います。そして、こどもも大人も劇場に集まる皆さんが喜怒
哀楽を共にしていただくことによって、“劇場の色”が、更に
深まっていくことを楽しみにしています。（談）

世田谷パブリックシアター芸術監督  野村萬斎

今号は区のおしらせ「せたがや」と別折込になっています。

文化   生活   スポーツ
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P5
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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

■
■
■
■
■
■ 

 韓国文化週間2009
 企画展「日本の自画像」
 New Lifestyle Design － 使いやすさの今とこれから
 コース型フィットネス教室　参加者募集！！
 せたがやファミリーコンサート
 『ドリアン・グレイの肖像』出演：山本耕史 ほかお得な情報満載！

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！

みんなでつくる「劇場」

こ

世田谷文学館
世田谷美術館

生活工房
（財）世田谷区スポーツ振興財団

音楽事業部
世田谷パブリックシアター

こ  やなぎ たね  くに

←“高校生以下割引あり”マークです

の    むら まん  さい
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下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

堀内誠一　旅と絵本とデザインと
7月4日㈯～9月6日㈰　2階展示室
『アンアン』や『ブルータス』といったヴィジュアル雑誌のア
ートディレクションを数多く手がけ、絵本作家としても、『ぐ
るんぱのようちえん』をはじめ、数々の名作を生み出した
堀内誠一。本展では、幼少期から晩年
に至るまでの足跡をたどり、「デザイ
ン」・「絵本」・「旅」の３領域にわたる、
創作活動の全容をご紹介します。
■￥一般700円、大・高生500円、65才
以上・障害者350円　※中学生以下
無料、団体割引あり

共催講座
■世田谷おはなしネットワーク　いせひでこ氏
講演会
ご存知『ルリュールおじさん』『にいさん』等、多くの自

作絵本について、旬のお話を伺います。（共催：世田谷
お話ネットワーク）
6月25日㈭13：00～15：30（開場12：30）
1階文学サロン
■講いせひでこ（絵本作家）　■￥100円／当日先着80名
■烏山「心をつなぐ」音楽会　「日本のうた」の系譜
歌い継がれてきた唱歌・童謡。これからも歌い伝えたい「日
本のうた」明治編を歌う。（共催：烏山「心をつなぐ」音楽会）
6月28日㈰開演14：00～15：30（開場13：30）
1階文学サロン（曲目:花、荒城の月 他）
■￥500円／定員150名　■申6月15日㈪必着で、氏名・住所・
電話番号を明記のうえ、往復ハガキ（２名まで連名可）で
烏山「心をつなぐ」音楽会・磯部宛 （〒157－0062 芦花
公園駅前郵便局留）へ　（応募者多数の場合は抽選）

友の会主催講座
■現代に生きる『徒然草』（全２回）
6月5日㈮・6月12日㈮14：00～16：00　2階講義室
■講島内裕子（放送大学准教授）■￥700円　■申当館友の会
（☎5374-9111）へお問い合わせください。

企 画 展

生誕100年　松本清張展
清張文学との新たな邂逅

開催中～6月7日㈰　2階展示室
ミステリー、現代小説、歴史小
説、現代史、古代研究など広範
な分野で卓越した業績を残し
た巨人・松本清張。作家として
の基層を形作った､知的経験と
エネルギーの凝縮した小倉時
代と､旺盛な研究心をもってた
ゆまぬ挑戦を続けたその後の
作家活動とに焦点をあてて、
松本清張の全貌をご紹介しま
す。
■￥一般700円、大・高生500円、
中・小生250円、65才以上・障害
者350円　※団体割引あり

かいこう

次 回 企 画 展

書斎の清張　写真提供：文藝春秋

『マザー・グースのうた 第２集』挿絵
  1975年（訳／谷川俊太郎、草思社）

日本の自画像 写真が描く戦後1945－1964清張文学との新たな邂逅割　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 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
開催中～6月21日（日）生誕100年 松本清張 展

一般700円→500円　大・高生500円→300円
中・小生250円→150円　65歳以上・障害者350円→250円

世田谷文学館2階展示室　
開催中～6月7日（日）

作絵本作絵本についにつ てて、旬ののお話
お話ネットワワ ク）

展展 話を伺いいて 旬のお話企企 画画 展展

韓国文化週間２００９
文学を中心に韓国文化を紹介する「韓国文化週間」も、今年で５回目を迎えます。
会期中はこれまでの催しの様子をパネル等で紹介するほか、記念のライブ、講座など、
韓国をさらに身近に感じていただけるプログラムを予定しています。こうご期待！

６月１３日㈯～７月１日㈬

韓国絵本を日本に広めた大竹聖美さんによる、
絵本の魅力についての講座です。
６月１４日㈰１４：００～（開場 13:30）１階文学サロン
■講 大竹聖美（韓国絵本翻訳家・東京純心女子大学
准教授）　■￥５００円／当日先着１５０名

世田谷在住のアーティストによる、美し
い癒しの音色が響き渡るソヘグム（韓国
の伝統弦楽器）のコンサートです。
６月２１日㈰１４：００～（開場 13:30）
１階文学サロン　
■出ハ・ミョンス、ユン・ヘギョン、
ルンヒャン　
■￥５００円／当日先着１５０名

韓国絵本がおもしろい コンサート
「伝統楽器ソヘグムと歌のライブ」

宮中音楽などで演奏されてきた伝統楽器の「短簫（タン
ソ）」をとおして、韓国の伝統文化を学びます。
７月１日㈬１７：００～（開場 16:30） １階文学サロン
■講キム・サンジュン（韓国国立国楽院）
■￥無料／当日先着１５０名

駐日韓国大使館・韓国文化院共催
「韓国伝統楽器レクチャーコンサート」

いますす。（共催催：世世田谷います （共催：世田谷

６月１３日㈯、１４日㈰、
２０日㈯、２１日㈰
10：30～17：00 
2階講義室

チマ・チョゴリ
試着コーナー　

ＮＨＫで放映されたドラマ「春のワルツ」でも音楽を
手がけ、義弟は韓流スター、クォン・サンウさんとい
う、話題の作曲家・ピアニストのイルマさん。
２００８年に２年間の兵役を終え除隊、本格的に活動を
再開したイルマさんの記念すべきライブの開催で
す。ライブの後にサイン会も予定しています。
６月１３日㈯１５：００～（開場 14:30） １階文学サロン
■出イルマ（ピアニスト・作曲家）　■￥５００円／当日先
着１５０名　■申当日13:00～整理券を配布します

韓国文化週間５周年記念

「イルマ・ライブ」
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2

文学学を文学文学を
会期会期中会期会期中中中
韓国韓国をを

６月

1

無料

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）

韓 国 文 化 を 体 験 す る 6 月

●期間中１階ミュージアムショップにて、韓国関連グッズの販売をいたします。　　　　　



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

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/

※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
～
～

～
～
～

5/31
6/ 7

6/14
6/21
6/28

開催中
6/ 2

6/ 9
6/16
6/２3

坪内美術研究所絵画展
銅版画三人展「存在する話」

植物画展２００９　グループゆりのき
四人展
成城油彩グループ展

宮本三郎と昭和の婦人誌
女性美を求めて

開催中～ 7月26日㈰
婦人公論、主婦之友、婦人世
界、新女苑など、戦前から発
行された婦人雑誌は、趣味や
娯楽、流行など幅広く大衆文
化を支えてきました。本展で
は、装丁、挿絵、寄稿など婦
人雑誌における宮本三郎の
仕事を紹介し、画家と社会と
のつながりや、宮本の求めた女性美を探ります。
■6月のギャラリートーク
テーマ「宮本が求めた女性美と神話の世界」
6月13日㈯14:00～（30分程度）
■￥無料／事前申込不要

宮本三郎記念美術館と地域の会との共催企画と
して奥沢～玉川田園調布～自由が丘の地域にゆ
かりのある人物を講師にお招きし、毎回多彩な分
野をテーマにお届けする連続講演シリーズです。
■人ひろばvol.02
前根明と白石磐が語る「空の旅の舞台裏」
話し手に元パイロットの前根明さん、聞き手に
YS-11の設計等に携われた白石磐さんを迎
え、飛行機操縦の難しさなど飛行上の疑問点
について質問を交えながらお話します。
6月20日㈯14:00～16:00（13：30開場）
■講前根明（元パイロット、航空評論家）、
白石磐（航空技術者） ■￥ 500円／申込先着50名
■人ひろばvol.03　藤原智子が語る
映画「ルイズその旅立ち」鑑賞とトーク
大杉栄と伊藤野枝の娘で、市民運動家の伊藤ルイ
の生涯を追った注目のドキュメント。監督・脚本

を務めた地域在住の映画監督、藤原智子さん
を迎え、作品制作にまつわる様々なエピソード
をお聞きします。（DVD上映）
■講藤原智子（映画監督）
7月12日㈰14:00～16:00（13:30開場）
■￥500円／申込先着50名

文明讃歌
清川泰次が写したマシーン・エイジ

開催中～ 7月26日㈰
清川泰次は、大学生で
あった昭和初期にライ
カを携えて多くの機械
文明の象徴を撮影して
いました。当時最新の
車、都市、建築、鉄道…
興奮とともに写された
当時の文明の象徴の貴
重なドキュメントである
白黒写真を、約100点展
示いたします。

トランス／エントランスvol.8
≒2　にあいこーるのじじょう

当館のエントランス空間が実験的なパフォー
マンスの舞台に！今回は、障がいのある人・な
い人の境界線をクリエイティブに越える、注
目の試みです。大谷燠（DANCE BOX）を
統括に、ダンス（砂連尾理）、音楽（スカンク）、
美術（川井ミカコ）のアーティストがナビ
ゲーターとなり、障がいのある人とともにつ
くりあげた鮮烈な作品を、お見逃しなく！
5月28日㈭　19：30（19：00開場）
当館エントランス　
■￥一般2,000円　障がい者1,500円、（障がい
者とその介助者は合わせて2,000円、中学生以
下無料）／60名　予約／電話または当館ホー
ムページにて（携帯電話不可）

「あいのてさんコンサート」
NHKの番組で活躍した「あいのてさん」が、
世田谷美術館にやってくる！大人も子どもも
めいっぱい楽しめるコンサート！

5月31日㈰　15：00
（14：30開場 16：30終演予定）当館講堂
■出あいのてさん
（野村誠、片岡祐介、尾引浩志）
■￥高校生以上2,000（2,500）円、中・小生
1,000（1,500）円、未就学児は無料
（  )内は当日料金／200名（座布団席含む）
前売・予約：khoomei@vions.jpまで
■問☎090－2918－8424（あいのてさんコン
サートお問合せ専用電話）

おとなも楽しめる
第4回子どものための物語と

邦楽のひととき
6月7日㈰　15：00～16：30　当館講堂
曲目／シンデレラ、春の海ほか
■出牧原くみ子（箏）、富緒清律（三味線）、
芦垣皥盟（尺八）、高橋章子（フルート）他、
こども邦楽教室有志
■￥大人1,000円（高校生以下無料）
／当日直接会場へ
■問世田谷三曲協会・牧原　☎3426－4163

■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、当館総務担当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

6/ 2

6/ 9

6/16

6/23

5/31

6/ 7

6/14

6/21

6/28

●ガラス・二人展
●みみずく会
●サロン・ド・アマツール油彩展
●“世田美大19期生”作品展（第3回）
●世田谷帆船模型愛好会作品展
●風景スケッチ日曜会　水彩画展
●カシャっこサークル　●MY EXPRESSION
●Living Room Café 
　写真のワークショップグループ展vol.5（17日より公開）
●水彩画の会　“美匠”．美匠ジュニア

～

～

～

～

～

●第5回東京パノラマウォーク写真展
●日々是好日（27日より公開）
●別に無し展

●江戸表具を愛する会展

●啓明水墨画会習作展

●第15回　桂翔会墨彩画展

●パレット９９絵画展

向井潤吉アトリエ館
向井潤吉アトリエ館は、耐震調査の結果、耐震化工
事が必要のため当分の間休館します。皆様にご迷惑
をおかけすることを、心よりお詫び申し上げます。

■申往復ハガキまたはEメール（8面記入方法参照）で、
宮本三郎記念美術館「ワークショップ」係へ※連記不可
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

《女性像》1957年（昭和32）

日本メキシコ交流400周年記念
メキシコ20世紀絵画展

太陽と革命の画家たち、
限りない祖国への情熱
日本初公開となるフリーダ・カーロ≪メダリ
オンをつけた自画像≫ほか、メキシコの国内
各地の美術館などが所蔵するメキシコ近代
絵画の巨匠たちの作品を紹介します。
7月4日㈯～8月30日㈰　当館1階企画展示室

前売り券を発売中！ ■￥一般1,000円（当日
1,200円／団体900円）／大・高生、65歳以
上700円（当日900円／団体700円）／中・小
生400円（当日500円／団体400円）
チケット販売所／世田谷美術館、電子チケッ
トぴあ、ローソンチケット、イープラス、ＣＮプ
レイガイド、セブンイレブン、サークルＫサン
クス、ファミリーマート、ＪＴＢ　他
※アーツカードの会員の方は団体料金でご
覧いただけます。

次 回 企 画 展

収 蔵 品 展
平成21年度第1期収蔵品展
人々のものがたり

PartⅠ「人のかたち、人の想い」
開催中～7月12日㈰　
2階収蔵品展示室
収蔵品の中から、人物をモチーフとした作
品を展示します。第1部では、アンリ・ルソー
をはじめとする素朴派の人々が描いた人物
像を、第2部では、写実的な表現や、意識的
に素朴な雰囲気を出した表現、あるいは人
物を幾何学的にとらえた表現など、人の姿
の多様な表現を紹介します。第3部は、同じ
く人物を扱った作品として、農民の姿を木
版画で生き生きと表現した飯野農夫也の
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名以
上の団体料金
※同時開催中の
企画展チケットで
ご観覧いただけ
ます。

■あなたのかお・わたしのかお・
なんのかお？
家族や友達、好きな人、自分の顔、会ったこ
とない人・・・いろんな顔をかいちゃおう！！
会期中の毎土曜日　13：00～15：00
無料休憩所　■￥無料／事前申込不要

関連企画

 　期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

ジョン・ケイン
《ヴァイオリン・レッスン》
1932年

人ひろば

(3日10:00より公開)

昭和15年9月
撮影：清川泰次

世 田 谷 美 術 館 〠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）

写真が描く戦後　
日本の自画像

開催中～6月21日㈰ 1階企画展示室

1945－1964
出品
作家

関連
企画

石元泰博、川田喜久治、木村伊兵衛、
田沼武能、東松照明、土門 拳、長野重一、
奈良原一高、濱谷 浩、林 忠彦、細江英公

写真：田沼武能＜SKDの踊り子 浅草国際劇場上ー東京＞1949年

本展では、木村伊兵衛をはじめ戦後日本の写真界を牽引した11人の写真家たちが
捉えた1945年の太平洋戦争の終戦から1964年の東京オリンピックまでの
激動の時代を、厳選した168点のモノクロ写真作品で紹介します。
また、本展は、世界初の写真による戦後日本社会についての広範な考察であり、
激動する社会のなかで日本人が見せた強靭な生命力と
写真家たちの深い芸術的才能へのオマージュでもあります。

一般1，000（800）円／大・高生、65歳以上800（640）円／
中・小生500（400）円　障害者割引あり　※（　）内は20名以上の団体料金

1955（昭和30）年に写真雑誌『フォトアート』（研光社）の創刊6周年を記念し、
読者向けにプロカメラマンたちの撮影風景を紹介し、写真撮影に親しんでもら
おうと制作された映画です。
6月14日㈰　11：00／14：00／16：00　3回上映　当館講堂
■出木村伊兵衛、三木 淳、大竹省二、秋山庄太郎、林 忠彦、真継不ニ夫、
早田雄二、濱谷 浩、稲村隆正、渡辺義雄、田村 茂、土門 拳
[監督]勅使河原宏　[企画]亀倉雄策　[製作]永井嘉一
1955年／日本／49分　＊DVDによる上映
■¥無料/当日先着150名

過去の我 を々映し出す展示空間に、不意に
表れ、踊る4つの身体。過去と現在の断裂と
連続が、「身体」をキーワードに浮かび上がり
ます。カナダで活躍する注目のダンサー、
服部有吉が演出・出演、コンテンポラリーとス
トリートダンスの気鋭の若手たちも登場。
6月13日㈯・14日㈰ 10：00～18：00（断続的に
出演します）当館1階展示室内　
■出服部有吉、辻本とも彦、群青、TATSUO
■¥無料（ただし展覧会観覧券が必要です）

◉特選名画　キヌタオデヲン座　
　ドキュメンタリー映画「十二人の写真家」上映会

◉身体展示－
　ダンス・パフォーマンス

企画展



２Ｆ ギャラリーカフェくりっく
8：00～21：00
（土・日・祝日は11：00～21：00） 入場無料

開催中～5/30（土）
亀龍会ちぎり絵教室
5/31㈰～6/27㈯
美酒燦々

会場 生活工房 定員 特別編以外14名 
共催 ソニーカスタマーサービス株式会社　

梅雨の時期、晴れ間をぬって、写真やビデオ
撮影に出かけませんか？　左記特別編のほ
か、充実のラインナップで開催します。
※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
ソニーカスタマーサービス株式会社
☎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。

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 6月のご案内
日　程 時　間 一般料金

（税込み）

【無料】パソコンをもっと楽しむ・写真・ビデオ・音楽ソフトの体験（ＶＡＩＯオリジナルソフト体験）
★デジタル一眼レフ基礎１　はじめてみよう！一眼レフカメラ（はじめてのかたへ）
★デジタル一眼レフ基礎２　カメラの基本を学ぼう（撮り方の基本とコツ）
【無料】写真加工入門（PhotoshopElements6使用）
★パソコンで写真を補正しよう（PhotoshopElements6使用）
★はじめてのハイビジョン“ハンディカム”撮り方入門（ビデオカメラの撮り方）
★はじめてのパソコン“ウィンドウズ・ビスタ編”
　特別編・デジタル一眼レフカメラとゆく世田谷線の旅（左記参照、定員10名）

6/17㈬
6/18㈭
6/18㈭
6/19㈮
6/19㈮
6/20㈯
6/20㈯
6/21㈰

14：00－15：30
10：30－12：00
13：30－15：00
10：30－12：00
13：30－15：00
10：30－12：30
14：00－17：00
13：00－17：00

無料体験講座
¥2,100
¥2,100
無料体験講座
¥3,150
¥5,250
¥6,300
¥３,0０0

講　座　名

デジタル一眼レフカメラとゆく
世田谷線の旅

6月21日㈰13：00～17：00　生活工房5Ｆ
集合、世田谷線沿線（雨天時は行程変更）
世田谷の自然や街を撮りながらぶらり旅。
プロから一眼レフの「ぼかし」感を活かし
た撮影のコツを学びます（カメラ貸出）。
■￥3,000円（世田谷線運賃別途）／先着10
名（親子2名1組可）　
■講藤城一朗（写真家）　■申ソニーカスタマ
ーサービス㈱（右記参照）

特別編

アニリール・セルカン

生活のなかのどのような必要性から、
メーカーのどのような思いから製品
は生まれたのか？　技術が開発され、
製品が誕生したことにより、生活はど
う変わり、モノと人との関係はどう変
わったか？　技術と製品の変遷をたど
りながら、私たちは何を手に入れ、こ
れからどうなっていくのか、展示とイ
ベントを通して考えます。　■￥無料

関連イベント 使いやすさとはなにか？…、ご参加の方々と
一緒に考えていきます。

 ①ワークショップ「プロダクトデザインをやってみよう」
アイディアや言葉、絵をカタチにかえる体験実習をとおし、子どもたちにプロダクトデザ
インを体験してもらいます。
6月20日㈯・21日㈰13：00～16：00　生活工房4Ｆ　■講村田桂太（プロダクトデザイナー） 
■対小学校4年生以上　■￥1,500円（材料費込み）／抽選20名　■締6月5日(必着)

 ②シンポジウム「未来に向けて今、デザイナーがやるべきこと」
製品をめぐる「使いやすさ」の現状とこれからの展望を、プロダクトデザイナーとともに
考えます。
6月27日㈯14：00～16：00　生活工房5Ｆ　■出松本有、村田智明、倉方雅行（いずれもプ
ロダクトデザイナー）　■￥500円／抽選120名　■締6月12日(必着)

 ③講演「私の考えるＮew Lifestyleとは」
気鋭の最先端科学技術研究者が、これからの時代の生活スタイル
について語ります。
6月28日㈰14：00～16：00　生活工房5Ｆ　■講アニリール・セルカン
（宇宙物理学者）　■￥500円／抽選120名　■締6月12日(必着)

■申①～③それぞれ、各締切日(必着)までに往復ハガキ、またはＥメール（件名「使いや
すさ」）で生活工房へ（８面記入方法参照、①は希望日も明記）

使いやすさの今とこれから

6 20 7 5 11：00～19：00　生活工房3・4Ｆ土 日

きむらとしろうじんじん

　　　　　 ドゥブリング区
　　　　　 交流写真展
5月28日㈭～6月14日㈰　9：00～20：00（最終
日のみ18：00まで）　3Ｆ生活工房ギャラリー

姉妹都市・オーストリア共和国ウィーン市ドゥ
ブリング区を訪れた小学生による写真展。
［協力］世田谷区教育委員会　■￥無料

ウィーンのカフェスタイルを楽しもう！
6月14日㈰13：30～16：00　生活工房4F
ウィーンの生活文化のお話を伺いながら、
そのカフェスタイルをアレンジ。簡単なお
菓子作りも楽しみます。
［進行］たかはしよしこ（フードデザイ
ナー） ［ゲスト］木暮ウルスラ（声楽家）
■￥1,500円/抽選20名（親子2人1組で参加
可）　■申6月６日（必着）までに往復ハガキ
（８面記入方法参照）で生活工房まで

関連イベント

「野点（のだて）」in三茶
ボランティアスタッフ募集説明会

＆散歩大会
6月6日㈯・7日㈰各日とも10：00～16:00
（昼休みあり※途中参加・退出ＯＫ！）
じんじんと一緒に「野
点」を行うスタッフを募
集します。「野点」はこ
の秋開催する、自分で
絵付けした焼きたてお
茶碗でお茶を楽しむ移
動式カフェによるお茶会です。説明会後は、
野点の会場を探して三軒茶屋を歩きます。
■講きむらとしろうじんじん（美術家）　
■申電話またはEメール（件名「野点」）で生
活工房へ（8面記入方法参照）

豊かなことばの世界
基礎からより豊かな表現力までを目指す
朗読講座です。ご都合にあわせて受講日を
お選びください。
①水曜教室　7月1、8、15、22日　各回
13:30～15：30　■講岩井正（ＮＨＫ日本語
センター）　朗読作品：宮本輝著「螢川」
②木曜教室　7月2、9、16、23日　各回
13:30～15：30　■講森川靄子（ＮＨＫ日本
語センター）　朗読作品：徳川夢声著「デコ

皆様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｣を募集します。
[応募条件]
下記２企画の見学・参加ができる方
①6月20日－7月5日／展示「New 
Lifestyle Design 使いやすさの今とこ
れから」と関連企画
②7月31日－8月9日／展示「森_living」
と関連企画 
[募集人数]
10名程度（上回った場合は抽選）
[特典]
関連企画の参加費が無料になります
[実施内容]
①②会期中（土日を予定）にアンケート
とグループインタビュー（1時間程度）
[応募方法]
6月5日(必着)までに、①住所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)を記入の上、ファ
クシミリ、Ｅメール（件名：「モニター」）
または郵送で、生活工房｢モニター係｣
まで

「生活工房モニター」募集
企 画 展 （高峰秀子）」

③金曜教室　7月10、17、31、8月7日　各
回13：30～15：30　■講金野正人（ＮＨＫ日本
語センター）　朗読作品：重松清著「あいつ
の年賀状」
いずれも生活工房５Ｆ　■￥各20,000円（全4
回分）／先着各15名 ※世田谷区民は18,000
円　■問■申㈶ＮＨＫ放送研修センター（☎3415
-7121、9：00～18：00）
http://www.nhk-cti.jp/

パートナーズサロン2009
老いのこころえ

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ため、ひとり
ひとりで楽しく生きる知恵について、お茶
をいただきながら車座トークで話し合い
ます。
6月13日㈯13：30～16：00　生活工房４Ｆ　
■￥300円／50名（申込不要、直接会場へ）

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/　
☎5432-1543 　  5432-1559 　  ldc@setagaya-ac.or.jp 

生 活 工 房世田谷文化生活
情報センター

TOPI
C!

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」8面を参照ください。 4

下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告



★ツールピラティス
少し慣れたフラダンス
やさしいフラダンス
　 子ども空手教室1組（5才～）
 　子ども空手教室2組（6才～）
夏からのやさしいヨガ
ツールフロー・ピラティス（中級）
★ビギナーズ　ピラティス
ぺルビック（骨盤）エクササイズ
やさしい太極拳
 　ママのピラティス（0～1才2ヶ月）　
やさしいタップダンス　
　 Go Goファンキーガールズ（5才～）
　 親子でエアロ！ひよこ1組（1～2才）　
 　親子でエアロ！ひよこ2組（1～2才）　
　 ママのヨガ（0～1才2ヶ月）
やさしいベリーダンス
　 ヒップホップ・ジュニア（小学生）
はじめよう　やさしい筋トレ
転倒防止とやさしいピラティス
　 親子でエアロ！ひよこ3組（1～2才）
 　戻そう産前！ママエアロ（0～1才2ヶ月）
　 親子でエアロ！うさぎ組（1才6ヶ月～3才）
骨盤セルフトレーニング
　 キッズ・バレエ（5才～）

7/1～ 水曜（全10回）
7/1～ 水曜（全10回）
7/1～ 水曜（全10回）
7/1～ 水曜（全10回）
7/1～ 水曜（全10回）
7/1～ 水曜（全10回）
7/3～ 金曜（全10回）
7/3～ 金曜（全10回）
7/3～ 金曜（全10回）
7/3～ 金曜（全10回）
7/3～ 金曜（全10回）
7/3～ 金曜（全10回）
7/3～ 金曜（全10回）
7/6～ 月曜（全8回）
7/6～ 月曜（全8回）
7/6～ 月曜（全8回）
7/6～ 月曜（全8回）
7/6～ 月曜（全8回）
7/6～ 月曜（全8回）
7/7～ 火曜（全10回）
7/7～ 火曜（全10回）
7/7～ 火曜（全10回）
7/7～ 火曜（全10回）
7/9～ 木曜（全10回）
7/9～ 木曜（全10回）

12:15～13:15
13:30～14:30
14:45～15:45
16:00～17:00
17:15～18:15
19:00～20:00
9:30～10:30
10:45～11:45
12:15～13:15
12:15～13:15
13:45～14:45
15:00～16:00
16:30～17:30
10:45～11:45
12:15～13:15
13:30～14:30
15:00～16:00
16:15～17:15
19:00～20:00
9:30～10:30
10:45～11:45
12:15～13:15
13:30～14:30
12:15～13:15
16:30～17:30

20
20
20
25
25
25
25
25
20
25
20
20
20
18
20
20
20
20
20
20
18
20
18
25
20

コース名 コース名 対　象 時　間 料　金 定員開始日／曜日（回数） 時　間 定員 コース名 開始日／曜日（回数） 時　間 定員

とってもやさしいヨーガ
フラダンス
 　親子でフラダンス（4才～）
習慣！ エクササイズ
★やさしいピラティス
ビューティーピラティス
骨盤ストレッチ
筋トレdeシェイプアップ
やさしいヨーガ
ビューティーヨーガ
シェイプアップ太極拳
　 高齢者ハツラツ体操（60才～）
　 親子で遊ぼう！ リズム体操（2～4才）
ヘルシー太極拳
アロマヨーガ

7/ 1～ 水曜（全12回）
7/ 1～ 水曜（全12回）
7/ 1～ 水曜（全12回）
7/ 1～ 水曜（全12回）
7/ 2～ 木曜（全12回）
7/ 2～ 木曜（全12回）
7/ 2～ 木曜（全12回）
7/ 2～ 木曜（全12回）
7/ 3～ 金曜（全12回）
7/ 3～ 金曜（全12回）
7/ 3～ 金曜（全12回）
7/ 7～ 火曜（全12回）
7/ 7～ 火曜（全12回）
7/13～ 月曜（全8回）
7/13～ 月曜（全8回）

12:40～13:40
14:00～15:00
15:30～16:30
19:40～20:40
9:30～10:30
11:00～12:00
12:30～13:30
13:50～14:50
9:30～10:30
10:50～11:50
19:00～20:00
12:30～13:30
13:50～14:50
9:30～10:30
10:50～11:50

25
25
15組
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15組
25
25

7月4日～9月26日（8月15日を除く）　
毎週土曜（全12回）　千歳温水プール
体育室　9:30～11:00　■対幼児～小学
3年生　■￥7,800円／抽選20名
■締 6月12日（必着）　■申ハガキまたは
ＦＡＸ（8面記入方法参照、学年、年齢、性
別も明記）で千歳温水プール管理事務
所へ

マットや跳び箱などの器具・器械を使っていろいろ
な「技」に取り組むことで、基礎的な運動能力の向
上を目指します。

器械運動
クリニック

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

はホームページからも申込可能　※特に記載のない事業はハガキまたはFAX（8面記入方法参照、参加希望教室、学年、年齢、性別を明記）でスポーツ振興財団へ

各種スポーツ教室
❶中級者弓道教室
７月７日㈫～９日㈭、１４日㈫～１６日㈭　１８：３０
～２０：３０（全６回）　大場代官屋敷弓道場
■対中学生以上　■￥大人３，６００円、中学生１，８００
円／抽選３０名　
❷初心者・初級者アーチェリー教室
７月１２日～８月９日　毎週日曜　１７：３０～１９：３０
（全５回）　世田谷公園内洋弓場　■対小学５年
生以上（小学生は保護者同伴）　■￥大人３，５００
円、中学生以下２，０００円／抽選４０名
❶❷とも■締６月１９日（必着）

めざせトップアスリート
❶サッカークリニック
７月１８日㈯　１０：００～１２：００
総合運動場陸上競技場
■講東京ヴェルディ普及育成コーチ

❷バスケットボールクリニック
７月２０日（月・祝）　９：３０～１１：３０　総合運動場
体育館　■講日本プロバスケットリーグ　bｊリー
グアカデミーコーチ

❶❷とも■対小学４～６年生（保護者同伴）
■￥５００円／抽選各６０名 ■締７月１日（必着）

スキルウォーククリニック
ウォーキングの最先端をマスターしませんか？
6月20日㈯　9：3０～１1：3０　総合運動場体
育館及び公園内　 ■￥大人１，０００円、小中高
生５００円／抽選１００名　■締6月10日（必着）
ハガキまたはＦＡＸ（８面記入方法参照、年
齢、性別も明記）で総合運動場管理事務所
（〒１５７－００７４　大蔵４－６－１ ☎３４１７－４２７６
　３４１７－１７３４）へ

いきいきリズム体操
障害のある方を対象にボールなどを使い、音
楽に合わせた体操などを行います。
７月５日～９月２７日（9月20日を除く）　毎週日
曜　１３：３０～１５：００（全１２回）　千歳温水プー
ル集会室　■対高校生以上で軽度な知的障害
のある方（着替え、トイレが1人でできる方）
■￥６，３００円／抽選１０名　■締６月２２日（必着）
■申８面記入方法参照、障害の程度も明記でス
ポーツ振興財団へ
 第５９回世田谷区民体育大会
ソフトテニス
（壮年男女・一般男女・初級者・中学男女）
①７月５日㈰　②７月１２日㈰　③７月１９日㈰
④７月２９日㈬　⑤７月３０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［種目］①一般女子
A・B・C、壮年男子（４５歳以上）　②一般男子
A・B（高校生含む）、壮年女子、壮年Ⅱ部　③
男女シングルス、初級者　④中学生男子　⑤
中学生女子　■￥１組４００円（③は１人２００円④
⑤は１組２００円）①②６月１９日 ③④⑤７月３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）へ

サッカー（中学・高校生）
７月２５日～８月８日の土曜　二子玉川緑地運
動場ほか　■￥２，０００円（中学生大会は１，０００
円） ■締７月４日　■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
スへメール添付送信。  ■問Ｅメール：ｉｎｆｏ＠
ｓｅｔａｇａｙａｋｕ-ｆａ．ｃｏｍまで　※詳細はホー
ムページｈｔｔｐ：//ｓｅｔａｇａｙａｋｕ-ｆａ．ｃｏｍ/　
※代表者会議は７月１１日㈯18：30から
テニス（中学・高校）
８月３日㈪～８月１３日㈭　※日曜を除く　９：００～
総合運動場テニスコート　［種目・定員］①中
学男子：（単）１２８名、（複）６４組②中学女子：
（単）１２８名、（複）６４組③高校男子（単）２００
名、（複）８０組④高校女子：（単）２００名、（複）
８０組　■￥（単）１００円／人、（複）２００円／組
■申５月２９日㈮１５：００～１８：００に、所定の申込
書に現金を添えて総合運動場会議室兼軽運
動室へ　※受付終了後、空きのある種目は５
月３０日㈯～６月５日㈮
に区テニス協会（１０：００
～１８：００、桜丘１－１７－
１８　☎５４５１－０６９１）
で受付　※郵送不可

日 時
※所定の申込書は、スポーツ振興財団、スポー
ツ振興課、各申込み先で配布しています。

スポーツ・
レクリエーション 田世 谷 区 ス 振 財ツーポ 興 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/

下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

■申下記管理事務所へFAXまたはハガキ（8面記入方法参照）でお申し込みください。
■対　 60才以上、　 対象年齢のお子様と大人、 　対象年齢のお子様、　　　　　以外
は、成人（高校生以上）　1総合運動場管理事務所　〒157－0074　大蔵4－6－1
　3417－1734　 ■締随時、★のみ6月11日（必着）　2千歳温水プール管理事務所　
〒156－0055　船橋7－9－1☎3789－3911　　3789－3912　 ■締6月11日（必着）
※12ともにプログラムの詳細等は各施設の管理事務所へお問い合わせいただくか、ホー
ムページをご覧ください。★託児サービスあり（有料）※詳細はお問い合わせください。

子どもの運動能力と学力には相関がある！
「東大入試に体育を導入しよう」と主張する
著者による文武両道の子どもの育て方。
かけっとで１等賞をとる必勝ドリル付。

深代千之（東京大学大学院教授）著
A5判書籍　定価 1,575 円



下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

　12：30～ 南館６階 ホワイトモール
　14：00～ 本館１階 グランパティオ
　15：30～ 南館１階 プラザ
■出カルテット・スピリタス：
　　松原孝政（ソプラノサクソフォン）
　　波多江史朗（アルトサクソフォン）
　　松井宏幸（テナーサクソフォン）
　　東涼太（バリトンサクソフォン）
■曲「A列車で行こう」:ストレイホーン
　「トトロ・メドレー」:久石譲　他
※当日直接会場へ

初夏のまちかどコンサート

～みんなの想像力で世田谷を冒険のブタイに～
音楽を聴いて感じた「音」から、世田谷の街を舞台にした‘絵’や
‘お話’をみんなで考えてみよう！
発表会では、みんなでつくった「作品」にプロの演奏家による生演
奏も加わって、いっしょにもりあげます！

ワークショップ　
８月４日㈫・１２日㈬ 各日１３：００～１６：００　船橋公文書庫
ワークショップ発表会　
8月２９日㈯１３：３０開演　教育センター３階ぎんが
■講宇井孝司(演出家・脚本家)　■対３日間とも参加でき、みんなと話
し合って物語を作れる、高校生までの個人またはグループ　
■￥1,000円(１人)／抽選２０名程度　■申７月12日までに往復はがき
(8面記入方法参照)に全員の氏名・学年を明記の上、音楽事業部へ

玉川髙島屋S・Cでサックスの響きを
楽しんでみませんか？

せたがやの演奏家シリーズVol.3せたがやの演奏家シリーズVol.3

百武由紀と仲間たち百武由紀と仲間たち
７月５日㈰15:00開演 14：30開場　成城ホール

６月７日㈰ 各回30～40分 入場
無料

イタリア・オーストリア・アルゼンチン・スペインなど、いろいろな国の曲を
ヴィオラを中心にバラエティ豊かにお届けします。

検索

絡絡先先先まで先まで。

検索検索索索音楽事業部

ウェブで検索してね！

〠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/

音 楽 事 部業 ☎5432－1515
10:00～19:00　年中無休

予約したチケットはお近くのセブンイレブンでも
受取りが可能です。※手数料105円／１枚

チケット
申込

営業時間変更！ 世田谷パブリックシアターチケットセンター

6★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￥

出演：百武由紀（ヴィオラ）、松尾俊介（ギター）、斎藤光晴（フルート）
曲目:「ソナタ・コンチェルターナ」：パガニーニ、「アディオス・ノニーノ」：ピアソラ
「フルートとギターのためのソナティーナ作品205」: マリオ・カステルヌォーヴォ＝テデスコ 他
全席自由　
一般（大学生以上） 2,000 円／区民・劇場友の会割引 1,800 円（前売りのみ）
子ども（小学生～高校生） 1,000 円　※未就学児童入場不可

ストーリーワークショップストーリーワークショップ
わくわく！音のものがたりをつくろう！わくわく！音のものがたりをつくろう！

遊 び と 学 び の 子 ど も プ ロ ジ ェ ク ト

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-
☎5432-1535 　 5432-1536   h

事 部業

ジュニア＆ちびっこジュニア＆ちびっこ

3月からはじまった「ジュニア＆ちびっこオーケストラ楽器体験ワークショップ」も10回を終え、
折り返しをむかえました。ジュニアは12パート、ちびっこは5パートの楽器と向き合い、
本番で素敵な音楽を奏でられるように練習を重ねています。楽器にはじめて触れるメンバーも、
オーケストラにはじめて参加するメンバーも、はじめて出会う音楽と仲間との時間を楽しんでいます。
6月のファミリーコンサートまであと1カ月。
メンバーたちが舞台の上で輝いている姿を、ぜひ見に来てください！

ttp setagaya us c pd co ☎5432
10:00～19:00

予約したチケットはお近くのセブン
受取りが可能です。※手数料10

チケット
申込

5 3 535 5 3 536

っジジュュニアア＆ちちびびっっジュニア＆ びジュジュュニアニア＆ア＆ち＆ちびちびっここびっこ

3月か3月からはらはじまったまった「ジュ「ジュニア＆ニア＆ちびっちびっこオーこオーケストケストラ楽器ラ楽器体験ワ体験ワークシークショップョップ」も1」も10回を0回を終え、終え、
折り返折り返しをむかえまかえました。した。ジュニジュニアは1ア 2パー2パート、ちちびっこびっこは5パ5パートのートの楽器と器と向き合向き合いい、
本番で本番で素敵な素敵 音楽を音楽 奏奏でられるようにに練習をを重ねねています。楽器楽器にはじじめてて触れるメンンバーもバーも、

オーケストラ楽器体験ワークショップオーケストラ楽器体験ワークショップ

せたがやファミリーコンサートせたがやファミリーコンサート ～子どもたちのオーケストラ発表会
　　　　　　　　家族で楽しめるクラシック演奏会～　

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

第1部　ジュニア＆ちびっこ オーケストラ楽器体験ワークショップ発表会
　　　　歌劇「カルメン」前奏曲：ビゼー、「シンコぺーテッド・クロック」：アンダーソン
第2部　世田谷シンフォニエッタによるコンサート
　　　　歌劇「運命の力」序曲：ヴェルディ、「タイースの瞑想曲」：マスネー
　　　　組曲「くるみ割り人形」より～音楽と語りで綴る～：チャイコフスキー 他

6月21日㈰ 15:00 開演 14：30開場 世田谷区民会館　
※開演時間が変更となりました。

全席
指定

チケット
販売中

チケット
販売中

山田美也子池辺晋一郎 柴田真郁 三浦章広

松尾俊介百武由紀 斎藤光晴

コンサー
トに向け

て

　 猛練習
中！コンサー

トに向け
て

　 猛練習
中！

出演:池辺晋一郎（おはなし／指揮）、山田美也子（司会）、
柴田真郁（指揮）、三浦章広(ヴァイオリン独奏／コンサートマスター)、
ジュニア＆ちびっこ オーケストラ楽器体験ワークショップ参加メンバー、
せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ）

4月25日号掲載「百武由紀と仲間たち」の子ども料金が誤っておりました。お詫びして訂正いたします。お詫び



世田谷区民観劇レポーター募集      対象公演：8/22㈯ 19時開演 　
　　

［問］劇場／学芸   ※詳細はＨＰをご覧ください　 　［問］劇場　※詳細はお問合せください土曜劇場プレイ･パーク劇場ツアー
① 6/13㈯16：00～　《こどもの劇場2009『にんぎょひめ』劇場ツアー》
② 6/28㈰18：00～　《『狂言劇場　その六』劇場ツアー》
会場：世田谷パブリックシアター

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

〠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 谷 パブリッ シ タ ー田 ク ア

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

※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

http://setagaya-pt.jp http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録） PC 携帯

区民割引は
ございません

S 9，000円
ほか

『BLACKBIRD ブラックバード』
７/１７（金）～８/９（日）

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

S 6，300円 S 6，500円
ほか

A ５，０００円
未就学児童入場不可　

ジーツープロデュース
☎5738－0637

ホリプロチケットセンター
☎３４９０－４９４９

北九州芸術劇場プロデュース
『江戸の青空～Keep On Shackin'～』

5/24（日）～6/7（日）

ハイウッド
☎３３２０－７２１７

学割はハイウッドのみ取扱
未就学児童入場不可7/24㈮～26㈰ ３，4００円 3，5００円

ほか

劇　　場
高校生以下　２，９００円
未就学児童入場不可　

7/3（金）～20（月・祝）
『奇ッ怪 ～小泉八雲から聞いた話』

5，5００円 5，8００円

青年団
☎３４６９－９１０７

シニア〈６５歳以上〉・学生、高校生
以下は青年団のみ取扱
未就学児童入場不可

6/20（土）～28（日）
青年団国際演劇交流プロジェクト2009 
日仏交流企画
『鳥の飛ぶ高さ』 Par-dessus bord
※日本語／フランス語上演・日本語字幕付

３，3００円 3，5００円
ほか

A ３，５００円 
高校生以下  各一般料金の半額
未就学児童入場不可　

7/3（金）～５（日）

ミラノ・ピッコロ座
『アルレッキーノ－－－二人の主人を一度にもつと』
※イタリア語上演・日本語字幕付

S ４，７００円
ほか

S 5，000円
ほか

世田谷パブリックシアター発売開始

『true／本当のこと』

シアタートラム

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定　●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。また、開演後は本来のお席にご案内できない公演もございます。予めご了承ください。 ●｢せたがやアーツカード｣のご案内　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。是非ご利用ください。■問劇場チケットセンター

劇　　場

劇　　場

A ６，３００円　
未就学児童入場不可　

■ハイウッド　3320-7217問

●区民  6/4（木） 3,400円  
●一般　6/5㈮　 3,500円　学割はハイウッドのみ取扱      

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可
8/6（木）～9（日）

営業日・営業時間が
変わりました☎5432-1515 10：00～19：00・年中無休（年末年始除く）

オンラインチケット

鼓童『打男　DADAN』

■Zen-A　3583-6766／鼓童　0259-86-3630問

未就学児童入場不可
9/19（土）～23（水・祝）

トヨタコレオグラフィーアワード2008受賞者公演
金魚（鈴木ユキオ）『言葉の縁』 

へり

６/６(土)、１３(土)、２０(土)、２７(土) 　１０：００～１２：００

■￥区民400円　一般500円　高校生以下300円／定員２０名 
■申劇場チケットセンターにて受付中

■￥５００円／定員3０名 　
　 は先着5名様までご本人に限り無料　　　
■申①6/4㈭～　②6/21㈰～
劇場チケットセンターにて受付 ※未就学児童参加不可

※第2、3、4週目は受付終了

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。

255/シアタースケジュール
5/25～6/30

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 16/

北九州芸術劇場プロデュース『江戸の青空 ～Keep On Shackin’～』　 こどもの劇場2009『にんぎょひめ』
※6/11（木）・12（金）は、世田谷区内小中学校の団体鑑賞日です。

シス・カンパニー公演『楽屋～流れ去るものはやがてなつかしき～』　■問シス・カンパニー 03-5423-5906 
※当日券は、各公演日の前日（12時～14時）に購入用整理番号の電話予約を承ります（チケットぴあ　0570-02-9571）

芸術監督・野村萬斎企画「狂言劇場 その六」  　

青年団国際演劇交流プロジェクト2009　日仏交流企画
『鳥の飛ぶ高さ』Par-dessus bord

ド
リ
ア
ン・グ
レ
イ
の
肖
像
　

原作　オスカー・ワイルド　構成・演出　鈴木勝秀
出演　山本耕史　加納幸和　伊達暁　三上市朗　米村亮太朗　ほか　

8月21日㈮～31日㈪  世田谷パブリックシアター　　

童話『幸福な王子』や戯曲『サロメ』などで有名なイギリスを代表
する詩人・劇作家・小説家オスカー・ワイルドが残した唯一の長編
小説を、ミュージカルからストレート・プレイまで幅広く手掛ける
鈴木勝秀の構成・演出により、遂に舞台化します。
物語は19世紀末のロンドン。若き美貌の青年貴族ドリアン・グレイ
の魅力に惹かれた画家バジルは、そのグレイの美しい姿を全身全
霊の思いで肖像画に残す。そこで初めて自らの美を認識したグレ
イは悪事を重ね、快楽に溺れていく・・・。強烈な自我に目覚め、苦
悩するドリアン・グレイを演じるのは舞台、ドラマ、映画と大活躍の
山本耕史。どうぞお見逃しなく！

全席指定　
●区民 6/27（土） A 6,700円　
●一般　6/28（日）　
　A  7,000円　 B 5,000円
●高校生以下
　各一般料金の半額
（劇場チケットセンターのみ取扱、
要年齢確認）

チケット発売
開始！

■劇場問

7/10（金）・11（土）韓国国立劇場 『胎 ～The Life Cord～』
※韓国語上演・日本語字幕付

テ

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

チケットの
お 申 込

photo MIOW HIROTA

（劇場チケットセンターのみ取扱、要年齢確認）
高校生以下割引あり→各一般料金の半額になります　

狂言劇場 その六

作：カルロ・ゴルドーニ　
演出：ジョルジョ・
　　 ストレーレル
■出フェルッチョ・ソレーリ
（3、5日）　
エンリコ・ボナヴェーラ
（4日） ほか 作・演出：オ・テソク

photo Ciminaghi／Piccolo Teatro di Milano

ミラノ・ピッコロ座
『アルレッキーノ
―― 二人の主人を一度にもつと』

韓国国立劇場
『胎 ～The Life Cord～』

7/10㈮19時開演

テ

※未就学児童入場不可

見どころ
満載!

観劇後(無料)、舞台の模様を広く伝えていただくレポーターを募集しています。（６００字程度のレポート提出。若干名)
■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 6／12（必着）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。

イタリアの
伝統的仮面即興喜劇
「コンメディア・デッラルテ」
が海を越えて今ここに！

●区民  5/29（金） S 6,200円  
●一般　5/30㈯　 S 6,500円　A 5,500円
 

●区民  5/30（土） 指定席 3,500円
●一般　5/31㈰ 指定席 4,000円　3階自由席 2,000円
　高校生以下  指定席 2,000円　3階自由席 1,000円      

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中

６/２４（水）～２９（月） A・Bプログラムあり。詳細は8面をご覧ください。

世田谷
パブリックシアター

7/3㈮～5㈰ 

※7/4・5は終演後ポストトーク
　あり （野村萬斎ほか）

※終演後ポストトークあり （オ・テソク＋野村萬斎）

※13時半よりプレトークあり （オ・テソク＋大笹吉雄）
7/11㈯14時開演



8★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￥

下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

狂言劇場
芸術監督・野村萬斎企画

Aプログラム

Bプログラム

6月24日㈬～29日㈪　
世田谷パブリックシアター
■出野村万作　野村万之介　野村萬斎　石田幸雄
深田博治　高野和憲　月崎晴夫　ほか万作の会

■￥区民　Ｓ席7,200円　
一般　Ｓ席7,500円　Ａ席5,000円　ＳＡ席7,000円
高校生以下　各一般料金の半額（要年齢確認）
＊SA席と高校生以下は、劇場チケットセンターのみ取扱
＊6/28㈰は18時から「劇場ツアー」開催（要事前申込）

■出イルマ（ピアニスト・作曲家）
■￥５００円／当日先着150名
※当日13：00～整理券を配布
します。
※サイン会は当日13:00～販
売するCDなど関連グッズをお
買い上げのお客様が対象とな
ります。

チケット

発売中

シリーズ企画「狂言劇場」の第六弾は、7月に当劇場で行うイタリアの伝統仮面喜劇、
ミラノ・ピッコロ座『アルレッキーノ――二人の主人を一度にもつと』との対比をお楽
しみいただこうと、二人の主人をもつという設定の狂言や面を使った狂言など充実し
たプログラムでおおくりします。“日伊喜劇競演”を、ぜひ、お見逃しなく。

■問世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432－1515

6/24 ㈬ 6/25 ㈭ 6/26 ㈮ 6/27 ㈯ 6/28 ㈰ 6/29 ㈪
B A■

A A◎ B B
14:00
19:00

◎＝ポストトークあり
　　（出演：野村萬斎）
■＝視覚障害者のため
　　の舞台説明会あり

＊前売チケット情報の詳細は7面をご覧ください

その六

2005年第1回「韓国文化週間」記念ライブで来日してから5年―。この5年間は、イルマ
さんにとっても、大きな変化がありました。2年にわたる兵役を無事終え、プライベー
トでは結婚し一児の父となったイルマさん。公私ともに充実した日々をおくるイルマ
さんの今後の活動には、韓国内外で大きな期待が寄せられています。今、最も注目さ
れる音楽家のひとりであるイルマさんのライブです。この機会を、どうぞお見逃し
なく！

せたがや文化財団では、『世田谷美
術館』『世田谷文学館』『世田谷文化
生活情報センター』にある『生活工
房』『世田谷パブリックシアター』『音
楽事業部』の情報や財団の概要など
をホームページに掲載し、多くの
方々にお知らせしています。この度、
ホームページがリニューアル！各施設
へのリンクはもちろん、今ホットな情
報などを分かりやすくお知らせして
います。新たに子どものためのプログラム情報をまとめた「教育普及プログラム」、
採用情報などを追加。より充実の内容をお届けします。これを見れば「せたがや文
化財団」の全てが分かります！。ぜひ『せたがや文化財団』へアクセス！

「せたがや文化財団」
ホームページ、
6月リニューアルオープン！

■問世田谷文学館　☎5374－9117

６月１３日㈯１５：００～
（開場14：00）
１階文学サロン

http://www.setagaya-bunka.jp/

せたがや文化財団 検索
■申ハガキまたはFAX（下記記入方法参照）で下記管理事務所へ　■締 6月2日必着　
■問千歳温水プール管理事務所　〒156－0055　船橋7－9－1　☎3789－3911　　
　3789－3912
※詳細は世田谷区スポーツ振興財団ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

韓国文化週間２００９韓国文化週イルマ・ライブ

撮影　久家靖秀

  狂言『清水』／能楽囃子／狂言『博奕十王』
し みず ちばく おうじゅう 

  狂言『二人大名』『縄綯』／能楽囃子／狂言『雷』
だい みょうふた り なわ ない かみなり

6月12日㈮～14日㈰

アドレスも

リニューア
ル！

コメディア

●各日、先着100名に花の苗木をプレゼント！
●12日㈮　全館無料開放！　　ほか、各種イベントあり

ただいま
製作中！

ただいま
製作中！

内　容日程 時　間 対象・定員など
12～14日 苗木の配布 9:00～ 各日先着100名
12日 無料開放 終日 全館無料（団体利用、駐車場を除く）

13、14日

14日

★は事前に参加・出店の申込が必要です。

水泳ワンポイント
レッスン

水泳記録会

11:50～、13:50～
15:50～、17:50～

10:00～11:00
14:00～15:00

■対小学生以上

■対小学生以上で25ｍ以上泳げる方

★親子体操教室

送迎バスの運行
※ルートは予定

★フリーマーケット

9:30～11:00

8:30～15:30

9:00～15:00

■講前田明美（NHKテレビ体操で活躍）
■対13日：3～4歳の子どもと大人
　14日：5～6歳の子どもと大人
■￥施設利用料/各抽選15組

A:千歳～八幡山駅付近・千歳烏山駅付近ほか
B:千歳～千歳船橋駅付近・経堂駅付近ほか
■￥出店料500円/抽選20店舗

編集局
おすすめ

！

●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


