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7月25日㈯ 募集開始

11月8日㈰　駒沢オリンピック公園陸上競技場
8:30 Ｓｔａｒｔ（荒天中止）
ハーフマラソン　日本陸連公認コース 〈距離21.0975ｋｍ〉

健康マラソン 〈距離5ｋｍ・2ｋｍ〉／駒沢オリンピック公園（周回）

　　　　　出場する部門に該当する健康な方（18歳未満は保護者の同意が必要）
　　　　　ハーフマラソン／3,000円
　　　　　健康マラソン／高校生以上1,000円、小・中学生300円
　　　　　ハーフマラソン／抽選1,000名、健康マラソン／先着1,600名
　　　　　インターネットまたは電話 
●インターネット　スポーツエントリー　http://www.sportsentry.ne.jp/　
※携帯電話でもアクセス可能（但し、エントリーできない携帯電話も一部ございます）
●電話　☎０57０-０37-846（平日10：00～17：30）
　　　　　9月4日㈮　※健康マラソンは定員に達し次第、締切となります。

配布先・・・区内公共施設（出張所、まちづくり出張所、区民センター、地区会館、図書館等）
専用HPからもダウンロード可。
http://www.se-sports.or.jp/246/index.html

ハーフマラソン無料招待、優先出場権、健康マラソン出
場権の特典あり！　正しい姿勢づくりや腕ふり、ペ－ス走
や栄養面からランニング技術の習得を目指しましょう。

　　　　　　 9月12日～　毎週土曜　10:00～12:30（全5回）
10km走のタイムでクラス分け
（A.30～40分台　B.50分台　C.60分台　D.70分台　E.80分台～）
［総合監修］高野進（バルセロナ五輪陸上競技男子400m8位入賞）　
■対大会出場を目指す区内在住・在勤・在学の健康な中学生以上　
■￥8,000円／抽選150名　■締8月31日（必着）　
■申ハガキまたはFAX（２面記入方法参照、年齢、学年、性別、10ｋｍ走
のタイム、希望クラスを明記）でスポーツ振興財団へ

本では、ニューイヤー駅伝に始まり数々の駅伝・マラソン大会
が全国各地で行われています。どの大会もスタートからゴール

まで沿道の応援が途切れることはありません。ランナーは個ですが、
人々との様々な共有が実感される素晴らしい光景だと感じています。
　走るという行為は単純です。とにかく前に進む運動で、ただただ「ひ
たむき」になれるし、自分の成長が距離やタイムに表れるのでわかり
やすい。走り終えた時の爽快感・達成感は、やみつきになる「気持
ちよさ」です。
　次第に自身の身体と会話をし、状況把握や変化の予測が
可能になる頃、もはや走りは日常の一部になっているは
ずです。単純だけどその魅力は奥深いものです。

明治大学競走部　駅伝監督  西弘美

マラソンの魅力・走る楽しさ
世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント

高野進 ランニングクリニック高野進 ランニングクリニック高野進 ランニングクリニック
HP

総合運動場

大会申込パンフレットに記載の誓約事項に同意の上、お申し込みください。

●受付 6:45～7:45　●開会式 7:45　●制限時間 130分（途中関門4ヶ所）
●種目 陸連登録者男女、高校生～39歳男女、40歳～59歳男女、60歳以上男女

●受付（予定） 5km A／9:20～10:20　5km B／10:20～11:20
　　　　　　  2km A・B／11:45～12:45　2km C／12:25～13:25

※距離10kmは駒沢オリンピック公園ジョギングコースの一部が工事で使用できない
ため開催しません。 ゲストランナー

申込に関する
お問い合わせ

世田谷246ハーフマラソンエントリーセンター
（スポーツエントリー内）

☎0120-711-951（平日10：00～17：30）

大会に関する
お問い合わせ

世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局
（㈶世田谷区スポーツ振興財団内）

☎3417-2811（平日9:00～17:00）

参加資格

締　　切

定　　員

参 加 費

申込方法

※年齢は平成21年11月8日を基準とする。

日

S E T A G A Y A  2 4 6  H A L F  M A R A T H O N

㈰ 駒沢オリンピック公園陸上競技場

A Y A 2 4 6 H A L F M A R A T H O N

世田谷246
ハーフマラソン
世田谷246

ハーフマラソン
世田谷246

ハーフマラソン
第4回 

ハーフマラソン 健康マラソン（5km）

新宅永灯至さん

健康マラソン（5km）

アトランタ五輪・シドニー五
輪代表、マラソン日本最高記
録保持者（H21.6.30現在）

モスクワ五輪代表（3000m障害）
ロサンゼルス五輪代表（10000m）
ソウル五輪代表（マラソン）

東京世界陸上マラソン優
勝、バルセロナ五輪・アトラ
ンタ五輪代表

谷口浩美さん
東京電力長距離・駅伝チーム監督

高岡寿成さん
カネボウ陸上競技部コーチ

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

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-bunka.jp/　
　　　　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

■ 堀内誠一　旅と絵本とデザインと
■ メキシコ20世紀絵画展
■ 各種スポーツ教室　参加者募集
■ ！催開りよ日82月7　展」gnivil_森「 
■ 林隆三出演　ドラマ・リーディング『世界が緑色だったとき』
■ 世田谷区芸術アワード2008受賞作品 和楽器ＤＥアジア音楽探訪

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！
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メキシコ20世紀絵画展

期　間 区民ギャラリーＡ 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

●パレット・サークル展　
●AQUARELLE
●アートスペース・オー第15回クロッキーの会作品展
●未来をのぞく住宅展
●世田谷平和美術展
●星の子展（19日より公開）

開催中

7/28
8/ 4
８/11
8/18

7/26

8/ 2
8/ 9
8/16
8/23

～

～
～
～
～

●第15回「青人会」絵画展　
●21期生和紙造形展「六夢」
●月・水・木の会
●陶響展－彩りの土の舞－　●磯岡・荻島ふたり展
●えなつよしみ作品展
●ニューヨーク101ジェファーソン通りＳの部屋から

企 画 展

平成21年度第1期収蔵品展
人々のものがたり

PartⅡ「利根山光人とマヤ・アステカの拓本」
開催中～9月11日㈮　2階収蔵品展示室
■￥一般200（160）円／大・高生150（120）円
／65歳以上、中・小生、障害者100（80）円　
（　 ）内は20名以上の団体料金

ミュージアム・セッション特別講演
手で見る彫刻展－

ルーヴル美術館の試み
8月7日㈮14：00開演（13：30開場）　講堂
フランスのルーヴル美術館の研究員を講師に
迎え、同館における視覚障害者のための美術鑑
賞の取り組みをご紹介します。同時通訳付き。
■講シリル・グイエット（ルーヴル美術館研究
員） ■￥500円（視覚障害者とその介助者は
無料）／当日先着150名

第33回 世田谷区民絵画展作品募集
［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15日㈯、16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］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。
［配布場所］㈶せたがや文化財団施設（世田
谷美術館、清川泰次記念ギャラリー、宮本三
郎記念美術館、世田谷文学館、文化生活情報
センター）、世田谷区の公共施設（区役所文
化・国際課、総合支所、出張所、まちづくり出
張所、区民センター、図書館など）
［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　☎3415-6011㈹

日本メキシコ交流400周年記念
メキシコ20世紀絵画展

開催中～8月30日㈰　１階企画展示室
■￥一般1，200（900）円／65歳以上、大・高生
900（700）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

関連企画
■朗読会「メキシコの詩を聴く」
7月26日㈰14:00～/15:00～/16:00～各回
20分程度　講堂
メキシコで生まれた詩を、スペイン語で朗読
します。（日本語訳を配布予定です）
■出大越タニア　■￥無料
■ギャラリーガイド
8月中は鑑賞リーダーが毎日展示室におり、
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。
　　 ■100円ワークショップ

どな」皿絵コシキメ・ルフラカ「 　　
8月中の毎週金・土曜日14:00～16:00当館
地下休憩所
その場でどなたでも参加できる簡単な工作です。
■￥1回100円／随時受付

オルセー美術館展
パリのアール・ヌーヴォー

－19世紀末の華麗な技と工芸－
9月12日㈯～11月29日㈰　1階企画展示室
9月11日まで前売り券発売中！■￥一般1,100
円（当日1,300円／団体1,000円）65歳以
上、大・高生900円（当日1,100円／団体800
円）中・小生500円（当日600円／団体400
円） 障害者割引あり
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、サーク
ルＫ・サンクス、ファミリーマート他
※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。

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㈰

絵画のレシピ
宮本三郎の表現と画材

8月1日㈯～１１月29日㈰
宮本三郎が愛用したさ
まざまな画材を紹介し
ながら、そこから生みだ
されていった多彩な絵
画表現を検証します。
■8月のギャラリートーク
「宮本三郎の素描と画材」
８月８日㈯14:00～（30分程度）　申込不要
■￥無料（ただし観覧料が必要となります）
　　 ■夏のオープンワークショップ
　　 「思い出の色パステルをつくろう」
「思い出」をこめて、好きな色、好きな形の自
分だけのパステルをつくろう！ 開館中なら、だ
れでも、何度でも気軽にご参加いただけます。
８月１日㈯～１４日㈮の開館中いつでも　■￥１００円
■親と子の鑑賞教室
世田谷美術館の鑑賞リーダーと一緒に、親子
で美術館を楽しもう！ 
８月５日㈬、６日㈭、１２日㈬、１３日㈭10:30～
11:30
■￥無料（観覧料のみ）／申込先着親子１０組
■申電話またはFAX（欄外記入方法参照）で当
館へ 　3722-5181
■音広場・夏
「ラテン－はじけるリズム・うねるサウンド－」
異彩を放ち続ける、日大リズム・ソサエティ・オー
ケストラ。熱烈なラテンのリズムと、空間をうめ
つくす厚みのあるサウンド。夏の暑さに負けな
い、熱いラテン・サウンドをお楽しみください。
８月３０日㈰１９：００開場（１９：３０開演）
■出日本大学リズム・ソサエティ・オーケストラ
■￥１，５００円／申込先着５０名
■大蛇ワークショップ2009

「織ろう、つなごう、みんなの大蛇」
奥澤神社の大蛇づくりを見学したあと、みん
なでつなぐ織物の大蛇をつくります。
９月６日㈰１１：３０～１７：００　■講森明子（手織適塾さ
をりスタッフ）　■￥１,０００円／申込先着親子10組
■音と映像で楽しむクラシック講座vol.12
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。
９月１２日㈯１４：００～１８：００（１３：３０開場）
プログラム：モーツァルト作曲「フィガロの結婚」
■￥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－絵画に宿る詩情
8月1日㈯～１１月29日㈰
清川泰次の画面構成から湧
き出る鮮麗なイメージと彼
の残した言葉の数々を介し
て、清川泰次が作品に託し
た詩情と想いを探ります。

宮本三郎記念美術館
〠158－0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483－3836

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

■申往復ハガキまたはEメール（欄外記入方法参照）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

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了
三人展（油絵と水彩）
小澤俊樹写真展　《パステルカラーの旅１》
絵手紙展
陶・父と子・それぞれの茶

開催中～
8/ 4～
8/11～
8/18～

7/26
8/ 9
8/16
8/23

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

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。

次 回 企 画 展

世田谷美術館本館2階ライブラ
リー前の小コーナーでは、８月１
日㈯から１１月２９日㈰まで向井
潤吉がルーヴル美術館で摸写
した作品を展示しています。

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

収 蔵 品 展

ディエゴ・リベラ
《夜の風景》1944年、
INBA／メキシコ国立
近代美術館蔵
©Banco de México, 

Fideicomiso relativo 
a los Museos Diego 
Rivera y Frida Kahlo. 
Pho to©Franc i sco 
Kochen

利根山光人《雨神チャックの世界》1961年

向井潤吉《泉》
（アングルの摸写）

1929年

《海の見える街》1956年

《海の記念日》1971年（昭和46）頃）

■堀内さんの絵本
8月8日㈯14:00～15:30
■出スズキコージ（絵本画家）×土井章史（トム
ズボックス代表・絵本編集者）
■堀内さんの雑誌づくり
8月29日㈯14:00～15:30
■出石川次郎（エディトリアルディレクター）×
幅允孝（BACH代表・ブックディレクター）
キッズ・プログラム
■紙芝居
8月1日㈯　1階文学サロン
堀内さんが描いた紙芝居を実演します。
11:00～　約30分　『したきりすずめ』
（脚本／松谷みよ子、絵／堀内誠一）
13:00～　約30分　『こぶたのまーち』
（作／村山桂子、絵／堀内誠一）
■￥無料／各回先着80名　
※直接会場へお越しください。

共催講座
■「川野里子　短歌大会」
（共催：世田谷文芸クラブ）
9月9日㈬13:30～（13:10～受付） 1階文学サロン

■￥1,000円　■申8月20日までに応募提出歌を
一首、（〒111-0035台東区西浅草2-2-8-504
FAX03-5828-9529　新井宛）へ送付。

友の会との共催講座
■生誕百年「太宰治を語る」

9月27日㈰14:00～　
1階文学サロン
■講太田治子（作家）　
■￥友の会会員500円、一般700円
■申9月13日（必着）までに往復ハガキ（欄外記
入方法参照）で当館友の会へ。

企 画 展
堀内誠一　旅と絵本とデザインと
開催中～9月6日㈰　2階展示室
雑誌のアート・ディレクターとして、また、絵
本作家として、多彩な創作活動を繰り広げた
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、「旅」・「絵本」・「デザイ
ン」の3領域にわたる創作活動の全容を、約
200点の作品・資料によってご紹介します。
■￥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

関連イベント
トークイベント
会場はいずれも1階文学サロン
■￥各回1,000円（展覧会入場券付き。中学生
以下無料）／定員150名
※各回の当日11:00より1階ロビーにてチケットを販売

世田谷文学賞作品募集！
●部門・字数の制限
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
※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。
●対象　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）。
●選考委員　詩＝新川和江、三田洋　短歌＝
草田照子、佐佐木幸綱　俳句＝小川濤美子、
高橋悦男　川柳＝おかの蓉子、速川美竹
●賞　各部門一席3万円
●応募方法　8月1日～9月1日（必着）までに､
短歌・俳句・川柳はハガキ表面、詩は別紙に､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。
※応募作品の訂正、差し替え、返却は不可。
入賞作品の第一出版権は主催者に帰属。

●発表　入賞者には１１月下旬に通知。なお入賞
者名は本紙12月25日号に掲載予定です。上位入
賞作品は、「文芸せたがや」第29号で紹介。
 特別講座　創作のためのワンポイントアドバイス
短歌8月9日㈰　■講佐佐木幸綱
川柳8月16日㈰ ■講おかの蓉子、速川美竹
全て14:00～15:30　2階講義室　■￥500円
／先着50名　■申各講座開催2週間前（必着）迄
に、往復ハガキ（欄外記入方法に加え、講師への
質問明記）で当館「世田谷文学賞」係へ。1講座
につき1通。連名不可。

お知らせ　世田谷文学館は8月30日㈰休館し、8月31日㈪開館します。

『ぐるんぱのようちえん』（作／西内ミナミ、福音館書店）1965年
※本作の原画は、会期中前後期に分けて展示場面替えを行います。

世 田 谷 文 学 館

世 田 谷 美 術 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）

〠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）

2

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1,200円→1,100円　65歳以上、大・高生900円→800円

中・小生、障害者500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室
開催中～8月30日（日）「堀内誠一　旅と絵本とデザインと」展

一般700円→600円　大・高生500円→400円
65歳以上・障害者350円→300円

世田谷文学館2階展示室　
開催中～9月6日（日）

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  ●世田谷美術館分館（2館）●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



3 ★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￥

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）

7/26㈰～8/22㈯

2F ギャラリーカフェくりっく

開催中～7/25㈯

写真展 イギリスの歴史的ゴルフコース

8/23㈰～9/19㈯ 高野恭史給水塔写真展 －鳥類譜

高村ムカタの木版画展

生活工房 　　　　各講座とも14名

企 画 展

場所 定員

時　間 一般料金（税込み）講　座　名 日　程カセットテープや、レコード等アナログ音
源をＣＤにする新しい講座がスタート！ 
写真撮影の無料体験もご用意しました。

★はじめてのパソコン”Windows Vista編”
デジタルカメラの撮り方入門（人物のいきいきした表情を撮ろう）
★カセットテープやレコードをＣＤで残そう（ＶＡＩＯオリジナルソフト・SonicStage Mastering Studio使用）
★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）
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）
★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）
★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）

14：00-17：00
10：30-12：30
14：00-16：00
10：30-12：00
13：30-15：00
10：30-12：00
13：30-15：00
10：30-12：30
14：00-15：30

８/19㈬
8/20㈭
8/20㈭
8/21㈮
8/21㈮
8/22㈯
8/22㈯
8/23㈰
8/23㈰

¥6,300
無料体験講座
¥3,150
¥3,150
¥3,150
無料体験講座
¥2,100
¥5,250
¥2,625

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

※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。

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 8月のご案内

cochaeの紙nication!!!展
開催中～7月29日㈬　9:00～20:00　
3F生活工房ギャラリー　■￥無料　
　 森_living
森の光と香りが揺
らめく展示空間で、
森の人と過ごす時
間。日本の森と人
の深い関係を考え
ます。
7月28日㈫～8月9日㈰ 11:00～19:00　
生活工房4F　［展示作家］木村崇人（美術家）
［企画協力］私の森.jp　■￥無料

トークイベント「森の人がやってくる」
日本各地から招く「森の名人」と、その手仕事
や森について語り合います。
［協力］㈵共存の森ネットワーク
8月1日㈯ 13:00～18:00　■出長野県木曽郡
　小林鶴三（へぎ板づくり、あじろ編み）
8月8日㈯ 13:00～18:00　■出愛知県豊田市
　水野美代子（草木染め、紙漉き）
8月9日㈰ 14：30～19：00　■出東京都大島町

　高田一善（椿油づくり）
生活工房4Ｆ　■￥無料　■申 不要、時間中にい
つでも直接会場へ（実演や製品の販売あり）

「パパ×ROCK×絵本」展
ROCKの名盤をBGMに
して広がる新たな絵本
の世界をパパと体験し
にきて下さい。
8月2日㈰～31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

1「かんたんミニ絵本」ワークショップ
2枚の紙をつかってその場でミニ絵本をつくり
ます。
8月8日㈯・9日㈰　各11:00～16:00　
3F生活工房ギャラリー
■講山田真志　■￥50円　■申 不要、直接会場へ
2安藤パパのトーク＆ライブ
仕事も育児も人生も楽しむ新しいパパの生
き方トーク。絵本の読み聞かせ会も開催。
8月22日㈯　14:00～17:00　生活工房4F
■出安藤哲也（NPO法人ファザーリング・ジャ

パン代表）　■￥無料　■申電話で生活工房へ
／申込先着50名（親子申込可）

  夏休みこども体験ワークショップ2009
1みのまわりの手すき和紙
美濃和紙の職人と一緒に、和紙のしくみを探
る実験をしながら、和紙と生活のつながりを
考えよう。
8月14日㈮　10：00～16：00　生活工房４Ｆ
■講美濃和紙ネットワーク21＋コド・モノ・コト
■対小学4年生以上　■￥1,000円/抽選20名　
■申8月3日（必着）までに往復ハガキ（２面記
入方法参照）で生活工房へ
2おはなしいっぱい
紙芝居に大型絵本、手あそびなどもりだくさ
ん！（詳細はＨＰ参照）。
8月19日㈬・20日㈭・21日㈮　各11:00～
15:00（14:00～14:20休憩）
■出世田谷おはなしネットワーク　■対乳幼児
～小学生（親子可）　■￥無料／当日自由参加

せたがやアートワークス ～葡萄で染める
世田谷産の葡萄で糸を染めて紐をつくり、
作品に仕上げます。

[全３回完結]
①8月22日㈯ ②9月12日㈯ 
③９月１９日㈯ 
各13：00～16：00　生活工房4Ｆ他　
■講眞田岳彦＋Sanada Studio　■￥5,000円
／抽選15組　■対一般、小学生は親子で　
■申8月12日（必着）までに往復ハガキ（2面記
入方法参照）で生活工房へ

世田谷アートフリマ出展者募集
①世田谷アートフリマvol.12
生活工房（三軒茶屋キャロットタワー）　
9月26日㈯・27日㈰　各11:00～18:00　
②世田谷アートフリマinセタビ
世田谷美術館エントランス前広場
11月3日（火・祝）　11:00～15:00 
※応募・出展は①か②のいずれか一方のみ。 
■締①・②ともに8月12日㈬（必着）　［詳細］
http://artfleama.net/　■問世田谷アート
フリマプロジェクト：中根（世田谷233）☎
5430－8539（12:00～20:00 火・水曜以外）

国際社会に学ぶ海外訪問研修
タイ・カンボジア ツアー参加者募集
世界遺産のアンコール遺跡群など現地の文
化と生活、施設等の視察研修を行い、人々と
の交流を図ります。
日程／11月8日㈰～15日㈰　■￥ 22万円程
度／20名　■対20歳以上の世田谷区民及び
在勤者　共催／世田谷海外研修者の会　
■申募集案内を送ります。希望の方は8月20
日までに、岸田（☎　3417－2013）まで

〠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/

関連企画

関連企画

★印はお申し込み時に住所で判断して、世田谷区民
の方は一般料金の525円引き（税込み）になります

©北村みなみ

世田谷文化生活
情報センター

生 活 工 房

◆アクアスロン
9月23日（水・祝）　総合運動場　[種目]①一般②中学
生③小学4～6年生④小学4～6年生親子⑤小学1～
3年生⑥小学1～3年生親子　■￥ 200円（中学生以
下100円）　※別途傷害保険料　■締9月5日（必着）
■申■問ハガキまたはFAX、E－mailに種目も明記で区ト
ライアスロン連合・荒井（〒213－0033　川崎市
高津区下作延1536－10－701　☎044－844－5057
E－mail: setagaya_toraren@infoseek.jp）へ
◆弓道
9月6日㈰　総合運動場　[種目]中学、高校男女、一
般（大学含む）　■対区内在住・在勤・在学の方　
■￥200円（中学生以下100円）　■締8月24日（必着）
■申ハガキまたはFAXに種目も明記で区弓道連盟・
熊澤（〒156－0055　船橋6－17－13　■FAX 3303－
0412）へ
◆ゲートボール
9月3日㈭　総合運動場　■￥ 2,000円/チーム　
■締 8月17日（必着）　■申■問区協会登録チームは所
定の申込書、未登録チームは往復ハガキで区ゲー
トボール協会・村石（〒154－0017　世田谷1－23－
3　☎3439－1108）へ
◆剣道
9月27日㈰　総合運動場　■￥個人無料、団体1,000
円/チーム、別途保険料100円／人　■締 8月22日
（必着）　■申■問所定の申込書に参加費を添えて現
金書留で区剣道連盟事務局（〒154－0021豪徳寺
1－38－6　豪徳寺駅前郵便局留　☎090－9140－
2494）へ
◆少年サッカー
9月5日㈯～12月13日㈰　二子玉川緑地運動場ほか
■対区内在住・在学の小学生　■￥ 1,000円/チーム　

■締8月8日（必着）　■申FAXで所定の申込書を区少
年サッカー連盟事務局へ　■FAX 3417－1777
◆ソフトボール
9月6日㈰～10月25日㈰　総合運動場野球場ほか　
[種目]男子1・2部、女子、小学生（男・女・混合いずれ
も可）、スローピッチ　■￥ 2,000円/チーム（小学生
無料）　■締 8月8日（必着）　■申■問ハガキにチーム
名、種目、代表者、連絡先を明記し、区ソフトボール
連盟・田井（〒156－0053　桜2－20－11　☎3425
－6167）へ
◆バスケットボール（一般の部）
9月13日㈰～10月25日㈰　総合運場体育館ほか
■対区内在住・在勤者　■￥ 2,000円　■申所定の申込
書を8月23日に駒大高校体育館教官室へ　■問区
バスケットボール協会・沖山　☎090－5536－
6455
◆バドミントン
①8月22日㈯中学生男女②9月
6日㈰高校生男女③9月13日㈰
一般男女　総合運動場　■対区在
住・在勤・在学で学連加盟者以
外の方 ■￥①100円/1人 ②③
200円/1人　■締①8月7日　②8月
15日 ③8月29日　いずれも必着　
■申■問所定の申込書に振込用紙の写しを添付で、区
バドミントン協会・安藤（〒157－0074　大蔵5－8－
6　☎3415－0692）へ

第59回区民体育大会

※所定の申込書、大会要項は、スポーツ振興財団、区スポーツ振興課、総合運動場体育館管理事務所、申込先
にあります。スポーツ振興財団HPからもダウンロード可。

★スポーツのしおり夏号 配布中
スポーツ教室やイベントの情報満載！
配布先:区内公共施設ほか

information

〠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/田 区 ツーポ 興 団

障害者ふれあいボウリングスクール
9月5日～　隔週土曜　10:00～11:30（全3回）
オークラランド（桜3－24）　■対中学生以上で軽度
の知的障害のある方　■￥1回1,300円（ゲーム代、
貸靴代、保険料含む）／先着36名　■締8月21日
（必着）　■申■問ハガキまたはFAX（2面記入方法参
照、参加できない日、年齢も明記）でNPO法人
サーンズ・北口（〒156－0044　赤堤4－42－2　
☎090－9010－2275　■FAX 3323－8250）へ

　　障害児（者）水泳教室
①烏山水泳教室（烏山中学校温水プール）
10月6日～　毎週火曜　18:00～20:00（全6回）
②イルカ水泳教室（総合運動場温水プール）
10月8日～　毎週木曜　16:00～18:00（全7回）
③くじら水泳教室（総合運動場温水プール）
10月8日～　毎週木曜　18:00～20:00（全7回）
④マンボウ水泳教室（太子堂中学校温水プール）
10月10日～　第2・4土曜　13:00～15:00（全
16回）
■対①④小学生以上／①10名④13名、②小学
生／20名、③中学生以上／10名　※いずれも
抽選①～④ともに軽度の障害があり付き添い
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　
■￥①3,200円、中学生以下1,400円②1,700円
③4,000円、中学生1,700円④8,000円、中学
生以下3,400円　■締すべて8月21日（必着）　
■申ハガキまたはFAX（2面記入方法参照、年
齢、障害の内容も明記）でスポーツ振興財団へ
※参加は1人1教室まで

　    めざせトップアスリート
野球クリニック
9月12日㈯　10:00～12:00　
総合運動場　
■講後藤 孝志（元プロ野球選手）
■対小学1～4年生　
■￥500円／抽選60名　■締8月24日（必着）

　  元気なシルバー
いきいきトレーニング

①千歳（千歳温水プール）
9月10日～　毎週木曜　13:00～15:00（全20回）
②大蔵（総合運動場）
9月30日～ 毎週水曜　9:30～11:30（全20回）
■対60歳以上で医師に運動を止められていない方
■￥20,000円／各抽選20名　■締①8月14日②8月
31日いずれも必着

はホームページからの申込も可能 ※特に記載のない事業はハガキまたはFAX（2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（小学生以下は保護者同伴）
※教室などの詳細は、スポーツ振興財団HPをご覧いただくか、お問合わせください。

1子ども空手道教室（全4回） 

2初心者・初級者ソフトテニス教室（全6回）
3初心者・初級者卓球教室(全5回)
4初心者・初級者ショートテニス教室(全5回)

5はじめようスイミング(全12回)

　 6初・中級者水泳教室(全7回)

Ａ 9/1～毎週火曜
Ｂ 9/10～月曜か木曜
Ｃ 9/9～毎週水曜　　
9/6～ 毎週日曜　
9/10～ 毎週木曜
9/12～ 毎週土曜
大蔵A 9/17～ 毎週木曜　
大蔵B 9/18～ 毎週金曜　
千歳 9/25～ 毎週金曜
9/29～ 毎週火曜

Ａ18：30～20：00　Ｂ①16：00～②16：30～③17：00
～④17：30～　Ｃ①14：00～②14：40～③15：20～
④16：05～　※Ｂ・Ｃ①②30分間、C③④35分間
11：00～13:00
19:00～20:30
19:00～20:30
12:00～14:00
14:00～16:00
10:00～12:00
18:15～19:45

       
Ａ九品仏小学校
Ｂ山野小学校
Ｃ上北沢区民センター
総合運動場
松丘小学校
富士中学校
総合運動場温水プール
総合運動場温水プール
千歳温水プール
総合運動場温水プール

Ａ小学生／20名　Ｂ・Ｃ①年少・年中②年長
　③小学１年④小学2・3年／Ｂ①②各5名　
Ｂ③④Ｃ①②各10名　Ｃ③④各15名
①小学3～6年生／20名 ②18歳以上／20名
小学4年生以上／30名
小学生以上／40名
18歳以上／60名
18歳以上／50名
18歳以上／40名
高校生以上／50名

1,200円

①1,800円 ②3,000円
2,500円 ※中学生以下1,500円
2,500円 ※中学生以下1,500円

7,200円

4,200円

日　時教　室　名 会　場 対象／定員(抽選) 料　金

子どもの運動能力育成概論やトレーニング方法などの講義と実技を行います。
8月25日㈫、26日㈬、27日㈭　いずれも16:30～20:30　総合運動場　■対地域で指導している方、
指導したいと考えている方、小・中・高校教員　■￥3,000円／抽選50名　■締8月16日（必着）
■申ハガキまたはFAX（2面記入方法参照、年齢、勤務先または学校名も明記）でスポーツ振興財団へ

子どもを育てる指導を世田谷から 高野進 走力向上指導者クリニック

世 谷 ス 財振

各種スポーツ教室 ■締 1～58月21日、69月7日（いずれも必着）

スポーツ・
レクリエーション



【問】劇場／学芸　※詳細はHP、またはお問合せください考えるワークショップ2009
8/3（月）19:00～21:30　劇場けいこ場     ★今回のお題は［お盆」です
■￥500円／20名　定員になり次第、受付終了   ■対どなたでも   ■申郵送、FAXまたはHPから

【問】劇場／学芸　※詳細はHP、またはお問合せください 土曜劇場プレイ・パーク

4

〠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

世田谷パブリックシアター
7/25～8/31

257/シアタースケジュール

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 27 2924 3130 312927 28 26 28 3018/

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。

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』
■問ハイウッド　3320-7217

10月4日㈰ 15:00開演　14:30開場　成城ホール 一  般（大学生以上）　　  2,000円
区民・劇場友の会割引            1,800円
子ども（小学生～高校生）   1,000円

全席
自由出　演　　　宮谷理香（ピアノ）

ゲスト　　　礒絵里子（ヴァイオリン）

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

せたがやの演奏家
シリーズVol.4 宮谷理香 ピアノリサイタル

〠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/

出演 宇井孝司（演出家、脚本家）
わくわく♪音のものがたりをつくろう！
ワークショップ参加者

出演 仲代達矢、香川京子、黒澤久雄
黒澤和子、池辺晋一郎
せたがやシンフォニエッタ(オーケストラ)

当日、教育センター３階で
１３時より受付開始。先着80名

もしも、鹿鳴館でアジアの音楽が演奏されていたら？

日野皓正 presents “Jazz for Kids”

ドラマ・リーディング31
『世界が緑色だったとき』（シェフのお話）

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

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

☎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

鈴木勝秀 演出×山本耕史 出演
この夏、豪華キャストでお届けする

『ドリアン・グレイの肖像』

8/1㈯・8㈯・15㈯・22㈯　10：00～12：00

和楽器 DE アジア音楽探訪
世田谷区芸術アワード“飛翔”2008音楽部門受賞作品 

韓国・ベトナム・ミャンマーなどアジ
アの音楽を、三絃、十七絃、筝、尺八、
笛、打楽器の音色にのせ、邦楽の新

たな可能性を探ります。

９月４日㈮　19:00開演 18:30開場　世田谷区民会館　
９月５日㈯　14:00開演 13:30開場　成城ホール

※整理券をお求め下さい。　
※学生証の提示をお願いすることがあります

※３歳以下入場不可

※未就学児童入場不可

一  般（大学生以上）　　3,500円
区民・劇場友の会割引          3,000円
子ども（小学生～高校生）1,500円

全席
指定

※未就学児童入場不可

遊びと学びの子どもプロジェクト 
ストーリーワークショップ

わくわく♪音のものがたり発表会！ 

子どもたちが感じた「音」から
「世田谷のものがたり」等を作
るワークショップの発表会です。
プロの演奏家の生演奏と共に
「作品」をお楽しみください。

8月29日㈯ 13:30開演 13:00開場　教育センター３階ぎんが

映画と音楽
黒澤明の世界

８月３
０日

チケッ
ト

発売開
始

チケッ
ト

発売中

故・黒澤明監督の素顔と映画作品につい
て、映像と演奏を交えたトークで迫ります。

11月29日㈰　世田谷区民会館
15:00開演 14:30開場

（前売りのみ）

一  般　　　　　　 　　  2,000円
区民・劇場友の会割引            1,800円
学生(中学生～大学生)     1,000円

全席
自由 （前売りのみ）

子ども（4歳～小学生）無料

出演　　  50期の会

（前売りのみ） 募集開始！　せたがや・アマチュアスペシャルライブ出演者
11月1日㈰　烏山区民会館   日頃の成果を発表してみよう！　■￥無料 ※詳しくはＨＰをご覧ください。

■￥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 ※未就学児童参加不可

『BLACKBIRD ブラックバード』  ■問ホリプロチケットセンター　☎3490-4949　 『ドリアン・グレイの肖像』

へり

『true/本当のこと』
『7 Days Judgement ―死神の精度』 

◇活動内容（8月～）：商店街の装飾など「ものづくり」・大道芸人の付き人ほか
◇説明会：8/8（土）・9/6（日）14：00～16：00　三軒茶屋キャロットタワー5階　
■申郵送・電話・FAX・HPから　■問劇場「アートタウンボランティア」担当 
http://setagaya-ac.or.jp/arttown/ ※詳細は、電話、ＨＰでご確認ください

世田谷アートタウン2009『三茶de大道芸』(10/24・25開催） ボランティアスタッフ大募集！
世田谷パブリックシアターアルバイト募集 ■問劇場

音楽事業部 検索

全席
自由

入場
無料

舞台は19世紀ロンドン。美貌の青年貴族ドリアン・グレイの苦悩と葛藤をピアノの
生演奏と共に描きます。出演は活躍著しい山本耕史、花組芝居の加納幸和、国
民的美少女グランプリ受賞の須藤温子ほか個性派ぞろい。是非お見逃しなく！

【勤務内容】劇場客席案内業務（お客様を客席に案内する立ち仕事中心）【勤務日数】月16日以内
【勤務時間】公演日時にあわせたシフト制。目安として、昼の公演時は12時～17時頃、夜の
公演時は16時～22時頃【時給】850円（研修期間中は800円）※交通費は別に支給【契約期間】
2009年8月から長期希望【募集対象】18才以上（高校生を除く）【募集人数】若干名【選考方
法】１次＝書類選考、２次＝面接【応募方法】2009年7月31日（必着）までに、履歴書（写真を
はり、勤務可能日・時間帯、志望動機を明記）を劇場へ郵送または持参してください。

今年もフェスティバルを一緒に盛り上げる
スタッフを大募集。気分は「大人の文化
祭」？！まずは説明会にご参加ください。

■問劇場　※詳細は前売チケット情報をご覧ください

7/31（金）・8/1（土）　
19:00
シアタートラム
演出／森 新太郎
■出林 隆三  林 真里花

8/21(金)～31(月)　世田谷パブリックシアター
作／オスカー・ワイルド　　構成・演出／鈴木勝秀
■出山本耕史　須藤温子　伊達 暁　米村亮太朗　三上市朗　加納幸和

ドラマ・リーディング31 J.チャイキン＆S.シェパード作
『世界が緑色だったとき』（シェフのお話）

罪を犯した老人と彼を訪ねる若い女性を軸に描く謎に満ちた物
語。演出は、今年、千田是也賞を受賞した演劇集団円の新進若手
演出家・森新太郎。出演は林隆三と林真里花で、注目の初の“親
子二人芝居”です。どうぞお気軽に舞台をお楽しみください。

チケット発売
中！

チケット発売
中！

林 隆三 林 真里花

読む人も、聞く人も、もっと気軽に
たくさんの戯曲に出会う機会を…

山本耕史 photo MIOW HIROTA

■￥ 全席自由：一般1,000円 
　  高校生以下５００円

世田谷パブリックシアターの新企画。テーマを掲げて“考える”ワークショップです。
しかし、あくまで演劇ワークショップ。さあ、頭とカラダ、全身で考えてみませんか。

●区民　A 6,700円
 ●一般　A 7,000円　B 5,000円  ●高校生以下　一般料金の半額　

※詳細は前売チケット情報をご覧ください。

★＝ポストトーク（出演：鈴木勝秀 山本耕史 加納幸和）　

     8/
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※8/23㈰18：30 上演作品レクチャー・30㈰18：00 劇場ツアーあり（要申込/有料）■問劇場

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

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

ハイウッド
☎３３２０－７２１７３，4００円 3，5００円

ほか『true／本当のこと』 

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

ドラマ・リーディング31　
『世界が緑色だったとき』（シェフのお話）

割引は
ございません

全席自由
1，0００円

割引は
ございません 6，3００円

世田谷パブリックシアター発売開始

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

9/18（金）～10/11（日）大人計画『サッちゃんの明日』

■大人計画　☎3327－4312問

未就学児童入場不可

※お一人様１公演２枚まで

※お一人様１公演２枚まで

●区民  7/25（土）　割引はございません
●一般　7/26（日）　6,200円

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中

劇　　場
日野皓正 presents "Jazz for Kids"
8/15(土)15:00 『日野皓正 Quintet Live』
8/16(日)14:00 『Dream Jazz Band 5th Anniversary Concert』

当日券4,000円
開演の１時間前より販売

A 6，700円 A 7，000円
B 5，0００円『ドリアン・グレイの肖像』 8/21（金）～31（月）

S 6，200円 S 6，500円
A 5，5００円鼓童『打男 DADAN』

フキコシ・スペシャル・ソロ・アクト・ライブ　スペシャル
『スペシャル』

9/19(土)～23（水・祝）

9 /26（土）～30（水）

Zen-A ☎3583－6766
鼓童 ☎0259－86－3630 未就学児童入場不可

劇　　場

劇　　場

5,300円5,000円 中村ステージプロダクション
☎5355－1332

石井光三オフィス
☎5428－8736

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

未就学児童入場不可8/6（木）～9（日）

7/31（金）・8/1（土）

石井光三オフィスプロデュース
『7 Days Judgement ―死神の精度』

柿喰う客『悪趣味』

8/21(金)～31(月)

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

9/4(金)～13(日) 2,800円2,700円
初日割引 2,500円　　
学割、団体割は劇団のみ取扱
未就学児童入場不可

学割はハイウッドのみ取扱

あした

9/5（土）～16（水）GEORGIA presents
『ワルシャワの鼻』

■キューブ  5485－8886問

未就学児童入場不可

●区民  8/8（土）　割引はございません　
●一般　8/9（日）　S 9,500円　A 8,500円
 

10/3（土）
17：00

浜田真理子 LIVE　久世光彦マイ・ラスト・ソングVol.2
『～あなたは最後に何を聞きたいか～』

■東京音協　３２０１－８１１６問

未就学児童入場不可●区民  7/30（木）　4,300円　
●一般　7/31（金）　4,500円

遊びと学びの子ども
プロジェクト事業 芸術百華

柿喰う客
☎080－6801－7389

前売予定枚数終了

※『乱』（全配役シャッフル）公演あり。詳細要確認


