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次回のカラー版は2月25日号です　12月25日号は「区のおしらせ」とは別折込です

世田谷文学館
世田谷美術館
音楽事業部

世田谷パブリックシアター
生活工房

（財）世田谷区スポーツ振興財団
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歴史が息づく場所へ

12月12日㈯～2010年2月28日㈰
世田谷美術館　1階企画展示室

■ 
■ 
■  
■ 
■  
■ 

久世光彦展　時をよぶ声
「内井昭蔵展」 関連企画
映画と音楽 ～黒澤明の世界～
「フリーステージ2010」 区民参加団体募集！　　
「時間を食べる」展
コース型フィットネス教室参加者募集！！

《日本聖公会ナザレ修女会ナザレ修道院》礼拝堂
撮影：ⓒKoji Horiuchi

祖父・河村伊蔵は、ニコライ堂に
聖職者として奉職していた。

実な装飾とはどんなものでしょうか？夫として、父親として、建築家と
して、教師として内井昭蔵は真面目でした。絶えず相手を思いやり、自

分の持てる力を惜しみなく注ぎました。それは、言葉として、態度として、建
築として表現されました。内井昭蔵の誠実な心は多くの人の心に残りまし
た。そして、建築の中に残りました。
　鉄やコンクリートの塊を否定したのではありません。単純構成のモダニズ
ムも取り入れてます。しかし、内井昭蔵が自分に与えられた仕事で、どんな建

築物を表現したかったと言うと、長く人の気持ちに溶け込み馴染みやすい、
居心地のいい空間と時間だったと思うのです。一つのタイルを何度も何度
も試験焼きして、形状、色合いを確かめ軒先の収まりを原寸図で赤いマジッ
クでグシャグシャになるまで書き込み深夜遅くまで照明器具のデザインをク
ロッキー帳に行うそれらの行為は、自己満足ではなく、装飾と言う有機的な
秩序を無機質な人工物に取り込み人間性の回復を望む内井昭蔵の誠実な
願いだと思うのです。確かめに来てください、誠実な装飾を。
 

誠

内井昭蔵・長男／内井建築設計事務所 所長  内 井 理 一 郎

世田谷美術館や国際日本文化研究センターなど、
数々の魅力的な建築を設計した内井昭蔵。
彼は、自然の秩序を建築に取り込むという思想をもって、
「ひと」と建築の豊かな関係を追及しました。
本展は、内井昭蔵の代表作世田谷美術館という建築空間の中で
彼の建築家としての業績を回顧する構成となっております。

《世田谷美術館》外観

《函館ハリストス正教会》外観
祖父・河村伊蔵の設計　撮影：内井昭蔵

《ネサーンスハウス》ガレージ
父・内井進が設計した自宅を昭蔵が改築　撮影：内井昭蔵

《国際日本文化研究センター》図書館　　　　撮影：ⓒKoji Horiuchi

観 覧 料　一般：1,000（800）円、大・高生／65歳以上：800（640）円、中・小生：500（400）円　
※（　）内は20名以上の団体割引料金　障害者割引あり・関連企画は3面をご参照ください。また割引引換券を掲載しております。

建築家・内井昭蔵　
世田谷美術館をつくった人   

発行　　　　　　　　　　　　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1
編集　　　　　　　　　　　　　　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/

■☎3415－6011　■http://www.setagayaartmuseum.or.jp
［休館日］毎週月曜日（ただし祝・休日の場合は開館、翌日休館）年末年始（12月28日～1月4日）　

HP問
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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

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）

第29回 世田谷の書展
2010年1月9日㈯～24日㈰ 1階文学サロン
■￥無料
世田谷区内在住の書家の新作を展示します。

次 回 展 覧 会

共催事業
■朗読の会スピカ  第6回朗読コンサート
12月5日㈯13:30～16:30（13:15開場）  
1階文学サロン
冬の静かな午後、朗読に添えられる音楽の
生演奏と共に“耳で聴く文学”をお楽しみ
ください。（共催：朗読の会スピカ）
■￥無料／当日先着100名
■おはなし泉  冬のおはなし会
12月23日（水・祝） 1階文学サロン
子どもから大人まで楽しめるおはなし会、ご
家族でお楽しみください。（共催：おはなし泉）
①13:30～14:00（幼児～低学年向き）

②14:10～14:50（小学生向き）
③15:00～16:00（大人向き）
■￥無料／各部とも当日先着70名　

友の会との共催講座
■作家の横顔  城山三郎
11月27日㈮14:00～ 1階文学サロン
■講髙山文彦（ノンフィクション作家）
■生誕100年  中島敦を語る
12月6日㈰14:00～ 1階文学サロン
■講紅野謙介（日本大学教授）　
■￥各講座とも友の会会員500円、一般700円
■申各講座とも当館友の会（☎5374－9111）
へお問い合わせください。

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

12月12日㈯～2010年2月28日㈰「久世光彦展 時を呼ぶ声」
一般700円→600円　大・高生500円→400円
中・小生250円→200円　65歳以上・障害者350円→300円

　 自然の秩序を建築に世田谷文学館 2階展示室　
開催中～11月29日（日） 内井昭蔵の思想と建築世田谷美術館 1階展示室

12月7日㈪～11日㈮は館内工事のため休館いたします。

第11回 世田谷フィルムフェスティバル

特集「名優・森繁久彌」●開催中 ～ 11月29日㈰  2階展示室

●開催中～12月6日㈰  1階展示室（常設展と併設）1970年代の国民的な人気番組「時間
ですよ」をはじめ、「寺内貫太郎一家」、
「ムー」など、テレビドラマの定石を打
ち破る、斬新な作品で一時代を築いた
演出家・久世光彦（1935～2006）。小
説・エッセイの執筆や、舞台の演出、歌
謡曲の作詞などにも活躍の場を広げ、
次世代にも多大な影響を与えたクリエ
イター・久世光彦の業績をご紹介する
初の展覧会です。

■￥一般700円、大・高生500円、中・小生
250円、65歳以上・障害者350円　
※団体割引あり

関連イベント
■DVD上映会   『血脈』（2003年）
11月29日㈰11：00～と14：00～の2回上映
2階講議室
久世光彦が演出した名作ドラマをDVD
上映いたします。

■￥無料／各回当日先着80名

変幻自在の演技で日本映画黄金期の数々の名作に出演し、やがて「屋
根の上のヴァイオリン弾き」をはじめとする舞台人として、「知床旅情」
などの歌手として、また文筆家として、多彩な活躍を繰り広げた稀代の
名優・森繁久彌の業績を、代表作の映画台本、写真、ポスターなどのほ
か、貴重なメイキングフィルムによってご紹介します。

平成21年11月10日、森繁久彌さんが急逝されました。森繁久彌さん
のご冥福を心よりお祈りいたします。

■￥一般200円、大・高生150円、中・小生、65歳以上・障害者100円　
※団体割引あり。「久世光彦展」期間中はそのチケットでご覧いただけます。

自宅書斎　急逝する直前まで複数の雑誌
連載を抱え、新作の撮影も控えていた。
＊会場では〈久世ワールド〉の源泉ともなっ
た書斎をイメージ再現しています。

『夫婦善哉ポスター』　
放蕩息子のダメ男・
柳吉を好演。「頼りに
してまっせ」の台詞
は当時の流行語と
なった。

森繁久彌出演作台本
左より『次郎長三国志　第八部』
『夫婦善哉』『社長学ＡＢＣ』

プロデューサーも兼ねた「ムー一族」（1978年）への
思いと覚悟を綴った「ユニークってなあに？」原稿と
当時のスケジュール帳。

森
繁
久
彌

久世光彦展  時を呼ぶ声

久
世
光
彦

■書に親しもう～世田谷の書展鑑賞会
①2010年1月16日㈯  ■講池亀壽泉（書家）
②2010年1月17日㈰  ■講後藤俊秋（書家）
③2010年1月22日㈮  ■講泉原壽巖（書家）
※各回とも14:00～15:00
■￥無料／各回とも
当日先着30名

関連イベント
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12月12日㈯～2010年2月28日㈰

オルセ－美術館展
パリのア－ル・ヌ－ヴォ－　
19世紀末の華麗な技と工芸

開催中～11月29日㈰　1階企画展示室
■￥一般1,300（1,000）円／大・高生、65歳
以上1,100（800）円／中・小生600（400）
円障害者割引あり
※（ 　）内20名以上の団体料金

■100円ワ－クショップ
「ぐるぐるア－ル・ヌ－ヴォ－アクセサリ－」
11月28日㈯13：00～15：00　当館創作室
■￥1回100円／随時受付

企 画 展

関連企画

平成21年度第2期収蔵品展
「和のいろ・かたち－

日本画と工芸作品を中心に」
開催中～12月17日㈭　2階収蔵品展示室
北大路魯山人の陶磁器や、人間国宝・山田貢
の着物をはじめとする、世田谷ゆかりの工
芸家や日本画家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100（80）円　障害
者割引あり　※（　）内は20名以上の団体料金

収 蔵 品 展

世 田 谷 美 術 館 分 館

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/

絵画のレシピ
宮本三郎の表現と画材

開催中～11月29日㈰

宮本三郎　美を語る言葉
12月5日㈯～2010年3月22日（月・祝）
宮本三郎の美術論、
作品批評を様々な
角度から検証し、彼
の創作活動とのあ
いだに生じる相関を
考察します。

■12月の
ギャラリ－ト－ク「宮本三郎の著作について」
12月12日㈯14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要

■「若き作家たちと読み解く、宮本三郎の美術論」
2010年１月２３日㈯１４：００～１５：３０

多摩美術大学造形表現学部と連携し、若き
作家たちの視点から、宮本三郎の思考と作品
に迫ります。宮本の美術論を大学の授業で読
み込み、その成果を美術館にてレクチャーし
ていただきます。
■講青木淳（多摩美術大学准教授・美術史
家）ほか　■￥５００円／申込先着５０名

■人ひろばvol.5　内井乃生が語る「建築家・
内井昭蔵がめざした人間的生活の豊かさとは」
12月20日㈰14：00～16：00
内井昭蔵のパ－トナ－として人生をともにし、
日々の生活を基盤にして豊かな人間生活とは
何かを問い続けた日々。そして、その生活の延
長線上に「かたち」として表現された建築作品
を、さまざまな角度から語っていただきます。
■講内井乃生（内井昭蔵夫人／文化女子大学
名誉教授）　■￥500円／申込先着50名
共催／宮本三郎記念美術館と地域の会
■音と映像で楽しむクラシック講座vol.１３
2010年１月９日㈯１４:００～（１３:３０開場）
プログラム／プッチーニ作曲「外套」ほか
（DVD） ■￥５００円／申込先着５０名
■音広場・番外編「ニュ－イヤ－コンサ－ト」
2010年1月11日（月・祝）19：30～20：30（19：00開場）
新春の美術館で、弦楽四重奏の調べをお楽
しみください。
■出アコルディ弦楽四重奏団
■￥１,５００円／申込先着６０名
共催／宮本三郎記念美術館と地域の会

清川泰次－絵画に宿る詩情
開催中～11月29日㈰

うららかに　
清川泰次が写した昭和の女性たち

12月5日㈯～2010年3月22日（月・祝）
清川泰次が、戦前・戦中
の女性たちを活き活き
と撮った写真をご紹介し
ます。カメラを構えたモ
ダンな女性や、息子の服
を繕う母の姿など、昭和
を生きた女性たちの姿
が写し出されています。

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
が必要なため当分の間休館します。12月2日㈬まで
世田谷美術館２階ライブラリー前の小コーナーにて、
向井潤吉がルーヴル美術館で摸写した作品を展示
中。１２月５日㈯からは、同コーナーにて、昨年度に寄贈
を受けた向井潤吉の新収蔵作品を展示いたします。

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/

展覧会関連企画

宮本三郎記念美術館のイベント

《若き妊婦》
1964年（昭和39）

※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
～

～
～
～

11/29

12/13
12/20
12/27

開催中

12/  8
12/15
12/２2

香華の会
美六会 (16日10:00から公開)
見谷カラス個展

「そこに笑顔があった」加地靖生遺作
―父が残したアルバムより vol.1―

[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）、11月30日㈪～12月4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

2010年1月5日㈫～10日㈰10：00～18：00（最終日は16：00まで）
当館区民ギャラリ－A・B　
表彰式：1月10日㈰12：30～13：10 場所：世田谷美術館講堂

第19回
世田谷区民
写真展

企画展 関連企画

◇講演会
「公共建築とア－ト・内井昭蔵の場合」
2010年2月11日（木・祝）14：00～15：30　当館講堂
日本建築美術工芸協会で活動をともにした
澄川喜一氏を迎え、内井昭蔵が公共建築とア－ト
のかかわりをどのように考え、どのようような視点を
もって捉えていたのかを語っていただきます。
■講澄川喜一（彫刻家・元東京藝術大学学長）
■¥無料／当日先着150名

◇ライブ「トリビュート・内井昭蔵に捧ぐ」
2010年2月27日㈯19：30～21：00　当館講堂
閉館後の展示室でのジャズライヴ。世田谷美術館の
イメ－ジを音に託し、そして内井昭蔵の言葉を朗読
する。音と言葉のコラボレイションをお楽しみください。
■出五十嵐一生（トランペット）、松田洋治（俳優）ほか
■¥ 2,000円／申込先着100名　■申当館ＨＰ

◇講演会
「内井昭蔵の特質を語る」　
12月13日㈰14：00～15：30　当館講堂
長年にわたり内井昭蔵の仕事を見続けた長谷川堯
氏を迎え、その作品を通じてみえてくる、内井昭蔵
の建築家としての特質をお話しいただきます。
■講長谷川堯
（建築評論家・武蔵野美術大学名誉教授）
■¥無料／当日先着150名

◇「世田谷美術館・
Back Yard Tour」
2010年1月23日㈯・30日㈯両日とも14：00～15：30
世田谷美術館のバックヤ－ド、そして、建築のディ
テ－ルをとくとご覧いただく館内ツア－です。
■¥ 無料／申込先着20名　■申当館HP
※当館学芸員が世田谷美術館をご案内します。

◇対談
「建築家・内井昭蔵の意思」
12月23日（水・祝）14：00～15：30　
当館講堂
内井昭蔵の良きパ－トナ－であり続けた内井乃生
さん、そして内井昭蔵の若き日からの活躍を知
る建築家・仙田満氏を迎え、多くの想い出、エピ
ソ－ドを語り合っていただきます。
■講仙田満（建築家・株式会社環境デザイン研究
所会長）／内井乃生（内井昭蔵夫人・文化女
子大学名誉教授）
■¥無料／当日先着150名

◇ワ－クショップシリ－ズ
「誰もいない美術館で」vol.24
世田谷美術館の建築をテーマに身体表現してみましょう。
2010年2月6日㈯・7日㈰ 両日とも13：00～18：00
（発表会 7日19：00～）当館地下創作室ほか
■講柏木陽（演劇家）ほか
■¥ 10代の方：無料／15名程度、
20代以上の方：2,000円／5名程度
■申当館ＨＰ／申込先着

◇「INSIDE/OUT
建築の時間・ダンスの瞬間」
12月19日㈯14：00スタ－ト （17：30終演予定）　
展示のほかパフォ－マンスにも使えるようにと設計
された世田谷美術館の建築空間を活かし、館内
外のあちこちでダンスが展開します。
■出鈴木ユキオ、新鋪美佳、垣内友香里
■¥ 無料／当日先着　
企画協力：Offsite Dance Project

ノブ タカ

■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

清川泰次撮影

講演会、対談は当日１０：００より、エントランスホールにて
整理券を配布します。

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）

■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
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●森展
●趣好会展

●第28回かしのき会児童美術展
●佐々木輝代・日本画とこどものアトリエ

 　期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ
                              ●第23回世田谷美術館友の会会員作品展
　　　　　　　　　　　　    ●アール・エスポワール展
●岡本福祉作業ホーム 作品展(2日より公開）
●明るい選挙啓発ポスター入賞作品展示会
●十和の会 和紙造形展
●創作和紙人形 江戸の風情展（9日より公開）
                        ●東京私立中学高等学校協会第八支部連合美術展

●第22回桂友展



せたがやの演奏家シリーズVol.５

2010年1月27日㈬ 
19：00開演 18：30開場 成城ホール
数々の打楽器を大人数で響かせる
迫力の公演！横笛との共演もお楽しみに。

〠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　年末年始休

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

世田谷パブリックシアターチケットセンター

4★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￥

映画と音楽

黒澤明の世界

11月29日㈰  15：00開演（14：30開場）  世田谷区民会館

第一部  「黒澤明と音楽」
日常生活の中で、黒澤明が愛した音楽とは。どのよ
うに楽しみ、そして関わったのか…。「父・黒澤明」
の素顔と意外な日常を、二人のお子様が語ります。

第二部  「黒澤映画と音楽」
“世界のクロサワ”が自らの作品でこだわった音楽
の在り方、そして現場での姿…。「監督・黒澤明」の
エピソードと心に残ったワンシーンを、二人の名
優が語ります。

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）

全席指定　
一般（大学生以上）3,500円
区民・劇場友の会割引（前売のみ）3,000円
子ども（小学生～高校生）1,500円　
※未就学児童入場不可

岡田知之と仲間たち
百聞は

一見にしかず…
打楽器いろいろ、
音 おと オトの
コンサート

出　演　岡田知之パーカッション
　　　アンサンブル

岡田知之、田中綾、清水優、藤田一行、
山口古津絵、鈴木和徳、林啓太、
平野有希子、中野優希、青島貴和子、
岡本夕佳

ゲスト：植松葉子（横笛）

　
一般（大学生以上）2,000円
区民・劇場友の会割引（前
売のみ）1,800円
子ども（小学生～高校生）
1,000円

2010年3月7日㈰ 15：00開演 14：30開場　世田谷区民会館

せたがやふれあいコンサート
～バレエってフシギ・・・～

12月22日㈫　12：05 ～  世田谷区役所 第１庁舎ロビー　
　　　　　　　　17：30 ～  キャロットタワー 26階展望ロビー

のせたがやロビーコンサート

世田谷区の姉妹都市、ウィーン市ドゥブリング区からのオーボエ奏者が奏でます。
出 演　アブラハム・イブラヒム（ドゥブリング区音楽学校教授）   ■￥無料／当日直接会場へ

2010年2月21日㈰ 14：00開演 13：30開場  世田谷区民会館
VIVA・Brass Ⅱ

ブラスバンドの名曲の数々をお届けします。「アンパンマンのマーチ」のドリーミングも登場！

2010年2月7日㈰  14：00開演 13：30開場　
昭和女子大学 人見記念講堂

せたがや名曲コンサート

由紀さおり・安田祥子と歌いたい！と集まった“こども合唱メンバー”。公募
による小学４年～中学生の子どもたちが来年2月6日㈯の本番に向けて練
習を行い、みなさんに美しいハーモニーをお届けします。
※「せたがや童謡コンサート」の詳細は８面をご覧ください。

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

映画の巨匠、クロサワ。
監督として、また父としての黒澤明にまつわる音楽を
トークと映像を交えて紹介するコンサートです。

©黒澤プロダクション

©黒澤プロダクション©黒澤プロダクション

曲　目
小太鼓三重奏によるマーチング 
　「You can do it!!!」  鈴木和徳
マリンバによる懐かしのメロディー
　「“さくら･花”変奏曲」  平田英夫(編曲)
打楽器アンサンブルの味わい
　「だれもいないお日さまの店」  佐伯正彦
笛と太鼓は日本のリズム
　「楽市七座」  和田薫
ドラム缶から生まれた楽器･スティールパン
　「沖縄の旋律 花」  嘉納昌吉
叩かない太鼓のアンサンブル
　「クイーカ四重奏」  坪能克裕
色とりどりのパイプと擬音で奏でる
　「童謡メドレー」  岡田知之(編曲)
アフリカの太鼓はリズムの原点
　「JJJ2nd～6→4/8 （Three J second～
　  six to four slash eight）」  清水優
フィナーレはラテン音楽で賑やかに
　「ティコティコVSブラジル」  石井喜久子(編曲)

出  演　田中良和（指揮）、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団
曲  目　交響曲第９番 ニ短調「合唱付」：ベートーヴェン、交響譚詩：伊福部昭
　　　  一般（小学生以上）2,500円　
　　　  区民・劇場友の会割引（前売のみ）2,000円

「せたがや童謡コンサート」の公演に向けて始動！

出　演　田中良和（指揮）、小山久美（スターダンサーズ・バレエ団代表・総監督）、池辺晋一郎、
　　　　スターダンサーズ・バレエ団、せたがやシンフォニエッタ
第一部　バレエの歴史と音楽

バレエの歴史を、お話と演奏でひも解きます。
ヘルマン・ルーヴェンシュキョル「ラ・シルフィード」より
チャイコフスキー「白鳥の湖」より

第二部　チャイコフスキー三大バレエ・ハイライト
バレエ「眠りの森の美女」より、バレエ「白鳥の湖」より、バレエ「くるみ割り人形」より

　　　一般（大学生以上）4,000円　区民・劇場友の会割引（前売のみ）3,500円
　　　子ども（小学生～高校生）2,000円　※未就学児童入場不可

クリスマス

!

楽器写真：
洗足学園音楽大学

全席
自由

全席
指定

全席
自由

全席
自由

出 演　世田谷区民吹奏楽団
　　　 ゲスト：ドリーミング

一般（大学生以上）1,500円
子ども（小学生～高校生）500円

世田谷フィルハーモニー管弦楽団・世田谷区民合唱団

チケット
発売中

チケット
発売中

チケット
発売中

チケット
発売中

12月15日
チケット
発売



くにぬすびと

あくさぶろう

★プレ・ワークショップ　お試しにどうぞ！　12/13㈰■締12/7㈪■￥200円
●休日コース　前編2010/1/17㈰～ 全5回+後編2010/3/7㈰～ 全5回　
　　　　　　　■締1/6㈬　■￥5,000円※前編のみの参加も可
●金夜コース　2010/2/5㈮～　全8回　■締1/27㈬　■￥4,000円
●モーニングコース　2010/1/28㈭～　全8回　■締1/20㈬　■￥4,000円
●こどもコース　2010年3月下旬開催予定

世田谷パブリックシアター

2511/シアタースケジュール
11/25～12/31

シアタートラム

26 3 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 27 2825 3029 3127 28 29 2112/

■￥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

12/5㈯・12㈯・19㈯・26㈯　10：00～12：00
毎週土曜日の午前中に劇場をオープン！ 演劇やダンスなど、お気軽に体験してみてください。

■￥1,000円／定員20名　■締12/13㈰　■申郵送、FAXまたはHPから

12/23（水・祝）　13：00～17：00　“小パーティー付き”
1日限りの｢演劇&劇場｣体験ワークショップ。みんなで演劇で遊んでみましょ。

※詳細はＨＰ、もしくはお問合せください［問］劇場※詳細はHP、もしくはお問合せください［問］劇場／学芸

世田谷区民割引 一般料金公演名・上演期間 その他 お問い合せ世田谷パブリックシアター発売開始

●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　

2010/1/22㈮～25㈪珍しいキノコ舞踊団『私が踊るとき』

■問珍しいキノコ舞踊団オフィシャルサイト（http://strangekinoko.com/）

●区民  11/26㈭　3,８00円
●一般　１２/１㈫　4,000円　
　ユース（小学生～高校生） 1,500円 ※店頭・電話のみ（要年齢確認）

未就学児童入場不可
但し、1/24は3歳以上入場可
（要ユースチケット）

2010/2/12㈮～21㈰『ジョン・ガブリエルと呼ばれた男』

■問サンライズプロモーション東京　0570－00－3337（10:00～19:00）

●区民  11/27㈮　S 7,500円
●一般　１1/28㈯　S 7,800円　Ａ 6,000円

2010/2/4㈭～7㈰オペラシアターこんにゃく座『三文オペラ』

■問オペラシアターこんにゃく座　044－930－1720

●区民  11/27㈮　Ａ 6,200円　 Ｂ 4,700円
●一般　１1/28㈯　Ａ 6,500円　Ｂ 5,000円　Ａ席ペアシート 12,000円
　Ｂ席ペアシート 9,000円　こんにゃくシート 3,500円　学生 ２,000円

未就学児童入場不可

2010/1/15㈮～17㈰ＳｅＰＴ独舞Vol.20 黒田育世
黒田育世×飴屋法水『ソコバケツノソコ』

■問ハイウッド　3320－7217

●区民  発売中　3,400円
●一般　11/25㈬　3,500円 ※学割はハイウッドのみ取扱

未就学児童入場不可

※全席自由（オールスタンディング）

パルコ・プロデュース公演『なにわバタフライＮ．Ｖ』

■問パルコ劇場　3477－5858

●区民  11/29㈰ 区民割引はございません。※店頭のみ取扱
●一般　12/5㈯　7,500円 未就学児童入場不可

※お一人様1公演2枚まで

2010/1/28㈭15：00/19：00

2010/2/7㈰～28㈰

未就学児童入場不可

邦楽コンサート

『獅子虎傳阿吽堂 vol.5』

■問劇場
●区民  12/13㈰　A4,800円
●一般　１2/20㈰　A5,000円   B3,000円

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中
ソチエタス・ラファエロ・サンツィオ『神曲  煉獄篇』

12/19㈯～21㈪

能楽現在形 劇場版＠世田谷

半能『高砂 八段之舞』　能『邯鄲』
2010/1/15㈮～17㈰

快快（faifai）『インコは黒猫を探す』★

12/15㈫～23（水・祝）

シアタートラム・ネクストジェネレーション vol.2

ひょっとこ乱舞
『モンキー・チョップ・ブルックナー！！』

未就学児童入場不可
刺激の強い表現があるため
16歳以上の観劇を
おすすめします

※英語上演・日本語字幕付

2010/1/  9㈯
           1/10㈰

傘寿記念！ 四代目三遊亭金馬一門会
小猫改め四代目江戸家猫八、襲名披露記念公演

S 6,700円

6,200円 6,500円

2,300円 2,500円

『古武道忘年会  師走の協奏曲』12/26㈯18:00 Ａ 5,800円 Ａ 6,000円　
Ｂ 5,000円

Ｓ 7,000円　
Ａ 5,000円　
Ｂ 3,000円

2,500円

3,000円

2,300円

2010/1/20㈬～22日㈮
演劇ユニットG.com『闘争か、逃走か。』

2010/1/24㈰～27㈬

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　

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 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

チケットの
お 申 込

12月5日㈯～12㈯　世田谷パブリックシアター

2010年3月6日㈯～20日㈯　
世田谷パブリックシアター

30

※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

『爆笑寄席●てやん亭　2010新春スペシャル』

ひょっとこ乱舞
☎090－2936－2116

劇場

劇場

劇場

劇場

劇場

狂言師 野村萬斎が、伝統的な発想も取り入れ大胆な演出をほどこす『国盗人』と『マクベ
ス』の登場です。『リチャード三世』を翻案した『国盗人』は、王位へ登り詰めるために言葉
巧みに立ち回り、実の兄をも死に追いやる残忍非道な悪三郎の物語。シェイクスピア四
大悲劇のひとつ『マクベス』は、魔女の予言に魅了された武将マクベスが、王を殺めてまで念
願の王座を手に入れます。劇場芸術監督 野村萬斎がシェイクスピア作品を通して現在をどう
斬るか――大悪党の小気味よい暗躍ぶりと葛藤する姿を、ぜひご覧ください。

世田谷で活躍する区民団体の皆様と、劇場が一緒になり夢のステージをつくり
出す、春の恒例フェスティバル『フリーステージ』。毎回、多くのグループの活動
成果を舞台上でご紹介しています。“我こそは”とお思いの皆様、応募をお待ち
いたしております（応募者多数の場合は、選考となります）。

■締2010/1/15㈮必着　※申込方法など詳細は劇場ＨＰをご覧いただくか、劇
場｢フリーステージ｣担当までお問い合わせください。

■講観世喜正（シテ方観世流）
■対中学生以上の世田谷区在住・在勤・
在学の方（初心者）■￥ 500円／高校生
以下300円／各日20名 ■締 12/18㈮
※申込詳細は、劇場ＨＰ、もしくはお問
合せください。
公演情報は、以下の「前売チケット情報」参照。

■申①コース名②住所③氏名（ふりがな）④年齢（自称）⑤職業⑥電話番号（メール
アドレス）⑦ひとことを書いて、劇場｢地域の物語｣担当まで。郵送、FAX、または
HPから。応募者多数の場合は抽選。結果は全員にお知らせします。　■問劇場／学芸

観劇後（無料）、舞台の模様を皆さんに広く伝える観劇レポーターを募集します。（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、おひとり様1公演につき1通のみです。
■申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。　■締12/5㈯必着　■問劇場

●区民　S 6,700円
 ●一般　  S 7,000円  A 5,000円　

チケット発売
開始

チケット好評発
売中

●区民　12/18㈮　S 6,700円
●一般　12/19㈯
　S 7,000円  A 5,000円　B 3,000円

『マクベス』　撮影：久家靖秀

土曜劇場プレイ・パークデイ･イン･ザ･シアター

シアタートラム

前半（12/15～17）・平日昼間
（12/22 14時）割引　2,800円
ペア　5,600円
学割ほか劇団のみ取扱
未就学児童入場不可　

★＝世田谷区芸術アワード
“飛翔”2008受賞者公演
3劇団セット券　6,000円
※店頭・Telのみ取扱。
　枚数限定
未就学児童入場不可

FUKAIPRODUCE羽衣『あのひとたちのリサイタル』★
2010/1/30㈯・31㈰

3,200円

シェイクスピア悲劇の大悪党×野村萬斎シェイクスピア悲劇の大悪党×野村萬斎
世田谷パブリックシアター フリーステージ2010フリーステージ2010

新春能楽初体験ワークショップ

「能楽現在形 劇場版@世田谷」関連企画

2010年1月16日㈯・17日㈰

『高砂』を謡おう！

参加世田谷区民団体募集！

「地域の物語ワークショップ」は、今年
で12回目を迎える演劇ワークショッ
プ。地域の人や出来事を取材し、様々
な方法でまとめて劇場で発表します。
今年のテーマは「岡さんのいえ」。
詳細は、劇場HPをご覧ください！

地域の物語ワークショップ　参加者募集！参加者募集！
マクベス

－W.シェイクスピア「リチャード三世」より

新作

まもなく
開幕！

演出・出演：野村萬斎
出演：白石加代子　石田幸雄　大森博史
　　　小田豊　山野史人 ほか

構成・演出・出演：野村萬斎
出演：秋山菜津子　高田恵篤　福士惠二　小林桂太

実施日

世田谷区民観劇レポーター募集 ◆邦楽コンサート『獅子虎傳阿吽堂 vol.5』 2010/1/28㈭15時／19時
◆『マクベス』 2010/3/14㈰14時

対象
公演

国盗人
くにぬすびと

たかさご

し　  し　とら でん　あ　うん どう

コンチェルト

かんたん

当日指定券（整理番号付）

その
拾六MANSAI◉解体新書 2010年1月2９日㈮

世田谷区民チケット
購入の「申込方法」は、
8面をご覧ください

し　 し　とら でん　あ　うん どう

洋楽 シアタートラム
洋舞（ジャズ・モダン・コンテンポラリー・フラダンス、HIP/HOP、
フラメンコ、クラシックバレエなど） 世田谷パブリックシアター

2010年4月29日㈭
5月3日㈰・5日㈫ 

＊未就学児童参加不可

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

うたたかさご

新春能楽初
『高砂

たかさ

■出亀井広忠 田中傳左衛門 田中傳次郎／林英哲 片岡愛之助 観世喜正 ほか　

『国盗人』－W.シェイクスピア「リチャード三世」より－

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。

まつもと市民芸術館芸術監督 串田和美プロデュース2009
エドワード・ボンドの『リア』　■問ぷれいす ☎5468-8113

ひょっとこ乱舞『モンキー・チョップ・ブルックナー！！』

『古武道忘年会 師走の
協奏曲（コンチェルト）』

法政大学校友連合会世田谷支部
『世田谷寄席』　■問☎3421-1084（島田）

休館日
1/3まで

ソチエタス・ラファエロ・サンツィオ『神曲 煉獄篇』シス・カンパニー公演『バンデラスと憂鬱な珈琲』
■問シス・カンパニー ☎5423-5906  当日券は開演60分前より劇場前にて販売

◎3/16はポストトークあり ★3/6・7・9はプレビュー公演　
各一般料金の1,000円引き（各種割引の適用はございません）
■3/20は視覚障害者のための舞台説明会あり（要事前申込・無料）

■12/12（13時の回）は、視覚障害者の
ための舞台説明会あり（要事前申込・無料）
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プレミアム付区内共通商品券プレミアム付区内共通商品券
使用期限が迫っています！使用期限が迫っています！

2009年7月4日発売分は
2010年1月3日   　 までにお使いください

世田谷区商店街振興組合連合会
世田谷区太子堂 2－16－7世田谷産業プラザ

☎03－3414－1432
ご利用は世田谷区内の
このステッカーのお店で

お問い合わせ

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）

開催中～1２/12㈯

12/13㈰～2010/1/16㈯ 12ヶ月の物語　okoroom

余白の美を求めて
～可奈＆尚絵二人展

日　程 時　間 一般料金
（税込み）

★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）
★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）
★フォトブックをつくろう！ ［写真データ（JPEG）を20枚程度ご持参下さい］
★フォトレタッチ[1] 写真をきれいに補正しよう （Photoshop Elements 6使用）
★フォトレタッチ[2] 写真をおしゃれに加工しよう（Photoshop Elements 6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）
★～テーマ別撮影講座～風景・スナップ撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）
★～テーマ別撮影講座～人物撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）

12/16㈬
12/17㈭
12/17㈭
12/18㈮
12/18㈮
12/19㈯
12/19㈯
12/20㈰
12/20㈰

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

¥5,250
¥2,100
¥6,300
¥3,800
¥4,200
¥2,1０0
¥2,1０0
¥3,800
¥3,500

講　座　名

生活工房 　　　　各講座とも14名 ※機材はセミナー会場に準備しています。場所 定員

家族や友人が集う年末年始－。思い出を、
写真やビデオに残してみませんか？ 丁寧な
指導のもと学べる体験セミナーです。

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)　
☎0466－38－4568（IP電話／PHS）
10：00～18：00 (土日祭日は17:00まで、つながり
にくい時は、時間をおいておかけ直しください)　
ホームページ：http://sony.co.jp/seminar/

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 12月のご案内

★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

る多摩美術大学造形
表現学部デザイン学
科の学生たちととも
に、「日常に在るデザ
イン」を見つめなおし
ます。　■￥無料

関連企画
「顔と体をデザインする－美しい
KUBIREは骨と筋肉のバランスからー」
2010年1月10日㈰13：00～16：00　
生活工房５F

企 画 展
からだ、特に深層筋の役割
を知り、体の土台・骨格から
美しいバランスボディ・デ
ザインを目指す講座です。
■講高野知香子（サロンドレ
スパス代表／セラピスト）
■￥500円／申込先着80名
■申電話で生活工房へ

お茶会のようなワークショップ
「この一年、自分の仕事を

ふりかえる」
12月3日㈭18：30～20：30　生活工房5Ｆ

時間が食べものをおいしくする不思議―。おいしさを左右す
るのは新鮮な食材や調理テクニックだけではありません。
本展では「食の豊かさと時間」をテーマに、自ら育んだ自然
の恵みを、長期間おいしく食べるために手間暇を惜しまない
暮らしを描いた映画（関連企画参照）にも登場する味噌、特
に「麹の働き」に着目し、保存食の不思議に迫ります。
シャーレ、顕微鏡などを用いてミクロの世界を覗いて頂くほ
か、つくり方や熟成期間が違う味噌の香りくらべ、麹を使っ
た食材の料理レシピ（持ち帰り可）の紹介も行います。
時間が紡ぎだす食の魅力を再発見してみませんか？
■￥無料

映画上映後、タイマグラ（後述※印参照）から招いたゲストの
お話をききながら、食の時間、食の豊かさについて考えます。
※タイマグラ：岩手県早池峰山麓にある戦後開拓地。アイヌ語
で「森の奥へと続く道」の意。昭和の最後に電気が通った地と
しても知られる。
■出澄川嘉彦（映画監督）、山代陽子（タイマグラ民宿フィールドノート）、中山晴奈（NEXT KITCHEN）
■￥500円（タイマグラ味噌などの味見つき）／申込先着80名　■申電話で生活工房へ

「時間を食べる」展 

『タイマグラばあちゃん』

開催中～12月20日㈰
9：00～20：00（最終日は17：00まで）
3F生活工房ギャラリー

12月12日㈯　13：30～16：30　生活工房5Ｆ

上映会＆トーク　ー映画に見る食の時間―

（監督：澄川嘉彦／2004年／110分） 赤・白・金山寺味噌の３つの仕込みに挑戦して、日本の麹文化の奥深さを体験します。
仕込んだものは各自持ち帰って自宅で熟成させます。
［講師］中山晴奈（NEXT 
KITCHEN）　■対高校生以上
■￥1,500円／抽選20名　
■申12月7日（必着）までに往
復ハガキかEメール（希望日、
年齢も明記、8面記入方法参
照）で生活工房へ

時間がおいしくする食のワークショップ
12月19日㈯・20日㈰　各1日完結　13：00～16：30　生活工房4Ｆ

関連企画

講師：高野知香子

タイマグラばあちゃんの味噌づくり　※今回の仕込み方法とは違います

「KU・BI・RE（く・び・れ）」展 
ー容器たちの美しき曲線ー

12月23日（水・祝）～2010
年1月30日㈯（12月29日
～1月3日は休館）
9：00～20：00　
３Ｆ生活工房ギャラリー
ペットボトルや洗剤ボト
ル、しょうゆ瓶―。身のま

わりにある様々な容器がもつ「美しい曲
線」「機能」を、プロダクトデザインの視点
から浮き彫りにし、将来のデザイナーであ

『自分の仕事をつくる』の著者であり、働き
方研究家の西村佳哲さんと、この年をふり
かえりながら、〈仕事〉や〈時間〉をめぐるあ
れやこれやについて、それぞれが静かに語
り・聴き合える場をつくります。＊「ワーク・
ライフ・バランスな1週間」関連イベント
■講西村佳哲（働き方研究家・リビングワール
ド代表）　■￥無料（美味しいお菓子つき）／
申込先着40名　■申Ｅメール（8面記入方法
参照）または電話で生活工房へ

世田谷世界交流プロジェクト交流会
アンゴラ・レポート

「別世界の驚きと感動」
12月13日㈰15：00～16：00　生活工房5Ｆ
■講田中智恵子（日本アンゴラ友好協会）　
■￥無料／当日先着80名　＊14：00～報告
会、16：00～交流会も参加歓迎。

天井吊りされた味噌玉

こうじ

こうじ

こうじ

〠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
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ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」8面を参照ください。 6

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



17,000円／10名

教室名

1ゴルフ教室　Ａ

日時／会場／対象 料金／定員（抽選）
2010年1月16日～3月6日　毎週土曜　18:00～19:30（全8回）
／ニュー成城ゴルフセンター／18歳以上

17,000円／10名2ゴルフ教室　B 2010年1月27日～3月17日　毎週水曜　12:15～13:45（全8回）
／千歳ゴルフセンター／18歳以上

3,000円／20名3ソフトテニス教室 2010年1月17日～2月21日　毎週日曜　11:00～13:00（全6回）
／総合運動場／18歳以上

4,200円／50名4初・中級者水泳教室 2010年1月21日～3月18日（2月11、18日を除く）  毎週木曜
18:15～19:45（全7回）／総合運動場温水プール／高校生以上

2,400円／50名5ジュニア水泳教室 2010年1月26日～3月16日　毎週火曜　16:15～17:45（全8回）
／千歳温水プール／小学生の水泳初心者・初級者

教室名
1大蔵Ａ
2大蔵Ｂ
3千歳
4烏山
5梅丘

日時 会場
2010年1月7日～3月25日（2月11,18日を除く）  毎週木曜  12:00～14:00
2010年1月15日～3月26日（2月19日を除く）  毎週金曜  14:00～16:00
2010年1月8日～3月19日（1月15日を除く）  毎週金曜  10:00～12:00
2010年1月12日～3月30日（2月2,9日を除く）  毎週火曜  10:00～12:00
2010年1月13日～3月24日  毎週水曜  10:00～12:00

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
烏山中学校温水プール
梅丘中学校温水プール

集合場所(予定) 集合時間（予定）
歩行距離

世田谷公園噴水横
（池尻1-5）

9:10
約7キロ

世田谷区役所第1庁舎前広場
（世田谷4-27）

10:00
約5キロ

駒沢公園管制塔前
（駒沢公園1-1）

9：30
約5キロ

羽根木公園テニスコート前
（代田4-38）

9：30
約5キロ

芦花恒春園環八沿い
（粕谷1-25）

9：40
約6キロ

砧総合支所前
（成城6-2）

10:40
約2.5キロ

玉川総合支所前
（等々力3-4）

10:00
約5キロ

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

各種スポーツ教室 はじめようスイミング教室■締1～312月20日、4512月23日　※すべて必着

　は託児サービスがあります。
（抽選各7名、別途託児料がかかります。）いろいろ選べる！

コース型フットネス教室参加者募集
■申■問FAX番号明記で各管理事務所へ
1総合運動場管理事務所
〒157－0074　大蔵4－6－1
☎3417－4276　■FAX3417－1734
2千歳温水プール管理事務所
〒156－0055　船橋7－9－1
☎3789－3911　■FAX3789－3912
※12ともに、託児料金などの詳細
はスポーツ振興財団ＨＰ参照または
各施設に問合せ

冬 の大会情報

■￥7,200円 ( 全 8回 )、9,000円 ( 全 10回 )　
■締随時　※託児サービス希望者は12月10日 (必着 )

●親子教室（1～ 3歳）　●産後のママ教室（０歳）　●子ども教室（空手･ダン
ス･バレエ）　●成人体操（筋トレ･足筋トレ・骨盤） 　●成人カルチャー（太極
拳･フラダンス･ヨーガ･ベリーダンス･タップダンス･　 ピラティス）　ほか

1総合運動場 ■￥5,200円（全8回）、
5,850円（全9回）、

6,500円（全10回）　■締12月10日（必着）
●フラダンス　●骨盤ストレッチ　　やさしいピラティス　
　アロマヨーガ　●器械運動クリニック（小学1～4年生）　ほか

2千歳温水プール

1～5すべて■対18歳以上で水泳を始めたい方もしくは水泳初心者
■￥1～46,000円（全10回）56,600円（全11回）／各抽選160名250名34540名　
■締12月10日(必着) 

第33回 世田谷区スキー選手権大会
2010年1月30日㈯　
長野県菅平高原大松山スキー場
■￥大回転（年齢別）／3,000円　距離リレー（1
チーム3人）／3,000円　距離個人／1,000円
■対区内在住・在勤・在学者および区スキー協会
加盟クラブ所属者　■締2010年1月8日（必着）
■申■問所定の申込書で区スキー協会･柿澤（〒
154－0017　世田谷4－16－11　世田谷四
郵便局留・柿澤　☎5432－2518）へ

第55回 世田谷区新人柔道大会
2010年2月7日㈰　10:00～　
国士舘武道館柔道場
［種目］小学生、中学生、高校生、社会人（50歳
以下、3段以下）、女子（含む大学生）　■￥200
円（小・中学生は１00円）　■締12月25日(必着)
■申■問ハガキ（8面記入方法参照、身長・体重・学
校名・会社名・学年・年齢・段位を明記）で、区柔

道会・笠間（〒154－0023　若林4－33－1　
☎5481－3300）へ

第59回世田谷区民体育大会
■ライフル射撃大会
2010年1月17日㈰　9:00～　総合運動場
［種目］エアーライフル　■対世田谷区在住、
在勤、在学者及び世田谷区ライフル射撃連
盟会員で銃の所持者　■￥500円　■申当日受
付10:00まで／先着24名　■問区ライフル射撃
連盟・佐田（☎5477－6262／10:00～20:00）
■スキー大会
2010年1月31日㈰　8:30～　
長野県菅平高原パインピークスキー場
［種目］回転（年齢別）　■対区内在住・在勤・在
学者および区スキー協会加盟クラブ所属者
■￥無料　■締2010年1月8日(必着)　
■申■問所定の申込書で区スキー協会･柿澤（〒
154－0017　世田谷4－16－11　世田谷四郵
便局留・柿澤　☎5432－2518）へ

※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。（ホームページからもダウンロード可）

　　 親子スポーツ観戦デー ラグビー
～ジャパンラグビートップリーグ　第11節
リコーブラックラムズＶＳクボタスピアーズ～
12月19日㈯　14：00キックオフ　
東京・秩父宮ラグビー場
■対区内在住・在学の小中学生とその保護者
を含む家族
■￥無料／抽選50組（1組5名まで）
■締12月8日（必着）

　　バレーボール講習会
2010年1月23日㈯　①9:30～12:00（9人
制）  ②13:00～15:30（6人制）　総合運動場
小田急バレーボールクリニックスタッフが初
心者から経験者まで丁寧な指導を行います。
■講岩本洋（元全日本監督）、丸山由美（元全
日本キャプテン）ほか
■対①高校生以上の女性　②小・中学生
■￥大人500円、小・中学生200円／抽選各
100名　■締2010年1月7日（必着）

　　
　　ふれあいボウリングスクール
2010年1月16日・30日、2月6日　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2010年1月6日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（8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　■FAX3323－8250）

　　わくわくサッカー教室
2010年1月23日～3月6日　隔週土曜
9:30～11：30（全4回）　池尻小学校第2体育館
■対軽度の知的障害のある小・中学生で原則
付き添い者の同伴が可能な方　■￥1,000円
／先着25名　■締2010年1月12日（必着）　
■申障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ

　　いきいきリズム体操
2010年1月24日～3月28日　毎週日曜　
13:30～15：00（全10回）　千歳温水プール
集会室（プールは使用なし）
音楽やボールなどを使った運動を行います。
気軽にぜひご参加ください。
■対高校生以上で軽度の知的障害のある方
■￥5,250円／抽選10名　
■締2010年1月12日（必着）　
■申障害の程度も明記でスポーツ振興財団へ

　　ラッコ水泳教室
2010年2月6日～　第1・3（5）土曜　14：00
～16：00（全10回）　玉川中学校温水プール
■対小学生以上で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
■￥4,200円、中学生以下1,800円／抽選10名
■締12月21日（必着）　
■申障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ
※マンボウ水泳教室参加者は不可。

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面記入方法参照で、参加希望教室、学年、年齢、性
別、水泳教室参加希望者は泳力も明記)でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

新年の幕開け！家族揃って総合運動場ま
で歩き、新年を祝いましょう！
■￥無料　■申当日直接集合場所へ　
※荒天・降雪の場合は中止。参加者全員
に参加賞（干支の根付）とおしるこのサ
ービスがあります。
※集合場所・時間は変更になる場合があ
りますので、本紙12月25日号もあわせ
てご覧ください。

区民元旦あるこう会
第35回

2010年1月1日（金・祝）

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/
2010年1月
スタート！

7 ★凡例　■講師　■出演　■対象　■料金　■締切　■参加・申し込み方法　■お問い合せ締 申 問講 ￥出 対



TOPIC!
11月の

246世田谷246ハーフマラソン
月8日㈰、「第4回 世田谷246ハーフマラ
ソン」を開催しました。

　約6000人から選ばれた一般公募のランナー、
区内の箱根駅伝出場校の選手、カネボウなどの
実業団の選手、姉妹都市ウィニペグ市からの招待
選手を合わせた約1000人のランナーが、都立駒
沢オリンピック公園陸上競技場をスタートし、国
道246号線、多摩川河川敷、多摩堤通り、目黒通
り、駒八通りを駆け抜けました。

　また、同時開催の健康マラソンは、5km、2kmのコースに分かれ、合計2300人を超
える参加者が、都立駒沢オリンピック公園内を走りました。
　今回はハーフマラソンに高岡寿成さん
（カネボウ陸上競技部コーチ）、健康マラソ
ン5kmに新宅永灯至さん（体育進学セン
ター）、谷口浩美さん（東京電力 長距離・駅
伝チーム監督）がゲストランナーとして参加
しました。
　多くの参加者の皆様をはじめ、応援に来
られた皆様、大会運営にご協力いただいた
皆様のおかげをもちまして、「第4回 世田谷
246ハーフマラソン」は、無事終了いたしま
した。皆様のご参加・ご協力に厚く御礼申し
上げます。

平成22年度 非常勤職員募集

ご参加・ご協力ありがとうございました
～ふるさとを遠く離れて～

せたがや童謡コンサート
2010年2月6日㈯ １５：００開演（１４：３０開場）
世田谷区民会館

第 4 回

http://www.se-sports.or.jp/246/

結果は公式ホームページで掲載中！！

世田谷２４６　 検  索
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チケット

発売中

童謡でおなじみの由紀さおりと安田祥子が美しい日本のメロディーをお届けします。
今回は、公募によって集まった“こども合唱メンバー”との共演も！
ご家族そろって、次代に歌い続けたい「日本の名曲」をお楽しみください。

　　　　　由紀さおり、安田祥子
こども合唱メンバー、金川明裕(合唱指揮・指導)
出 演

一般（小学生以上）　　　　　５,０００円
区民・劇場友の会割引(前売のみ)４,５００円

全席指定 ※未就学児童入場不可

世田谷パブリックシアターチケットセンター
   ☎ 5432－1515　

    10:00～19:00　年末年始休

【募集内容】
【募集人数】
【選考方法】
【応募方法】

●応募対象、勤務条件は募集内容によって異なります。
　募集要領をよく確認のうえご応募ください。
●募集要領兼申込書は財団ホームページからダウンロードできます。
　㈶せたがや文化財団各施設の受付でも配布中です。

①一般事務　②事業企画運営（生活工房等）
各若干名　　【契約期間】  平成22 年4月1日より１年間
Ⅰ次：書類選考・作文、Ⅱ次：面接
所定の申込書、職務経歴書、作文（課題は申込書に記載）、
返信用封筒を㈶せたがや文化財団事務局あてに郵送してください。
12月16日（水）消印有効

由紀さおり 安田祥子

チケット申込

音楽事業部 検  索詳しくは

大好評！劇場芸術監督 野村萬斎が自ら企画・出演
するシリーズ第16弾。毎回、多彩なゲストをお迎え
してお届けする“トーク＆パフォーマンス”です。

2010年1月29日㈮ 19:00開演
世田谷パブリックシアター
企画・出演　野村萬斎
ゲスト　杉本博司（現代美術作家・写真家）、
　　　  中沢新一（思想家・人類学者）

その
拾六

■￥３，５００円　 全席指定（抽選）

世田谷区民のお客様へ　チケット購入のお申し込み方法　

MANSAI◉解体新書　
『依代』

世田谷区に在住・在勤・在学の方は、お一人様ハガキまたはオンラインどちらか１件に限り
２枚まで、お申し込みいただけます。（応募者多数の場合は抽選、重複申し込みは無効。）
ハガキ・オンライン共に先着順ではございません。お座席はお選びいただけません。
◆往復ハガキの場合　
往信に①氏名（フリガナ）②郵便番号・住所（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、返信に①氏名（「様」をお書き添えください）②郵便
番号・住所を記入のうえ世田谷パブリックシアター「ＭＡＮＳＡＩ 世田谷区民」担当宛
に郵送してください。（宛先は5面参照）　【締切】12/11㈮必着　
◆オンラインの場合（｢せたがやアーツカード｣にご登録の方のみ）
Ｋから始まる会員番号とパスワードでログインの上、画面案内に従ってお申し込み
ください。（URLは５面参照）　【受付期間】12/2㈬10：00～11㈮23：59まで　
※発表は、12月中旬頃に返信ハガキ、又はEメールにて。　　
■問世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432－1515（10:00～19:00）

アートネットワーク会議２００９のご案内

１１月２８日㈯ 15：30～19：00（受付15：00～）
世田谷文学館　文学サロン

アートに関心のある方々の交流を深め、
アートと地域の力でまちの魅力アップをめざします。

当日はロビーコンサートを始め、
ミニトークや事例発表、参加者同
士の交流会も予定しています。

■￥無料（ただし交流会参加希望
の方は1,000円を当日徴収）
■問世田谷区文化・国際課
　☎５４３２－２１24

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

●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

※曲目は予告なく変更する場合があります。

曲 目
ふるさと唱歌メドレー
故郷を離るる歌、故郷の空、旅愁、故郷の廃家
ふるさとの母メドレー
みかんの花咲く丘、里の秋、冬の夜
風、故郷、赤とんぼ、誰か故郷を想わざる、
北国の春、木綿のハンカチーフ、なごり雪

より      しろ

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


