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石井桃子展
川上澄生展：木版画の世界
せたがやふれあいコンサート ～バレエってフシギ…～
こどもの劇場2010『狼たちの午後』
世田谷アートフリマ出展者募集
世田谷ジュニアアカデミー参加者募集

それぞれの家のしるしとして、
脈 と々受け継がれてきた家紋。
家紋をデザインした衣服が、
「家族のしあわせとはなにか」を問いかけます。

世田谷そだち

次回のカラー版は4月25日号です。3月25日号は「区のおしらせ」に折込まれます

2月27日㈯－3月14日㈰
11：00－19：00　＊最終日は17：00まで
世田谷文化生活情報センター　生活工房３・４階

衣服－家族

（東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅直結キャロットタワー内）
＊会期中無休、入場無料　　■問生活工房☎5432－1543

これまでのプロジェクトの内容については6面をご覧ください。

世田谷で育まれた綿糸“セタガヤーン”を媒体として、衣服造形家・
眞田岳彦さんが生活工房とともに、豊かな暮らしを考えるプロジェ
クトの第3弾。集大成となる今回は、世田谷に我が家（自宅・職場・
学校）を持つ15組の方々の身体を採寸、その人を象徴する衣服作
品≪I’m home≫を制作しました。モデルになっていただいたのは、
大林宣彦（映画作家）さんや北澤豪（サッカー元日本代表）さんを
はじめ神社の禰宜さんご夫婦、馬事公苑の診療医と馬、和菓子
職人親子など、さまざまな世田谷の「家族」たち。生地にはそれ
ぞれの家紋を紋様として入れ込み、“セタガヤーン”で刺繍をほど
こしています。
本展では、木綿・紋様・衣服を通じ、「生きるための豊かな心」そして
「家族とは何か」を皆さんとともに見つめていきます。
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眞田岳彦

本当の豊かさとはなにか

物から糸ができるなんて
知らなかった」ー綿から

糸を紡いだ小学生の参加者の感
想です。’07年からこのセタガ
ヤーンプロジェクトを始め、多く
の方とお話しましたが、この「知ら
なかった」という言葉をたくさん
聞いたような気がします。「綿の
花がこんなにきれいだったなん

て」「自分の手で糸をつくれるなんて」……いつもの生活
の中で綿を育て、作品を制作する中でさまざまな発見を
し、家族や友達とそれについて語りあい、一人一人に素晴
らしい可能性があることに気づく。これこそが「豊かさ」な
のではないかと考えています。第３回となる今回は「家

紋」を取り入れました。日ごろあまり意識しない
自分のルーツや人とのつながりをこの作品
を通じて見出し、生活や工房という場所か
ら見つけ出せる、それぞれの「幸せ」や
「豊かさ」について考える機会にしていた
だけたらと思っています。

「植
衣服造形家



することで、言語感覚を中心に幅広く感性を
育むことができます。（原則全4企画参加）

①ことばとしぐさ　「落語に挑戦」
5月8日㈯ 13:30～15:00
■講林家きく麿（落語家）
②ことばとびじゅつ　「アートのことば」
7月21日㈬～23日㈮ 10:30～15:30
■講当館学芸員ほか外部講師
③ことばとからだ　「からだのことば」
9月4日㈯ 10:30～15:30
■講まくらとジョーロ（岸洋子・石原晶子）
④ことばのことば　「あしたのあたしはあ

たらしいあたしのし」
10月2日㈯ 13:30～15:30
■講石津ちひろ（詩人）　
■￥無料／抽選20名
■申4月11日（必着）までに往復ハガキ（8面
記入方法参照。学年も明記）で、当館「こと
のははくぶつかん」係まで。

土曜ジュニア文学館
■土曜映画劇場
「ブタがいた教室」（DVD上映）
3月13日㈯ ①10:00～②14:00～（2回上映）
2階講義室
1990年、大阪の小学校でひとりの教師が、
クラスでブタを飼い、最後に自分たちで食
べるという試みを行いました。いのちをい
ただくということ。３年間にわたった実践教
育をもとに描かれた映画作品をご覧くださ
い。（小学生とそのご家族向け）
東京国際映画祭賞受賞　文部科学省選定
（2008年、109分、監督：前田哲、主演：妻夫木聡）
■￥無料／各回50名　■対小・中学生と付添い
の方　■申世田谷文学館☎5374－9117まで。

ことのは　はくぶつかん
2010年前期参加者募集

世田谷文学館では、小中学生を対象に「こと
ば」のワークショップを開催します。「ことば」
にまつわる4つのプログラムを連続して体験

文芸せたがや29号
3月6日発売！　800円（税込）
通信販売もあります。
※詳細はお問い合わせ
ください。
（☎5374-9111）

　「ノンちゃん雲に乗る」、「三月ひなのつき」などの優れた児童文学の
創作と、A.A.ミルン原作「クマのプーさん」、B.ポター原作「ピーターラ
ビットのおはなし」などの数多くの翻訳を通して、児童文学の発展と子
どもの読書活動推進に大きな功績を残した石井桃子さん。
　若き日には編集企画者として良質な英米児童文学、絵本の紹介、翻
訳に携わり、戦後は創作児童文学でめざましい活躍を始め、児童文学
作家の第一人者となった石井桃子さんの仕事を幅広くご紹介する、没
後初の回顧展です。

■いしいももこ作品　お話と朗読の会
すべて石井桃子さんの作品、翻訳のプログラム
で、東京子ども図書館スタッフ及びお話ボラン
ティアが行います。（演目は変更になる場合があ
ります）
①子どものためのお話会
2月28日、3月7日、14日、21日、28日、4月11日
（いずれも日曜日） 各回14:00～　2階講義室
■￥無料／各回先着80名（整理券を各当日12時
から配布します）
②大人のためのお話と朗読の会
3月20日㈯　演目：アリソン・アトリーの作品ほか
4月10日㈯　演目：エリナー・ファージョンの作品ほか
各回14:00～　2階講義室
■￥各回500円（中学生以下は無料）／抽選60名
③講演会
「石井先生との思い出」
3月27日㈯ 14:00～　
1階文学サロン
■出中川李枝子（児童文学
者）　■￥500円（中学生以
下は無料）／抽選150名
■申②、③は、いずれも開催
日の2週間前（必着）まで
に、往復ハガキ（8面記入方法参照。1開催日に
つき1枚）で、当館「石井桃子展関連企画」係ま
で。連名可（参加人数も明記。子どもも含む）

石井桃子展
開催中～4月11日日 2階展示室

ⓒ黒澤義教

関連企画

翻訳に使った
原書類

写真提供　朝日新聞社

■￥一般700円　大・高生500円　65歳以上・障害者350円
＊中学生以下無料　＊団体割引あり　＊４月４日㈰は開館記念日として無料

　世田谷文学館友の会は、文学を中心とした様々な芸術文化に関心を持つ人々の集まりで、約
1,000人の会員で構成されています。文学館の催しをサポートし、独自に魅力あふれる講座や
文学散歩なども開催しています。新しい自己発見の場として、また仲間作りのきっかけとして
最適の場です。ご一緒に楽しく学びませんか？
【会員の主な特典】
●世田谷文学館の展覧会を割引で！　文学館の常設展・企画展を２割引でご覧いただけます。
●世田谷文学館の情報をいち早くお届け！　文学館の催し物を紹介するチラシなどをお送りします。
●友の会の活動情報もお届け！　年3回発行している「会報」と、友の会主催の講座、文学散歩
などの情報が満載の「催しのご案内」をお送りします。
【年会費】1,000円
【入会方法】ハガキに「友の会入会資料希望」とご記入のうえ、住所・氏名を明記し、当館友の会
までお送りください。

世田谷文学館友の会 会員募集❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖

TOPIC!

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」8面を参照ください。 2

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）

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500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室
3月13日（土）～5月9日（日）石井桃子展 川上澄生：木版画の世界 栃木県立美術館所蔵品による

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～4月11日（日）　
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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ください。世田谷美術館 区民ギャラリー

開催中

3/ 2
3/ 9
3/16
3/22

2/28

3/ 7
3/14
3/21
3/28

～

～
～
～
～

●静水書道会 書作展

●地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展
●友・悠・遊展
●第4回建築家展
●第47回世田谷アトリエ会展

●『水彩の詩』二人展　●カシャっこサークル
●せたがや散歩
●住まいと街をめぐるーPart2
●中島由美子作品展（10日より公開）
●野鳥大好き 砧の仲間　●AOYAMA爽展
●桜美会グループ展　●四季彩彩

内井昭蔵の思想と建築
自然の秩序を建築に

開催中～2月28日㈰　1階企画展示室
世田谷美術館を設計した建築家・内井昭蔵
の足跡を、写真、映像、スケッチなどでご紹介
します。
■￥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20名以上の団体料金

関連企画
■ライブ「トリビュート・内井昭蔵に捧ぐ」
2月27日㈯ 19：30～21：00　当館講堂
世田谷美術館のイメージをジャズに託し、
そして内井昭蔵の言葉を朗読する。音と言
葉のコラボレー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（朗
読）、吉澤はじめ（ピアノ）、荒巻茂生（ベー
ス）、本田珠也（ドラムス）
■￥2,000円／申込先着100名　■申当館HP

平成21年度第3期収蔵品展
「麻生三郎と世田谷の作家たち」

開催中～4月9日㈮ 
2階収蔵品展示室
麻生三郎と同時代
を生きた世田谷の
作家たちの熱い息
吹をお伝えします。
■￥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

関連企画
■100円ワークショップ「カット＆コラージュ」
開催中～3月27日の毎土曜日
13:00～15:00　当館無料休けい所

宮本三郎　美を語る言葉
開催中～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、その創作
活動とのあいだに生じ
る相関を考察します。
■3月のギャラリートーク
「宮本三郎、児童画に
ついて語る」
3月13日㈯
14:00～（30分程度）
■￥無料／申込不要
■人ひろばvol.6　平山一政が語る
「いま注目!!日常に生きる“蒸気”いろいろ」
3月14日㈰ 14:00～16:30（13:30開場）
究極のエコ・サイエンス! 蒸気の温度をコン
トロールすることで、こんなことまでできる
のです。お話と、日常の役に立つ低温スチー
ムクッキングの実演。
■講平山一政（スチーミング調理技術研究会代表）
■￥500円／申込先着50名
［共催］宮本三郎記念美術館と地域の会
■音広場・冬「Choroな夜」
3月12日㈮19：30～20：30（19：00開場）

サンバやボサノヴァの源流といわれるブラジ
ル音楽〈Choro〉ショーロ。「コーコーヤ」に
よる演奏を夜の美術館でお楽しみください。
■出笹子重治（g）、江藤有希（vn）、黒川紗恵子（cl）
■￥1,500円／申込先着60名

うららかに　
清川泰次が写した昭和の女性たち

開催中～3月22日（月・祝）
清川泰次が、戦前、戦中に撮影した女性たち
の写真をご紹介します。

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

〠154－0016　世田谷区弦巻2－5－1
　 http://www.mukaijunkichi-annex.jp

向井潤吉アトリエ館

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（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

代田水墨画会展
成城さんぽしませんか。お雛祭り
caolu ３０５ 展
橋本好行展

開催中～
  3/  2～
  3/  9～
  3/16～

2/28
3/  7
3/14
3/21

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

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／65歳以上、中・小生、障害者100（80）円※（　）は20人以上の団体料金

企 画 展

向井潤吉と民家　4月27日㈫再開！
4月27日㈫～7月25日㈰
耐震補強工事のため休館しておりました世田谷美術館分館・
向井潤吉アトリエ館が、4月27日㈫より、再開をいたします。
向井潤吉ファンのみならず、多くの皆さまのご来館を心より
お待ち申し上げております。

色々な材料を○や△に切ったり貼ったりして
抽象画風のグリーティングカードを作ります。
■￥1回100円／随時受付

プロムナード･コンサート
末延麻裕子

ヴァイオリン・リサイタル
3月28日㈰ 14：00　当館講堂
■出末延麻裕子（ヴァイオリン）、柘植涼子
（ピアノ）
曲目：シャルル・カミーユ・サン＝サーンス「組
曲「動物の謝肉祭」より「白鳥」」、ボフスラフ・
マルティヌー「ヴァイオリン協奏曲第2番」他
■￥入場無料／抽選200名
■申 3月13日（消印有効）までに往復ハガキ
（8面記入方法参照）で当館まで。
●変更のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1枚のハガキで2名様までお申込みできる
ようになりました。この場合は、必ずご来場
になる方のお名前をご記入の上ご応募くだ
さい。
ご入場の際にはハガキをお持ちいただき、
ご一緒にお越しください。別々にお越しの
場合ご入場をお断りすることもございます。

トランス／エントランスvol.9
神村恵カンパニー「385日」

3月25日㈭ 開場19：30　開演20：00
当館エントランス・ホール
世田谷美術館のエントランス空間を、若手
アーティストの実験的なパフォーマンスの場
にする注目のシリーズ。第9回は、身体と空
間の関係を考察し続け、新境地を切り拓き
つつある振付家・ダンサーの神村恵が登場
します。
［振付］神村恵　■出福留麻里、捩子ぴじん、
神村恵　■￥2,000円（中学生以下無料）／
申込先着100名　
■申メール予約：神村恵公式サイト
http://www.kamimuramegumi.info/
電話予約：世田谷美術館（3415－6011
10:00～18:00、月曜休）
※乳幼児のご入場はご遠慮ください。

世田谷美術館美術大学
24期生募集

詳細は8面をご参照ください。

◆講演会「川上澄生の作品と生涯」
4月24日㈯ 14:00～15:30　当館講堂
■講竹山博彦（美術史家、実践女子大学非常勤講師）
■￥入場無料／当日先着150名（午前10時より整理券
配布）※手話通訳付
◆講演会「江戸・明治を夢想した川上澄生」
5月1日㈯ 14:00～15:30　当館講堂
■講青木茂（美術史家、文星芸術大学特任教授）　
■￥入場無料／当日先着150名（午前10時より整理券
配布）※手話通訳付
◆ワークショップ「誰もいない美術館で」
展覧会の作品からヒントをもらって、ダンスや演劇を
つくりましょう！ 「子ども＆大人編」は、閉館後に発表
会を行います。
vol.25 子ども編　4月25日㈰ 13：00～18：00
■対小学生20名　■￥無料　■講柏木陽（演劇家）ほか
■申当館HP／申込先着
vol.26 子ども＆大人編　5月1日㈯＆2日㈰
13:00～18：00（発表会は2日19：00）
■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：3,000円／5名程度　■申当館HP／申込先着

関連企画

■￥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20名以上の団体料金
［休館日］毎週月曜日（ただし3月22日（月・祝）と5月3日
（月・祝）は開館、3月23日㈫は休館）
※4月13日㈫は展示替のため本展展示室は休室
※4月27日㈫～5月9日㈰までは無休

横浜に生まれ、東京で育った川上澄生（1895－1972）は、26歳のとき、宇都宮で
高校教師になると、本格的に木版画の制作を手がけるようになりました。江戸末期
や明治期への憧憬や、少年時代への郷愁のなかから着想を得て、独自の画趣を
木版画の世界で刻みつづけていきました。本展では、手作りの喜びと独特の詩情
にあふれる川上作品、全約500点を、前期・後期の2期にわけて展覧いたします。

《絵の上の静物》 1972年
木版多色刷

《初夏の風》 1926年
木版多色刷

《自画像》 制作年不詳
木版単色刷

《黒き猫》
1922年頃
木版二色刷

《ゑげれすいろは静物》 1936年
木版画本（単色刷、私刊）

《伊曾保の譬繪噺》 1959年
木版単色刷、手彩色

川上澄生 木版画の世界
古今東西をあそぶ

栃木県立美術館所蔵品による
前期：3月13日土～4月11日日
後期：4月14日水～5月9日日3月13日土～5月9日日

収 蔵 品 展

ね　 じ

麻生三郎《人》1978年

1940（昭和15）年（大島にて）

読書する宮本三郎

《武蔵野の丘径》1974（昭和49）年

TOPIC!

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）



〠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￥

～バレエってフシギ…～

全席指定　
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

「こども合唱メンバー」元気な歌声を聴かせてくれました

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

バレエの歴史と音楽を
チャイコフスキー3大バレエのハイライトと共にひもときます。

©A.I Co.,LTD

©橋本武彦

2月6日㈯の「せたがや童謡コンサート」では、由紀さおり・安田祥子と一緒に歌い
たい！という小学4年生～中学3年生が出演しま
した。短い練習期間でしたが、元気な歌声が世田谷
区民会館いっぱいに響きわたりました。そして、な
んと由紀さんが「おともだち合唱団」という名前を
つけてくれたのです！

音楽事業部主催のコンサート情報や会員限定のお得な情報を紹介するメールマガジンを配
信中です。ご希望の方は、お名前・メールアドレス・「メルマガ希望」と記入して下記アドレス
までお送りください。 　  info@setagayamusic-pd.com  
ご注意！　指定アドレス以外からの受信拒否設定や、携帯電話をご利用の方でパソコンから

のメール拒否設定をされている方は下記のアドレスを許可する設定にしてください。
ongaku@setagaya-ac.net

オーケストラには1人で楽器を練習するだけでは味わえな
い感動があります。仲間と力を合わせて一つの音楽を作ろ
うとすると、協調性や社会性が自然と身につきます。
演奏している時の生き生きとした表情、コンサートを終え
た時の達成感、共に演奏した仲間との一体感。オーケスト
ラは、素晴らしい社会勉強の場です。
“せたがやジュニア・オーケストラ”いよいよ始まります！
世田谷で生まれる音楽、世田谷で経験できる感動。
一緒に始めましょう！　　　             音楽監督  池辺晋一郎全席自由

5月16日㈰  15：00開演 14：30開場　成城ホール
昨年、ドイツのハノーファー国際ヴァイオリン・コンクールに
おいて、史上最年少で優勝した16歳の若きヴァイオリニストの
音色をお楽しみください。

三浦文彰ヴァイオリンリサイタル

出  演　三浦文彰（ヴァイオリン）　他
　　　  　　一般（大学生以上）1,000円　子ども（小学生～高校生）500円　※未就学児童入場不可

室内楽シリーズ“若い翼”　

出演　指揮：田中良和、お話：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

音楽事業部メールマガジン会員受付中！

「せたがやジュニア・オーケストラ」誕生。メンバー募集。

田中良和 小山久美 池辺晋一郎

■期間：4月4日㈰（出発式）～平成23年2月
■練習：日曜日、休日を中心に月3～4回程度
■演奏会予定
8月3日㈫  【せたがやファミリーコンサート】  
  ゲスト出演
12月19日㈰  【第1回定期演奏会】
  指揮：下野竜也、ピアノ：スタニスラフ・ブーニン

■選考　※選考結果は、全員にご連絡します。
　第1次/書類審査　第2次/オーディション　
■オーディション日
　・弦 楽 器/3月14日㈰
　・木管楽器/3月21日㈰
　・金管楽器/3月20日㈯
　・打 楽 器/3月22日(月・祝)
■費用
　年額36,000円　他に消耗品代。
　楽器レンタル希望者は、レンタル代。

■指導者・アドバイザー
・三浦章弘（ヴァイオリン） ・百武由紀（ヴィオラ） 
・苅田雅治（チェロ・コントラバス）
・海鋒正毅（木管楽器） ・秋山鴻市（金管楽器） 
・岡田知之（打楽器） ・下野竜也（指揮）
■対象
・世田谷区在住あるいは在学の高校2年生以下
（平成22年3月時点）、またはそれに相当する人。
・その他、楽器ごとに条件あり。

■応募資格
下記の条件を満たし、オーディションの指定
日時に来ることができる人

あいさつがきちんとできる／楽譜が読める／
オーケストラが好きである、または興味があ
る／練習日に必ず参加し（学校行事は除く）、
可能な限り１人で練習に通える／オーケス
トラの活動に自主的に取り組み、仲間ととも
に努力できる

詳しくはHPをご覧ください。音楽事業部 検索

せたがやふれあい
コンサート 3月7日㈰ 

15：00開演 
14：30開場

世田谷区民会館

第一部　バレエの歴史と音楽
　「ラ・シルフィード」より：ヘルマン・ルーヴェンシュキョル
　「管弦楽組曲第２番」より「バディネリ」：Ｊ.Ｓ.バッハ
　「コッペリア」より「ワルツ」：ドリーブ
　「白鳥の湖」より「ワルツ」：チャイコフスキー
　「火の鳥」（1919年版）より：ストラヴィンスキー

第二部　チャイコフスキー３大バレエ・ハイライト
　「眠りの森の美女」より「ワルツ」
　「白鳥の湖」より「４羽の白鳥の踊り」
　「くるみ割り人形」より「ロシアの踊り」「中国の踊り」「花のワルツ」　他

3月2日㈫18：00までに所定の申込書に必要事項を明記し、写真添付の上、
郵送かFAXまたはEメールにて音楽事業部ジュニア・オーケストラ担当まで。　
※音楽事業部のホームページから募集案内がダウンロードできます。申し込み

前回の“せたがやふれあいコンサート”より

チケット
発売中

3月7日
チケット
発売
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新宿郵便局

新宿店

保険クリニック新宿店 保険クリニック渋谷店

生命保険の相談・見直し
私の保険、ずっと守ってくれるの？ 保険クリニックとは？

■ 好評の無料個別相談会

　身近なようで、よく分からないのが生命保険。
「見直したいけど、どうしたらいいのか・・」とい
う方も多いのでは？今の保障内容を確認するの
も大事ですが、忘れてはいけないのが、「10年後、
20年後の保障内容」です。いつの間にか保障が
切れていたり、途中で保険料が上がってしまった
りなど、その直前で慌てる方をたくさんお見受け
します。病気と同じく、保険も「予防」が大切なん
です。まずは、お近くの「保険クリニック」で将来
に向けた処方箋を出してもらってみては？

　保険クリニックは、全国に122店
舗を展開する来店ショップの草分
け的存在。保険のプロが、今入って
いる保険の内容説明、問題が見つ
かった際には解決するための方法
を分かりやすく教えてくれます。
NHKや日本経済新聞など、マスコ
ミにも多く取り上げられている評
判のお店です。訪問相談にも対応し
てくれるのがうれしいですね。

　3月25日(木)までに「せたがや情報ガイドを
見た」と予約をした方に限り、来店相談料が無
料(通常3.150円)、訪問相談料が1.000円(通
常5.250円)になります。2回目以降は相談料
がかからないので納得いくまで相談できます。

新宿区西新宿1-13-12西新宿昭和ビル6Ｆ
ＪＲ線･京王線ほか新宿駅西口徒歩3分

渋谷区渋谷3-17-2清澤ビル4Ｆ
ＪＲ線･半蔵門線ほか渋谷駅東口徒歩3分

■ 営業時間 : 10時～18時
　　(電話予約受付は19時まで可)

■ 定休日 : 日曜・祝日

http : //hoken-clinic.com
保険クリニック



3/14㈰ 17:00～　世田谷パブリックシアター

■￥ 500円／先着30名　■申 3/7㈰の10:00から劇場チケットセンター（☎5432－1515）にて受付開始

［問］劇場／学芸［問］劇場／学芸

3月24日㈬～28日㈰　　　
世田谷パブリックシアター

チケット発売
中●区民　S 4,200円

 ● 一般　  S 4,500円　A 3,000円　
　  4歳～高校生 各一般料金の半額
　　（購入時要年齢確認）

チケットのお申込みは、劇場チケットセンターへ
☎5432－1515

 新企画！ ｢世田谷アーティストトーク｣『マクベス』劇場ツアー

構成・映像・振付：近藤良平　　 
出演：コンドルズ　ほか
スペシャルゲスト：3/24  加藤和樹さん  26 槇村さとるさん  　
　　　　　　　　27昼  長塚圭史さん  27夜  安田美沙子さん
※3/25、28のゲストは、決まり次第劇場HPにて発表します。お楽しみに！
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〠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
����～����

シアタートラム

���

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。

野村萬斎芸術監督企画
『マクベス』

こどもの劇場2010 
『狼たちの午後～Hungry Like A Wolf～』

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

東野祥子 solo dance
『VACUUM ZONE』

結城座
『宦官提督の末裔』

世田谷区民割引 一般料金公演名・上演期間 その他 お問合せ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
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発売中

1階席
5,400円

1階席 5,500円
2階席 5,000円
3階席 4,000円

ほか

指定 6,000円
自由 4,000円

S 7,300円 S 7,500円
A 5,500円

2,800円 3,000円
ほか

指定
5,800円

4/2㈮～18㈰

3/6㈯～20㈯

S 6，700円
S 7,000円
A 5,000円
B 3,000円

二兎社
『かたりの椅子』

3/5㈮～7㈰
東野祥子 solo dance
『VACUUM ZONE』

結城座 創立375周年記念公演 国際共同制作

『宦官提督の末裔』

6/15㈫～27㈰
舞台『余命1ヶ月の花嫁』

学生3階席 2,000円
（要学生証提示）　

3/18㈭～22（月・祝）

ユース（25歳以下と学生）
2,500円（要身分証提示）

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

5/7㈮～16㈰『清水ミチコのお楽しみ会ツアー 2010』

6/4㈮18:30古謝美佐子
『沖縄のこころのうた ～若夏の唄会～』

■問M＆Iカンパニー
☎5453ー8899

■問東京音協
☎3201ー8116

●区民  3/4㈭　4,700円　
●一般  3/5㈮　  5,000円

●区民   2/26㈮　4,700円　
●一般　2/27㈯　  4,800円

6/5㈯18:30
6㈰15:30

『上々颱風 シアターLIVE ! 2010
  ～デビュー20周年記念！スペシャル～』
●区民  3/4㈭　4,300円　
●一般  3/5㈮　  4,500円

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　

かん がん てい とく　     まつ えい

インナーチャイルド

結城座
☎042－322－9750

4,000円3,800円innerchild 『星合（ほしあい）』
4/17㈯～25㈰

未就学児童入場不可
J-Stage Navi
☎5971－9002

チケットスペース
☎3234－9999

劇　　場

劇　　場

二兎社
☎3991－8872

■問M＆Iカンパニー
☎5453ー8899

未就学児童入場不可

4/8㈭～12㈪散歩道楽2010春 『かいぶつのこども』
●区民  2/26㈮　4,100円　
●一般  2/27㈯　  4,500円 ■問オデッセー

☎5444ー6966（平日11時～18時）

5/14㈮～16㈰大橋可也＆ダンサーズ新作公演 『春の祭典』

■問カンパニー
office@dancehardcore.com

� � � � � 	 �
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 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

かんがんていとく　    まつえい

地域の物語ワークショップ発表会
　　　　　　　　　   （入場無料）

金夜コース
休日・モーニング・こどもコース

※お一人様1申込につき、1公演2枚まで

3/6,7,9 プレビュー公演 ※1　
3/16     ポストトークあり
3/20     視覚障害者のための舞台説明会 ※2

※1 各一般料金の1,000円引
　　（各種割引の適用なし）
※2 要事前予約・無料　

『マクベス』　　 未就学児童入場不可

※年代別割引あり、カンパニーのみ取扱、詳細は要問合せ

※3歳以下入場不可、6歳以上は要チケット

こどもの劇場����
『狼たちの午後 
～����	
�����������～』

こどもの劇場『狼たちの午後～Hungry Like a Wolf～』の公演
期間中に、舞台上でコンドルズによる親子ダンスワークショップ
を開催。公演とあわせてお楽しみください！

■講コンドルズメンバー　
■対（参加条件）親子ペアで参加／子どもは小学校低学年（6歳
～9歳のみ）／『狼たちの午後』チケットをお持ちの方
※ワークショップ参加時に、要チケット（もしくは半券）。※ワーク
ショップお申し込み時にも、公演チケットをご予約いただけます。
■￥親子ぺア1,500円 ※子ども1名追加はプラス500円／各回15組
【申込受付期間】 2/20㈯～3/5㈮19：00まで　
■申■問劇場チケットセンター（☎5432-1515）にて電話予約のみ
※申込多数の場合は、抽選。劇場よりご連絡いたします。

公演スケジュール

世田谷パブリックシアターでは、
託児サービスもご利用いただけます。

3/24㈬ 25㈭ 26㈮ 27㈯ 28㈰
14：00
17：00
19：00
19：30

「来て、観て、遊ぼう！」 世田谷パブリックシアターの
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前売入場券を販売する公演では、託児サービスを行っています（要事前申込・定員あり）
※ワークショップは対象外となります。
■対生後6か月以上9歳未満　■￥2,000円（1名につき）　■申ご希望日の3日前の正午までに☎5432-1530へ

劇場は客席から見ただけでは想像もつかないような、びっくりな仕掛けでいっぱいです。劇場
のことなら何でも知っているスタッフと一緒に、劇場の上から下までぐるりと歩いてまわります。
次回の観劇がさらに楽しくなるようなマメ知識を、いっぱいお持ち帰りできるはず！
今回は、世田谷パブリックシアター芸術監督 野村萬斎が演出・出演する『マクベス』の舞台裏
を探検。公演とあわせてお楽しみください！ 

3/16㈫ 19:00～21:00　キャロットタワー４階  ワークショップルームB

※未就学児童は保護者の同伴が必要です。4歳未満のお子様も、お席
が必要な場合は「4歳～高校生」チケットをお求めください。

※各約1時間程度⑴ 3/25㈭ 17：00～　⑵ 3/26㈮ 15：00～

おおはしかく  や

2,000円
●区民  3/ 6㈯　3,000円  全席自由　
●一般  3/12㈮　 5,000円　
　　　　　　　　 ユース（19歳以下） 1,000円（要年齢確認）

■￥1,000円（1ドリンク付）／先着25名　■申劇場（☎5432－1526）、またはHPから

気鋭の演出家・劇作家・振付家の方々をお迎えし、自身について
語っていただく｢世田谷アーティストトーク｣。これまでの活動を
ふりかえりながら、発想の源泉や方法論などさまざまなお話をうか
がっていきます。今回は劇団「ハイバイ」主宰の岩井秀人さん。
ゆっくりとお茶をのみながら、お話を聞きませんか？ 

親子ダンスワークショップ開催
舞台の上で！コンドルズと！

左 近藤良平／右 コンドルズ　撮影：HARU

関連企画



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～3/13㈯

3/14㈰～4/10㈯
鈴木秀子展

三茶風景―ちょっと足をのばして―

日　程 時　間 一般料金
（税込み）

★
★
★
★
★
★
★
★
★

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）
～テーマ別撮影講座～マクロ撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）
～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）
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）
かんたんビデオ編集を体験しよう（ショートムービー作成）
コンパクトデジカメ撮影入門
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）

3/17㈬
3/18㈭
3/18㈭
3/19㈮
3/19㈮
3/20㈯
3/20㈯
3/21㈰
3/21㈰

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

¥2,100
¥2,100
¥2,100
¥3,800
¥3,800
¥5,250
¥2,625
¥2,100
¥3,800

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

3月も、コンパクトデジカメの講座をご用意
いたしました。

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 3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

Ｇｅｎｋｉネット×ウェブサービスを活用して
情報発信力UP！講座

3月2日㈫ 18：30～20：00　生活工房5Ｆ
新たにＲＳＳ機能が追加された「Genkiネ
ット」の活用方法だけでなく、市民活動の
情報発信力向上に役立つ講座です。
■講㈱世田谷社　
■￥無料／申込先着100名（当日参加枠あり）
■対区内で活動する市民活動団体、ＮＰＯ等
■申2月26日（必着）までにＥメール（8面記
入方法参照）で世田谷社：
info@setagaya-sha.orgへ

企 画 展
大人のものづくりワークショップ　

まぜるをあそぶ２
「香りで春を呼ぶ」

3月20日㈯・21㈰各１日完結　
13：00～16：30　生活工房４Ｆ
日本古来の香りの文化を学び、オリジナル
のお香を調合します。香りづくりのヒントを
探しに、春の烏山川緑道も散策します。香
りを贈る文香づくりもおこない、暮らしに
活かせる紙のデザインも楽しみましょう。
■講吉田揚子（文筆家、にほんの暮らしアドバ
イザー）  
■￥3,000円／各日抽選30名
■対高校生以上　■申3月9日（必着）までに往
複ハガキかＥメール（8面記入方法参照、希
望日・年齢も明記）で生活工房へ

バンバリー市民写真展
3月18日㈭～29日㈪ 9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー
世田谷区と姉妹都市であるオーストラリア・
バンバリー市の
市民が撮影した
写真を、バンバ
リー世田谷姉妹
都市委員会の
協力のもと展示
します。
■￥無料　
協力／バンバリー世田谷姉妹都市委員会
後援／在日オーストラリア大使館

4月期 朗読講座
―豊かなことばの世界―

①水曜教室＜シリーズ教科書の中の名作＞
4月7、14、21、28日
■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：森鴎外著「高瀬舟」
②木曜教室＜シリーズ子どもの心を読む＞
4月1、8、15、29日　
■講金野正人（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：あさのあつこ著「バッテリー」
③金曜教室　4月2、9、16、30日　
■講松田喜和子（ＮＨＫ日本語センター）
朗読作品：稲葉真弓著「花響（はなゆら）」
各回１３：３０～１５：３０　いずれも生活工房５Ｆ
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を
通して体感します。講師が声の出し方、話
し方などを丁寧に指導します。
■￥各20,000円（4回分）／各先着15名　
※世田谷区民は18,000円　
■問■申㈶ＮＨＫ放送研修センター　
☎3415－7121（受付時間9：00～18：00）
URL／http://www.nhk-cti.jp/

21年度 朗読発表会
―豊かなことばの世界―

3月6日㈯13：30～16：00　生活工房5Ｆ
朗読講座受講生による公開発表会を行います。
練習の成果をぜひ聞きにいらしてください。
共催／㈶ＮＨＫ放送研修センター　 
■￥無料／先着50名　■申不要、当日直接会場へ

［開催日］4月24日㈯・25日㈰ 11：00～18：00
［詳細］http://artfleama.net/　
■締3月15日（必着）
■問■申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）またはＥメール：setagaya@artfleama.netまで　

手づくりのクラフトやアート作品を制作する
個人・グループの応募をお待ちしております。

2月27日㈯～3月14日㈰ 11：00～19：00＊最終日は17：00まで  生活工房３・４階
衣服－家族

今回で3回目を迎える「セタガヤーンプロジェクト」（1面参照）。これまで、綿という生活に身近な
素材を通して、足元にある幸せを見つけるフィールドプロジェクトを行ってきました。

Vol.2『棉の庭（わたのにわ）』
（2009年3月開催）

畑で綿を栽培するのと同時に、ボランティアとして公募
した区民のみなさんと、区内8校の小中学校に協力を
得て、苗木を栽培していただき綿を収穫しました。あわ
せて参加者には、綿から1本の糸を紡いでもらい、それ
を作品として約500本の糸を会場で紹介しました。

2月27日より始まるvol.3
では、集大成として、世田
谷産綿糸・セタガヤーンほ
か世田谷の素材で制作し
た世田谷の人の服を展示
します。ご期待ください。

入場
無料

世田谷アートフリマvol.13 出展者募集世田谷アートフリマvol.13 出展者募集世田谷アートフリマvol.13 出展者募集

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

〠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

TOPIC!

Vol.1『庭を編（にわをあむ）』
（2008年2月開催）

世田谷区内の屋上に畑をつくり、種から
綿の栽培に挑戦。収穫された綿を素材に
活用しながらニット作品を制作、展示しま
した。キッチンなどで簡単に野菜の苗木
を育てられる箱庭づくりも行いました。

「Reflections On The Bay」
Graham Hay

プレミアム付区内共通商品券
使用期限が迫っています！
2009年11月7日に発売した分は
2010年3月13日  　 までにご利用ください

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※ 有効期限の過ぎた商品券の使用・返金は出来ません。

お問い合わせ

有効期限の過ぎた商品券の使用 返金は出来ません



対象 時間 定員 参加費
A
B
C

新小学3・4年生
新小学5・6年生
新中学生以上

16:00～17:40（16:45～18:25）

17:00～19:00（16:45～18:45）

抽選
各40名 8,000円／月

対象 時間 定員 参加費
A
B
C

幼児（新年長）～新小学1年生
新小学2・3年生
新小学4～6年生

16:20～
　17:50 抽選35名

抽選各25名
7,500円／月

対象 時間 定員 参加費  
A
B
幼児（新年中・新年長）
新小学1～3年生

15:10～16:20
16:30～17:50

抽選各30名 8,000円／月

対象 時間 定員 参加費
A
B
C
D

幼児（新年少～新年長）
新小学1･2年生
新小学3・4年生
新中学1～3年生

15:15～16:05
16:15～17:15
17:25～18:45
19:00～20:30

抽選
各40名

8,500円／月
9,500円／月
10,500円／月
12,000円／月

対象 時間 定員 参加費
A
B
C
D

幼児（新年少～新年長）
新小学1･2年生
新小学3・4年生
新小学5･6年生

15:15～16:05
16:15～17:15
17:25～18:45
19:00～20:30

抽選
各40名

8,500円／月
9,500円／月
10,500円／月
11,500円／月

対象 時間 定員 参加費
A
B
C
D

幼児（新年中・新年長）
新小学1･2年生
新小学3・4年生
新小学5･6年生

15:15～16:15
15:55～16:55
16:35～17:55
17:35～18:55

抽選各24名
6,300円／月

8,400円／月

※（　）内は木曜開催の時間

ヘッドコーチ
福王 昭仁

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。

世田谷ジュニアアカデミー世田谷ジュニアアカデミー
アスレティクスアカデミー

■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大蔵第二運動場管理事務所　〒157－0074　大蔵4－
7－1　☎3416－1212　■FAX3416－1777
3千歳温水プール管理事務所　〒156－0055　船橋7－
9－1　☎3789－3911　■FAX3789－3912
※123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お問合せください

■￥各参加費のほかに入会金・年会費5,000円がかかります。
■締3月7日（必着）
■申インターネットまたは電話　※原則重複申込不可
　●インターネット　世田谷区スポーツ振興財団ジュニアアカデミー
　　http://www.se-sports.or.jp/stja/index.html
　　スポーツエントリーウェブサイトからの申込となります。
　　携帯電話からもアクセス可能（一部機種は不可)
　●電話　0570－037－846（通話料は利用者負担）　平日10:00～17:30
■問●申込に関する問合せ　スポーツエントリーカスタマーサポ
　　ートセンター　☎0985－35－8665　平日10:00～18:00
　●事業に関する問い合わせ　スポーツ振興財団

1総合運動場　■￥9,000円（全 10回）
■締随時　※託児サービス希望者は3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

2大蔵第二運動場　■￥10,000円～15,750円（全8～
15回）　■締随時
●婦人体操　●気功　●健康体操　●ヨガ

3千歳温水プール　■￥8,400円（全12回)、7,700円
（全11回）、7,000円（全10回）　■締3月12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

　　 初心者・初級者アーチェリー教室
4月4日～29日　毎週日曜（4月29日のみ木
曜祝日） 9：30～11：30　総合運動場洋弓場
用具の安全な取扱いから基本技術まで分か
りやすく指導します。
■対新小学5年生以上の初心者・初級者（小学生は
保護者同伴） ■￥大人3，500円、中学生以下2,000
円（全5回）／抽選40名　■締3月15日（必着）

　　はじめようスイミング
泳ぐことの楽しさを感じながら健康づくり
を目指しましょう。
①大蔵Ａコース（総合運動場温水プール）
4月15日～6月24日（4月29日を除く）　
毎週木曜　12：00～14：00
■￥7，000円（全10回）／抽選60名
②大蔵Bコース（総合運動場温水プール）
4月16日～6月18日 毎週金曜　14：00～16:00
■￥7，000円（全10回）／抽選50名
③千歳コース（千歳温水プール）
4月16日～6月18日 毎週金曜　10：00～12:00
■￥7，000円（全10回）／抽選40名
④梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
4月7日～5月26日（5月5日を除く）

毎週水曜　10：00～12：00
■￥4，900円（全7回）／抽選40名
⑤烏山コース（烏山中学校温水プール）
4月6日～5月25日（5月4日を除く）
毎週火曜　10：00～12：00
■￥4，900円（全7回）／抽選40名
①～⑤すべて■対 18歳以上　■締3月11日（必着）

　　 元気なシルバー
いきいきトレーニング

個々の年齢や体力に合わせた筋力の維持・
向上のためのトレーニングや自宅でできる
エクササイズを紹介します。
①大蔵コース　
健康チェック：4月7日㈬ 9：30～　
トレーニング：4月14日～9月8日（5月5日、
8月11日を除く）毎週水曜 9：30～11：30　
総合運動場体育館第一武道場（畳）・トレー
ニングルーム
トレーニングマシンを使った筋力トレーニン
グやストレッチを行います。
■￥20，000円（全20回）／抽選20名
②千歳コース
健康チェック：4月1日㈭ 13：00～　
トレーニング：4月8日～7月1日（4月29日、

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、事業開始時の学
年、年齢、性別、水泳教室は泳力も明記)でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

5月6日を除く）　毎週木曜
13：00～15：00　千歳温水プール、体育室
プールでの有酸素運動と簡単な筋力トレー
ニングやストレッチを行います。
■￥11，000円（全11回）／抽選20名
①②とも■対60歳以上の方で医師に運動を止
められていない方　※健康チェックの結果
によってはトレーニングへの参加をお断りす
る場合もあります。　■締3月16日（必着）

　　第3回スキルウォーククリニック
3月20日㈯ 9:00～11:00
総合運動場体育館及び大蔵公園内
■対小学生以上　■￥1,000円(高校生以下500
円)／抽選60名　■締3月10日(必着)　
■申ハガキまたは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へ
■問総合運動場体育館管理事務所　
☎3417－4276　■FAX3417－1734

　　 第9回せたがや生涯スポーツセミナー
3月13日㈯ 13:00～16:30　明正小学校
［主な内容］講演・簡単な実技指導　
■講高橋有紀子（バレーボール元全日本メン
バー）［主催］世田谷区体育指導委員協議会
■￥無料／抽選80名　■締3月3日（必着）

詳細は8面をご覧ください。大蔵第二運動場スポーツ教室参加者募集！

　　いきいきリズム体操
4月11日～9月19日　原則第2・4日曜　
13:30～15：00（全12回）　
※日程の詳細はホームページ要確認
千歳温水プール集会室（プール使用無）
音楽やボールを使った運動を行います。
■対高校生以上で軽度の知的障害のある方　
■￥6,300円／抽選10名　■締3月23日（必着）
■申障害の程度も明記でスポーツ振興財団へ

器械運動アカデミー　

柔道アカデミー

Giants Method
ベースボールアカデミー　
　　　　　ジャイアンツアカデミー

フットボールアカデミー
　　　　　北澤 豪

水曜コース　4月7日～2011年3月23日
（全46回）　総合運動場陸上競技場・体育館

いろいろ選べる！
コース型フィットネス教室
参加者募集
コース型フィットネス教室
参加者募集

総合監修

総合監修

総合監修

総合監修
火曜コース　4月6日～2011年3月22日
（全46回）　総合運動場陸上競技場・体育館

　　　　　未定　
4月8日～2011年3月24日　毎週木曜
（全46回）　総合運動場体育館

　　　　　瀧本 誠　
4月6日～2011年3月22日　毎週火曜
（全46回）　総合運動場第一武道場

　　　　　高野 進　
4月8日～2011年3月23日　毎週水曜または木曜
（全48回）　総合運動場陸上競技場

4月7日～2011年3月23日　毎週水曜
（全46回）　総合運動場野球場

総合監修

2010年4月
スタート！

大会情報

◆世田谷陸上競技会
4月3日㈯、6月19日㈯　
■対高校生以上　■￥ 1種目1,000円／応募多数の
場合抽選　■締 3月8日（必着）　■申所定の申込書
を郵送またはFAXでスポーツ振興財団へ　
※種目、時間などの詳細は要項参照。
◆第49回　春季区民ゲートボール大会
4月15日㈭ 9:00～　総合運動場
リーグ戦（2部制）1チーム6名以内
■￥1チーム2,000円　■締3月29日（必着）　
■申■問区協会登録チームは所定の申込書で、未登
録チームはハガキに連絡先（電話）を記入し、区
ゲートボール協会・村石（〒154－0017　世田谷
1－23－3　☎3439－1108）へ

※所定の申込書は、スポーツ振興財団、スポーツ振興課、各申込先、総合運
動場体育館管理事務所にあります。（ホームページからもダウンロード可）

TOPIC!

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

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



編集局
おすすめ
！

おそばにおいてね・・・
せたがや情報ガイドのご案内
皆様が手に取ってご覧になっている「せたがや情報ガイド」、世田谷区が
関わっている文化・芸術・スポーツ関連の情報を毎月25日にお届けしてい

ます。実は発行しているのは世田谷区ではありません。「えっ！？」と思った方、多
いのでは？「せたがや情報ガイド」は㈶せたがや文化財団が発行している情報紙
です。㈶世田谷区スポーツ振興財団と共同編集の形で皆様の生活に“うるおい”
や“活力”をご提供すべく、それぞれの担当者が奮闘し新鮮な情報をお届けして
います。うららかな日差しがあなたを誘う今日この頃。「どこに行こうかな・・・」お
悩みの時はぜひこの情報ガイドをご覧ください。すぐに出かけたくなる情報が満
載です。美術館・文学館の割引券もついています。こころとからだに栄養をあげ
て、明日からの生活、豊かにしてみませんか。
　また、世田谷区民の皆様には、割引価格でせたがや文化財団の催しが楽しめる
「せたがやアーツカード」も発行中！よりアートが身近になりますよ。おすすめで
す！アーツカードの詳しい内容はせたがや文化財団ホームページ
http://www.setagaya-bunka.jp/　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

●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

演劇にちょっと触れてみた
い！稽古場に入ってみたい！ 
という方、仕事帰りになんか
面白いことないかなあ？とい
う方、どんな方でも大歓迎。
演劇は見るだけじゃありま
せん。身体を動かしたり、
声を出したり…みんなして演
劇で遊んでみましょ。
そんなワークショップです！

■対どなたでも　
■￥12とも500円／各回20名
■■申適当な紙に、(1)希望日　(2)氏名（ふりがな）　(3)住所　(4)電話番号　 
(5)年齢　 (6)ワークショップや演劇経験の有無　(7)ひとこと　を書いて担当まで、
郵送（〒154－0004　太子堂4－1－1）、ファックス（5432－1559）、または劇場HPから　
■締基本的に各日程の10日前。余裕がある場合は、締切以降も受け付けます。
※応募者多数の場合は、抽選となります。（結果は全員に連絡します）
■問世田谷パブリックシアター学芸「デイ」担当　☎5432－1526

世田谷パブリックシアター

「デイ・イン・ザ・シアター」
スポーツ教室（第1期）参加者募集！
■問大蔵第二運動場管理事務所　〒157－0074 大蔵4－7－1　
☎3416－1212　FAX3416－1777

ゴルフスクール・個人レッスン　
現地申込制、詳細は現地管理事務所にお問い合わせください。 

Ⓐ月曜コース　4月5日～5月31日（5/3を除く）　
Ⓑ水曜コース　4月7日～6月2日（5/5を除く）　
Ⓒ金曜コース　4月2日～5月28日（4/30を除く）　
Ⓐ～Ⓒすべて午前中、初心者から上級者のクラス分けあり
■対18歳以上　■￥9,450円、13,860円（クラスにより異なります）／
抽選各8～16名　■締3月4日（必着）※時間・クラス等は要問合せ　
■問■申往復ハガキ（下記記入方法参照、希望クラスも明記）で区
テニス協会（〒156－0054 桜丘1－17－18  ☎5451－0691）へ

大蔵第二運動場管理事務所に申し込む教室

現地で申し込む教室

デイタイムテニススクール

1レディースバレーボール教室　 
4月2日～5月21日　毎週金曜　9:00～12:00　■￥6,000円（全8回）／先着30名 
2バスケットボール教室　4月6日～原則毎週火曜日（祝日・休館日等を除く）
Ⓐ4歳～小学生（ミニバスリング）17:10～19:00　Ⓑ中学生・高校生
19:10～21:45　■￥月謝制（1回あたり600円）※1回のみ参加は800円／先着各40名
3ナイターテニススクール
Ⓐ水曜コース　4月7日～6月2日（5/5を除く）　Ⓑ金曜コース　4月9日～5月28日
①5歳～小学3年生（17:10～18:10）　②小学4年～中学生（18:30～20:00）　③高校生～一般
（20:20～21:50）　■￥①6,000円　②9,000円　③11,400円　全6回制／先着各24名
1～3すべて■申電話または大蔵第二運動場管理事務所窓口で受付

大蔵第二運動場

今、

せたがや
アーツカ

ード

美術大学24期生募集
世田谷美術館美術大学

受講生募集

講義（全20回） 受講期間

実技（全24回）

美術大学とは、世田谷美術館の機能をフルに活用し、講義、実技、鑑賞を
組み合わせ、理論と体験により、実感できる総合的な美術講座です。

平成22年度は講義20回、実技24回を予定しています。
アートとは何か？半年間、仲間と共にじっくり考えてみませんか？

ありとあらゆる角度から、今日多方面
にわたる表現の世界を探ります。西洋
美術、日本美術、現代芸術、美術理論、
美術館学概論、また現在活躍中の
アーティスト、美術関係者の生の声を
きくアーティスト・トークを行います。
その他、世田谷美術館で開催する展
覧会や東京近郊のアートスポットを訪
れる鑑賞会を予定しています。

表現の基礎を身に付ける造形演習、
ワークショップ、そして実際に絵画、彫
刻、銅版画、映画などに挑戦し、作品
を制作します。

■対18歳以上の区内在住、在勤(学)者、ま
たは美術館友の会会員で原則として全
課程受講可能な方　
■￥50,000円(年額)／抽選60名　
■申 3月1日～31日の期間に所定の申込
書(当館HPからプリントアウト、または2
月中旬より美術館にて配布)にて美術館
美術大学事務局まで。
郵送をご希望の方は80円切手を同封の
上、美術館美術大学事務局まで郵送し
て下さい。

5月から12月（8月は休講となります）までの
 火曜日と木曜日　10:30～16:30

1日限りの「演劇＆劇場」体験ワークショップ

13月3日㈬ 19：30～21：30 [ひな祭りスペシャル]
24月5日㈪ 19:15～21:30 [開館13周年記念プログラム]
会場：世田谷パブリックシアターけいこ場

参加者募集！


