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■ 
■ 世田谷美術館さくら祭
■
■ 世田谷アートフリマVol.13開催
■ 野村萬斎芸術監督企画「MANSAI◉解体新書 その拾七」
■ ビバ・ブラス！Ⅲ 世田谷区民吹奏楽団創立20周年記念演奏会
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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

P2
P2
P3
P3
P4
P4

石井桃子展

高野進　子どもかけっこクリニック＆記録会

 

多摩川の春を体感できる、多摩川ウォークの季節がやってきました。
多摩川八景のひとつ兵庫島公園を出発して、

多摩川上流へ向かって歩きます。
今年も、参加される方の体力、

目的に合わせて選べる2つのコースをご用意しました。
春の新緑の中、小鳥のさえずりを聞きながら、

ウォーキングでこころと体をリフレッシュしませんか。
皆さんのご参加をお待ちしております。

ハーフコース（約９ｋｍ） ※制限時間３時間（９：００～１２：００）

世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒
調布市多摩川児童公園自由広場（調布市下布田２５５０－２）
※最寄り駅／京王相模原線京王多摩川駅　徒歩5分

健脚コース（約１９ｋｍ） ※制限時間６時間（９：００～１５：００）
世田谷区立兵庫島公園⇒多摩川サイクリングロード⇒
調布市多摩川児童公園自由広場⇒多摩市一ノ宮公園
（多摩市一ノ宮１０４９）※最寄り駅／京王線聖蹟桜ヶ丘駅　徒歩７分

平成２２年５月９日㈰ ９：００～１５：００  ※荒天中止
※８：１５より参加者受付、８：４５より開会式を実施。

日　時　

【定　　員】先着８００名
【参 加 費】１，０００円（小・中学生５００円）　
【申込期間】3月20日（土）～4月20日（火）　※定員に達し次第締切
【申込方法】インターネット又は電話
インターネット：財団法人世田谷区スポーツ振興財団 多摩川ウォーク
　　　　　　　http://www.se-sports.or.jp/walk2010/
　　　　　　　※申込はデジエントリーウェブサイトからになります。
電　　　　話　：デジエントリー 多摩川ウォーク受付センター
　　　　　　　☎5778－4758（申込専用）　平日/９：００～１７：００
【お問合せ】
内容に関すること：財団法人世田谷区スポーツ振興財団
　　　　　　　　　　 ☎３４１７－２８１１　平日/９：００～１７：００
申込方法に関すること ：デジエントリー
　　　　　　　　　　 ☎0466-36-9611（申込不可）　平日/９：００～１７：００
※申込みされた方には4月下旬に参加案内書をお送りします。
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ウォーキングを楽しむなら、綺麗なフォームで
楽しく歩きましょう！

き方で年齢が解ってしまいます、綺麗な歩き方は貴方の身長
を２～３㎝伸ばし、年齢は５～１０歳若返らせます。逆に悪い

フォームで歩くと見た目の問題だけでなく、膝や腰を痛める原因にも
なります。
身体のバランスを整え健康な身体を手に入れるウォーキングはまず、
バランス良く正しく立つ事から始めます。「足首、腰、耳が一直線の姿
勢を保ち、親指の付け根に重心を２，３度傾けます」その姿勢をキープ
した状態で腕の振りは前方３対後方７の割合で振りましょう！ 
我々スキルウォーク協会は総合運動場体育館に於いて定
期的に講習会を開いております。若々しい「健康スポーツ
ウォーキング」を身につけ理想的な歩き方でウォーキング
を楽しんで下さい。
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企 画 展
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：2,000円（2日間通
し）／5名程度　■申当館ＨＰ／申込先着

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㈮

平成22年度第1期収蔵品展
「建畠覚造―アトリエの時間」
4月16日㈮～9月5日㈰　2階収蔵品展示室
当館へ寄贈された抽象彫刻家・建畠覚造の
作品をご紹介いたします。
■￥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

世田谷美術館美術大学
24期生募集（3月31日まで）

※詳細は当館へお問い合わせください。

情念の大道芸人・ギリヤーク尼ヶ崎
特別公演「平和の踊り」
4月10日㈯13：30開演（13：00開場）当館講堂
■出ギリヤーク尼ヶ崎　［演目］「念仏じょん
がら」ほか、映画上映あり　■￥入場無料（投
げ銭大歓迎）／当日先着150名

川上澄生：木版画の世界
栃木県立美術館所蔵品による

開催中～5月9日㈰　１階企画展示室
前期：開催中～4月11日㈰　
後期：4月14日㈬～5月9日㈰
川上澄生（1895-1972）は、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
で刻みつづけました。
■￥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
※4月13日㈫は展示替えのため本展展示室
は休室

関連企画
■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（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（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）
■■申当館ＨＰ／申込先着

「ドキュメント 素描する宮本三郎   
―1950’s 写真家・中村立行による」
4月１日㈭～7月25日㈰
宮本三郎を撮
影した写真家・
中村立行の写真
とともに、宮本
の素描作品をご
紹介します。
■4月のギャラリートーク
「雑誌『アトリエ』と宮本三郎」
4月10日㈯14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要
■音広場・春
「たくさんのまばたき  扇谷一穂ライブ」
5月14日㈮19：30～20：30（19：00開場）
絵画と音楽、2つのスタイルで心に広がる風
景を自由に表現する、扇谷一穂の世界をお
楽しみください。

■出扇谷一穂ほか　■￥1,500円／申込先着60名

「清川泰次と1950－60年代の
アメリカ」

4月１日㈭～7月25日㈰
清川泰次の二度にわ
たる滞米時代の作品
を中心にご紹介しま
す。また、当時、清川
が撮影した摩天楼が
立ち並ぶアメリカの
風景写真なども展示。

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「イベント」係へ※連記不可
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

収 蔵 品 展

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

■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。
■平成22年10月～平成23年3月の区民ギャラリー利用申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念ギャラリー）

世田谷美術館 区民ギャラリー
期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

●桜美会グループ展
●四季彩彩
●美大イッパチ会作品展 ー2010－
●第11回みどり会美術作品発表会
●第11回紫陽花の会作品展

●アトリエ リーフ　
　シャドウボックス作品展（21日より公開）
●かみやふさはるアフターリタイア作品展

●野田類子  日本画展（14日より公開）
●顔彩画三人展（和紙・自由画）

開催中  3/28～

 3/30  4/  4～

 4/  6  4/11～

 4/13  4/18～

 4/20  4/25～

●第47回世田谷アトリエ会展

●誠之フォトクラブ写真展
●心わ画なごみの会　●気のあうふたり展
●彩アート展

●萩原正三油彩展

●“野の花から蘭まで 押花とレカンフラワー作品展”

《丸ノ内曇日》（〈新東京百景〉より）　1929年

■￥無料／各回先着80名（整理券を各当日12
時から配布します）

　　　  星新一展
4月29日（木・祝）～6月27日㈰　2階展示室
日本ＳＦ小説の先駆者であり、自らが確立した
文学ジャンル〈ショートショート〉では1001話
を越える作品を書き、子どもから大人まで幅
広い読者に愛されている作家・星新一。残
された膨大な構想メモなどから、その類いま
れなる想像力の源を探り、前人未踏の文学に
挑み続けた作家の素顔に迫ります。

■￥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

関連企画
1オープニング対談「星新一から受け継
いだもの 〈プレッシャー〉のゆくえ」
4月29日（木・祝）14：00～15：00　1階文学サロン
■出星マリナ（星新一次女）×江坂遊（作家）
■￥1,000円（展覧会観覧券付き）／抽選150名

2記念座談会「弟子として、編集者とし
て、読者として」
4月30日㈮18：30～19：30　1階文学サロン
■出新井素子（作家）×加藤和代（元新潮社編集
者）×最相葉月（ノンフィクション・ライター）
■￥1,000円（展覧会観覧券付き）／抽選150名
3ワークショップ「ロボぐるみ（犬のロボッ
ト）を作ろう」
5月23日㈰14：00～16：00　2階講義室
■　講押忍！手芸部　
■￥1,500円（材料費含む）／抽選30名
4文学散歩「星新一ゆかりの地を歩く
― 星薬科大学ほか」
6月5日㈯14：00～16：00　
■￥500円／抽選30名

2010年国民読書年・「子ども読書の日」
記念事業  大竹英洋講演会

「もりのどうぶつ  北米ノースウッズ
を旅して」

4月24日㈯14：00～15：30　1階文学サロン
（共催：世田谷区教育委員会）
■　講大竹英洋（写真家） ■￥無料／申込先着150
名　■対小学生以上（保護者同伴の未就学児
は参加可）　■申 4月1日から電話またはFAX
（欄外記入方法参照。年齢も明記）で、せた

企 画 展

次 回 企 画 展
石井桃子展

開催中～4月11日㈰　2階展示室

「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
さんの、没後初の回顧展です。

■￥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

関連企画
■子どものためのお話会
3月28日、4月11日（いずれも日曜日）
各回14：00～　2階講義室
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。

がやコール（☎5432-3333
■FAX 5432-3100）へ

ことのは はくぶつかん
2010年前期 参加者募集

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。（原則全4企画参加）
❶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）
❷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
■　講かわもとなな（アーティスト） ほか
❸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）
❹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（欄外記入方法参照。学年も明
記）で、当館「ことのははくぶつかん」係まで。

友の会との共催公演
■山崎陽子の世界  朗読ミュージカル
4月17日㈯14：00～　1階文学サロン
■出森田克子（声楽家） ピアノ：沢里尊子
 ■￥ 500円　■申4月3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

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）

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）

（観覧無料）※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

小林京子展4/  6～4/11
烏山切り絵同好会20104/13～4/18
アトリエ・ホライゾン展4/20～4/25

写真提供：新潮社

『クマのプーさん
プー横丁にたった家』
（A.A.ミルン作、石井桃子訳、
岩波書店）

川上澄生：木版画の世界　栃木県立美術館所蔵品による割　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
開催中～5月9日（日）石井桃子展

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～4月11日（日）　

中学生・小学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設展  ●世田谷美術館収蔵品展  ●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

《アブストラクト・イン・シカゴ》
1954年

4月4日㈰は開館記念の無料デー！

3月30日㈫は、世田谷美術館 開館記念日にて
本館の企画展・収蔵品展が無料になります。

■申いずれも開催日の2週間前（必着）までに、
往復ハガキ（欄外記入方法参照。1枚につき1
イベント。連名可）で、当館「星展イベント」係へ

［受  付  日］4月9日㈮、10日㈯、11日㈰ 10：00～17：00
［受付場所］世田谷美術館創作室・清川泰次記念ギャラリー
［抽  選  会］4月25日㈰10：00から世田谷美術館にて。詳細は受付時にご案内します。

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　
http://www.mukaijunkichi-annex.jp

《武蔵野の丘径》  1974（昭和49）年

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
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。

4月27日㈫～7月25日㈰

向井潤吉と民家
4月27日㈫再開

予　告

世田谷美術館さくら祭
4月3日㈯～4日㈰ 10：00～16：00　
当館くぬぎ広場（雨天館内） 
お花見の名所－砧公園に隣接する美術
館の中庭で、出店やフリーマーケット、
小さなお子さんから、大人の方まで、
その場で気軽に参加できる
ワークショップ、ライブなど、
もりだくさんの楽しいイベ
ントを開催いたします。

《描く宮本三郎》
1954年



★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

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

時　間 一般料金（税込み）講　座　名 日　程プロカメラマンと一緒に世田谷の街を
撮影する講座も用意しました。日常の風
景を美しく撮影してみませんか？ ★コンパクトデジカメ撮影入門

★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）
★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）
★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）
★～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）
★プロカメラマン・坂口恵先生の“日常を切り取ろう”（一眼レフカメラ講座）

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
13：00-16：00

4/14㈬
4/15㈭
4/15㈭
4/16㈮
4/16㈮
4/17㈯
4/17㈯
4/18㈰

¥2,100
¥2,100
¥2,100
¥2,100
¥2,625
¥3,800
¥3,500
¥6,000

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 4月のご案内

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)　
☎0466－31－4703（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

1親子空手道教室（松沢コース）

2子ども空手道教室（山野コース）

日時 参加費／定員（いずれも抽選）
4/21～5/26（5/5を除く）　毎週水曜（全5回）A14：55～15：25  
B15:30～16：00  C16：05～16：40  D16：50～17：30  E17：35～18：15
4/22～6/3（4/29、5/27を除く）　毎週木曜（全5回）
A16：00～16：30  B16：30～17：00  C17：00～17：40  D17：40～18：20

対象　※学年は新学年会場

3ジュニアソフトテニス教室

4バドミントン教室

5初心者・初級者なぎなた教室

6ジュニア水泳教室

松沢小学校
ABC小アリーナ DE体育館

山野小学校多目的教室

子ども1,800円　大人3,000円／
各30名総合運動場テニスコート5/9～6/13　毎週日曜（全6回） 9：00～11：00 小学3～6年生

A幼児（年少）  B幼児（年中）  C幼児（年長）
D小学1年生　 E小学2年生
A幼児（年少・年中） B幼児（年長）
Ｃ小学1年生       　Ｄ小学2年生

太子堂小学校体育館 2,500円／30名 高校生以上5/15～6/19（5/29を除く）　毎週土曜（全5回） 19：00～20：30

代田小学校体育館

A総合運動場温水プール
B千歳温水プール
Ｃ烏山中学校温水プール
Ｄ梅丘中学校温水プール

小学生以上5/19～6/23　毎週水曜（全6回）　19：00～20：30

A5/  6～6/24　毎週木曜（全8回） 16:15～17:45
B5/11～6/29　毎週火曜（全8回） 16:15～17:45
Ｃ5/11～6/29　毎週火曜（全8回） 18:00～19:30
Ｄ5/10～6/28　毎週月曜（全8回） 16:15～17:45

3,000円（中学生以下2,000円）／20名

3,200円／
A60名　B50名　Ｃ40名　Ｄ40名 小学生

親子2,500円　子どものみ1,500円／
AB各12名 C２５名 D40名 E30名
1,500円／
A7名　B10名　C15名　D10名

一般男子A日程
一般男子B日程
（6/5土曜ワンデイ）
（9/11土曜ワンデイ)
壮年男子（40歳以上)
壮年男子（50歳以上）
壮年男子（60歳以上）
一般女子（平日）
一般女子（休日）

120名

32名

64名
64名
32名
104名
104名

120組

64組

32組
32組
104組
104組

定員（単） 定員（複）種目

各種スポーツ教室 ■締124月10日　34月19日　454月26日　64月13日　※いずれも必着　※1は子どものみの参加も可　3は保護者の参加も可

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

4/11㈰～5/ 8㈯ 四季のちぎり絵、河原ナツ子

開催中～4/10㈯ 鈴木秀子展

企 画 展

バンバリー市民写真展
開催中～29日㈪ 9：00～20：00　
３Ｆ生活工房ギャラリー
世田谷区の姉妹都市オーストラリア・バンバ
リー市の市民が撮影した写真展です。　■￥無料

生活工房ポスター展　
4月1日㈭～20日㈫ 9：00～20：00（最終日は
17：00まで）　３Ｆ生活工房ギャラリー
生活工房が「デザインの力が社会を豊かにす
る」をテーマに、2009年度実施した展覧会や
イベントのポスター展です。世田谷の街頭を
彩った印象的なポスターを、あらためて展示
します。　■￥無料

タンザニアのティンガティンガ展
4月28日㈬～5月21日㈮ 9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー
タンザニア連合共和国
で生まれた絵画ティン
ガティンガを知ってい
ますか？　ゾウやキリン
などの野生動物、聖な
る山キリマンジャロな
ど、タンザニアの豊かな
自然が色鮮やかに描か
れています。その絵画を展示し、タンザニアの
自然や人々の暮らしを紹介します。　■￥無料

関連イベント
ポレポレトーク

ータンザニアの暮らしを知ろうー
5月15日㈯ 13：00～16：00　生活工房４Ｆ
タンザニアで国際協力活動を行う方から体験
談を聞き、その生活と文化を学びます。タンザ
ニアのお菓子づくりや交流会も楽しみます。

■講勝又直人（タンザニアの農村青年を支援
する会 代表）　■￥1,000円／抽選40名
■対小学生以上　■申 5月6日（必着）までに往
複ハガキまたはＥメール（2面欄外記入方法
参照、年齢も明記）で生活工房へ

世田谷アートフリマvol.13 
4月24日㈯・25日㈰ 
11：00～18：00　
生活工房3～5Ｆ
約８０組のアーティス
トが集まる世田谷
アートフリマ。４Ｆ・５Ｆ
のアーティスト・ブー
スでは手づくりの工芸品やアクセサリー、和
小物などが購入できるほか、カフェや軽食の
コーナーもあります。お気に入りのアート作
品を見つけにきてください！
※出展者募集は終了しています。
■￥無料　［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）
またはＥメールsetagaya@artfleama.netまで

３Ｆアートフリマ会場
「ものづくり体験ワークショップ」

■対1～4すべて小学4年生以上
■申1～3は直接会場へ、4はアートフリマ
ホームページ http://artfleama.net/の
ワークショップ申込フォームから予約

1ヘンテコ☆動物バッジを作ろう！
両日11：00～18：00（休憩14：00～15：00） 
自分で描いた動物の絵からヘンテコ☆バッ
ジを作ります。 
■講外村友紀　■￥500円／各日10名
2お札deおりがみ道場
両日13：00～14：00、15：00～16：00、17：00～18:00
いつも使っているお札が面白キャラクターに
大変身！　※お札はご用意ください。 
■講長谷川洋介　■￥500円／各回5名 
3かわいいクッキーストラップ作り 
両日12：00～13：30、15：00～16：30
樹脂粘土で作る小さくてかわいいクッキー型
のストラップ。  
■講コヤナギアイコ　■￥1,000円／各回3名
4アルバム作りワークショップ 
両日11：00～13：00、14：00～16：00
プリント写真とマスキングテープを使って、
かわいいオリジナルのアルバムを作ろう。
［協力］富士フィルム株式会社
■￥2,000円／各回10名
（要事前申込）　
［持ち物］プリントした写真
20枚程度 

　　高野 進
子どもかけっこクリニック＆記録会
5月5日（水・祝） 9:00～12:35　
総合運動場陸上競技場
速く走るためのコツ
を学ぼう！ 写真判定
装置を使った50ｍ
記録会もあります。
■講高野進（バルセロ
ナ五輪陸上競技男
子400ｍ8位入賞）
ほかＮＰＯ法人日本
アスレティクスアカデミー講師陣　
■対A.新3年生　B.新4年生　C.新5、6年生
■￥1,500円／抽選各50名　■締4月11日（必着）

だれでも、ひとりでも参加できる教室
事前申込不要。直接会場へお越しください。
※運動のできる服装で、室内履き持参。　
※詳細はHPまたはスポーツ振興財団へ問合せ。
■気功・太極拳
4月15日～　原則毎週木曜 19:00～20:30
桜丘中学校体育館
■￥200円（中学生以下100円）
■社交ダンス
4月10日～7月3日（６月１２日を除く） 毎週土曜
19:00～20:30 希望丘中学校格技室
■￥200円（中学生以下100円） ※革靴などの底
の硬い靴は不可（ダンスシューズはヒールカバー着用）

■総合運動場で開催する教室　
フィットネス教室
毎日開催　※時間はHPまたは問合せ
■￥500円　［内容］ヨガ、ピラティスほか　
■問総合運動場管理事務所 ☎3417－4276
■総合運動場温水プールで開催する教室　
アクアフィットネス教室　毎週月･水･木･金曜
※時間はHPまたは問合せ
■￥100～200円 ※別途施設利用料金が必要です。
［内容］水中ウォーキング、水中運動ほか
■問総合運動場温水プール ☎3417－0017
■大蔵第二運動場で開催する教室　
バドミントン・卓球教室
毎月第1･3水曜（6/16を除く） 19:00～21:00
■対バドミントンのみ小学4年生以上　
■￥200円（中学生以下100円）　
■問大蔵第二運動場 ☎3416－1212
■千歳温水プールで開催する教室　
①フィットネス教室　毎週月～土曜
［内容］ピラティス・ボディシェイプほか
②アクアフィットネス教室　毎週月･水･木曜
［内容］まずはここからスイミング・アクアシェ
イプほか　①②とも時間はHPまたは問合せ
■￥200円 ※別途施設利用料金が必要です。
■問千歳温水プール ☎3789－3911

　　ティーボール講習会
5月15日㈯ 10：00～12：00　総合運動場
バッティング指導やティーボールゲームを行
います。みんなで楽しみましょう。
■講安藤信二（元西武ライオンズ）

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（2面欄外記入方法参照で、参加希望教室、新学年、年齢、性別も明記）でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

※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）

　　世田谷区・川場村交流親善ゲートボール大会
5月14日㈮～16日㈰　群馬県川場村　
14日：8時30分 区役所出発
■対18歳以上で構成されたチーム／抽選6チーム
1チーム監督含めて7人以内　■￥1人18,000円
■締4月20日（必着）　■申チーム名及び参加者全員
の氏名・年齢・性別も明記でスポーツ振興財団へ
※事前説明会を5月6日㈭に開催予定。
第50回記念ＴＥＰＣＯ世田谷区
レディースバレーボール大会
5月31日㈪～6月3日㈭、6月14日㈪ 9:00～　
総合運動場
■対区内在住・在勤の女性チーム　
■￥1チーム4,000円／先着64チーム　
■締4月13日（必着）　■申電話で区・バレーボール連
盟　金当（☎3700－7882　平日9:00～17:00）へ
第44回世田谷区空手道選手権大会
4月25日㈰ 9:00～　総合運動場
［種目］組手団体戦・組手個人戦・形個人戦 
■￥団体戦／3,000円、個人戦／大人2,000円、
高校生1,500円、小・中学生及び幼児1,000円
■申4月11日 10:00～11:00に経堂地区会館別館
会議室で受付。同日に審判講習会も実施。参加
費持参　■問区空手道連盟・小池（☎3484－
8323）へ

アーチェリー春季世田谷選手権大会
4月29日（木・祝） 9:00～ 世田谷公園
［種目］ＲＣ・ＣＰ・ＢＢ 
■対区内在住・在勤・在学者及び区協会登録者
■￥1,000円　■申当日直接会場へ
■問区アーチェリー協会・山崎（☎3415－1063）へ
第60回世田谷区民体育大会　テニス社会人大会
5月30日～10月23日 9:00～17:00　総合運動場
■￥（単）200円（複）400円　
［定員］下表のとおり（すべて先着順）　
■申■問4月29日 9:00～11:30に総合運動場会議室
兼軽運動室で受付。所定の申込書と参加費を持
参。受付終了後、空きのある種目は4月30日～
5月1日に区テニス協会（桜丘1－17－18　
☎5451－0691）に持参（郵送は不可） 

大会情報

■対小学生以上 ■￥600円（中学生以下は、300
円）／抽選60名　■締4月26日(必着)

　　生涯健康づくり体操
5月6日～7月29日（6月17日を除く） 毎週木曜

10:00～11:30（全12回）　大蔵第二運動場
リズムに合わせた体操やストレッチ、軽度の
筋力トレーニングです。
■対55歳以上　■￥3,000円／抽選50名　
■締4月16日（必着）

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￥

〠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 

世田谷文化生活
情報センター

生 活 工 房

〠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 団世 谷 ス 財振スポーツ・

レクリエーション
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世田谷パブリックシアター
3/25～4/30

253/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 282430 312927 28 26 30  29  14/

世田谷区民先行のご案内　チケット購入のお申込み方法

詳しくはＨＰをご覧ください。音楽事業部 検索

5月29日㈯ ・30日㈰ 
各日14:00開演　
世田谷パブリックシアター

5月18日㈫19:00開演　
世田谷パブリックシアター

シアタートラム

チケット発売
開始

●区民　4/10㈯ 2,700円
●一般　4/11㈰ 3,000円  4歳～高校生 1,500円

撮影：石川純

こどもの劇場2010『にんぎょひめ』こどもの劇場2010『にんぎょひめ』
“魔法の舞台”がいよいよファイナル公演！

脚本・演出：テレーサ・ルドヴィコ
　　　　　（アンデルセン作「人魚姫」より）
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

ちりばめられた歌やダンス、趣向を凝ら
した幻想的な演出がこどもたちの想像
力をかきたてる「魔法の舞台」。当劇場
だけでなく全国各地、更には韓国でも
多くの方に感動をあたえてきた本作。
この機会をお見逃しなく！

近・現代の名作戯曲に注目の若手演出
家が挑む同シリーズ。お気軽に劇場で
日本語の美しさをお楽しみください。

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！
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）
■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
劇場託児サービス☎5432-1530

チケットのお申込みは、劇場チケットセンターへ☎5432-1515
※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。
※5/29㈯16時から劇場ツアーを開催します（要事前申込）。詳細はHPをご覧ください。

チケット発売
開始

●区民　4/3㈯ 区民割引はございません
●一般　4/4㈰ 1,000円（全席自由）　
高校生以下 500円　未就学児童入場不可

A『熱帯樹』 作：三島由紀夫　演出：谷賢一（DULL-COLORED POP）
5月5日（水・祝） 19：00＊／8日㈯ 14：00
B『ポンコツ車と五人の紳士』 作：別役実　演出：柴幸男（ままごと）
5月6日㈭ 19：00＊／8日㈯ 19：00
C『老花夜想』 作：太田省吾　演出：中屋敷法仁（柿喰う客） 
5月7日㈮ 19：00＊／9日㈰ 14：00＊

劇場芸術監督 野村萬斎のシリーズ
企画第１７弾。毎回、多彩なゲスト
をお迎えし、一夜限りの"トーク＆
パフォーマンス"をお届けします！

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となります。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ので、予めご了承ください。）
◆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（1枚か2枚）、返信に①氏名（「様」をお書き添えください）②住所をご記入の上
世田谷パブリックシアター「ＭＡＮＳＡＩ 世田谷区民」担当宛に郵送　■締3月31日㈬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からはじ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。　［受付期間］3月25日㈭10:00～31日㈬23:59まで
※発表は、4月初旬頃に返信ハガキ、又はEメールにてお知らせします。◆4/25㈰から一般発売あり ■問劇場

７月４日㈰１５:００開演（１４:３０開場） 成城ホール

佐藤菊夫（指揮）、世田谷区民吹奏楽団、世田谷区民合唱団
齋藤充（ユーフォニアム・ソロ）、品田昭子（ソプラノ） 他

Ｓ席５,０００円　Ａ席４,０００円　Ｂ席３,０００円
Ｃ席２,０００円

ビバ・ブラス！ Ⅲ

6月27日㈰  １4：００開演（１3：３０開場） 
東京オペラシティ・コンサートホール

世田谷区民吹奏楽団創立20周年記念演奏会

第87回「佐藤菊夫コンサート」

チケッ
ト

4/25
より発

売

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。

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

地域の物語ワークショップ発表会 清野春美
フラメンコ教室発表会
■問☎090-4429-3933

世田谷稲門会
キャロット会
『稲門寄席』
■問劇場チケットセンター

散歩道楽2010春
『かいぶつのこども』

二兎社 『かたりの椅子』

洋舞部門

世田谷パブリックシアター
2010　フリーステージ

洋楽部門innerchild『星合（ほしあい）』

金夜コース 休日・モーニング・
こどもコース

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

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり ４月から　　 　に変わります

3/24㈬～28㈰

1階席 5,400円

S 4,200円

1階席 5,500円
2階席 5,000円
3階席 4,000円

S 4,500円
A 3,000円

S 7,500円
A 5,500円

4/2㈮～18㈰
二兎社
『かたりの椅子』

古謝美佐子
『沖縄のこころのうた～若夏の唄会～』

二兎社
☎3991-8872

学生席 2,000円
(3階・要学生証提示)
未就学児童入場不可

5/14㈮～16㈰

4,700円 5,000円
6/4㈮ 18：30 Ｍ＆Ｉカンパニー

☎5453-8899

舞台
『余命1ヶ月の花嫁』

散歩道楽2010春
『かいぶつのこども』

S 7,300円
6/15㈫～27㈰

4/17㈯～25㈰

4/8㈭～12㈪

チケットスペース
☎3234-9999

J-Stage Navi
☎5971-9002

オデッセー
☎5444-6966

（平日11時～18時）

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

■問劇場■問劇場　※詳細はHPへ 世田谷パブリックシアターアルバイト募集土曜劇場プレイ･パーク

劇　　場

高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　

８/３㈫～２９㈰
●区民  ４/２㈮　S 8,300円　
●一般  4/３㈯　Ｓ 8,500円　Ａ 5,500円

●区民  3/28㈰　区民割引はございません（チケットセンター店頭のみ）
●一般  4/3㈯　Ｓ 6,000円　Ａ 5,000円　立見 4,000円（当日のみ販売）

4/21㈬～25㈰
未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

■問ホリプロチケットセンター☎3490-4949

■問アタリ・パフォーマンス
☎5572‐7571

『上々颱風　シアターLIVE！2010
  ～デビュー20周年記念！スペシャル～』

4,300円 4,500円

4,100円 4,500円

6/5㈯18：30 ・ 6㈰15：30
Ｍ＆Ｉカンパニー
☎5453-8899

発売中

『ロックンロール』

5/21㈮～３0㈰
●区民  4/17㈯　3,700円　
●一般  4/１８㈰　3,800円　学生3,300円 

未就学児童入場不可

■問KAKUTA　☎090-6311-1996

KAKUTA『めぐるめく』

『鶴瓶噺 2010』

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

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　※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

【勤務内容】①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）②劇場事務所受付業務
（劇場代表電話の応対や取次が中心）　【勤務日数】月16日以内①公演日時にあわせたシフト制
（目安として、昼公演時は12時～17時頃、夜公演時は16時～22時頃）②13時～18時、又は17
時～22時　【時給】①850円②830円（研修期間中は800円。交通費別途支給）　【契約期間】5
月から長期希望　【募集対象】18歳以上（高校生を除く）/若干名　【選考方法】１次＝書類選考、2
次＝面接　【応募方法】4月7日（必着）までに、履歴書（希望の勤務内容①又は②を選び、写真
貼付、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。

カンパニー
office@

dancehardcore.com

ユース（19歳以下）1,000円
（要年齢確認）
未就学児童
入場不可

3歳以下入場不可、
6歳以上は要チケット

未就学児童は要保護者同伴。
4歳未満のお子様も、お席が
必要な場合は要チケット

4,000円

 5,000円
 2,000円

ほか

3,800円

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

10:00～12:00　集合場所：技術部受付前（シアタートラム2F）　■￥区民400円　一般500円　高校生以下300円／各日20名
■申劇場チケットセンター、またはHPから（事前申込）

4/3、5/1、6/5        「言葉から音楽をつくる」 4/10、5/8、6/12   「“うた”であそぼう！」

※同プログラムを複数回にわたりお申込の方は初回に参加料をご精算ください。　未就学児童参加不可。

4/17、5/15、6/19 「とびこめ！楽しい演劇体験」 4/24、5/22、6/26 「ダンスの挑戦！？～からだ・ばしょ・もの～」

3,000円

出演

福島弘和作曲：祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」
河辺公一作曲：「高度な技術への指標」
P.スパーク作曲：ユーフォニアムと吹奏楽のための「ハーレクイン」
山里佐和子編曲：「ディズニー・クラシックス・レビュー」
久石譲作曲・遠藤幸夫編曲：「千と千尋の神隠し」ハイライト
石井歓作曲・佐藤菊夫編曲：交響讃頌「大いなる秋田」

曲目

指定席
自由席

徳永二男（ヴァイオリン）　他出演

一般（大学生以上）
世田谷区民・劇場友の会（前売りのみ）
子ども（小学生～高校生）　
※未就学児童入場不可

２,０００円
１,８００円
１,０００円

全席
指定

春のまちかどコンサート
4月3日㈯  各回40分
13:00～ 呑川緑道公園：東深沢さくらまつり
15:30～ 烏山区民センター前広場：花まつり
出演

５月５日（水・祝） 各回40分
１３：１０～ 松竹駐車場（茶沢通りの西友隣り）
１５：００～ 三茶パティオ（地下広場）
１６：３０～ 三茶パティオ（地下広場）

こどもの日のまちかどコンサート

mi･so･ra：森美咲（スティールパン）、鈴木和徳（ドラムス）、
西窪峰人（マリンバ）　※当日直接会場へ　※雨天時は要問合せ

出演

前売チケット情報 世田谷パブリックシアターチケットの
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または劇場オンラインチケット（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。

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

チケットセンター　☎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

日本を代表するヴァイオリニストが
奏でる名曲をお楽しみください。

暖かな日差しの中、トロンボーン四重奏を楽しんでみませんか

曲目

※未就学児童入場不可

入場
無料

入場
無料

チケッ
ト

発売中

※区民・一般ともに、お一人様1公演2枚まで
※車椅子でお越しのお客様は、事前にアタリ・パフォーマンスまでお問合わせください

※サービスデー（5/21,22,27昼）は3,500円

毎週土曜日の午前中に劇場をオープン。演劇やダンスを気軽に体験！

■講萩窓子（俳優・舞台音楽家） ■講豊島理恵（歌役者／オペラシアターこんにゃく座）

■講わたなべなおこ（演出家・WSファシリテーター／あなざーわーくす) ■講楠原竜也（振付家・ダンサー／APE）

innerchild『星合（ほしあい）』
インナーチャイルド

大橋可也＆ダンサーズ新作公演
『春の祭典』

おおはしかく や

その
拾七

5月18日㈫15月15555月 88日㈫8日㈫㈫㈫19:00開演開演000開開演開開演9:00開㈫19㈫19㈫
世田谷パブ谷世田谷谷世田谷谷パ世世 谷パブブブリックシアタークシアクック タークシリック ターリック アアタブリ

劇場劇劇劇劇劇場劇場場芸術監督 野村萬斎の督 村萬野村術監督野野芸術監督野村監督 萬斎場芸術場芸術 野 斎の斎の場場 督 野場場
企画企企企 １ 、画第１７弾。毎回、多彩７弾７１ 回７第１ 毎回 多画第１ 弾。毎画第１７弾 毎回、多彩多彩画第１７ 回、多
をおををを 迎え 限りえし 限お迎えし 一夜限りの一一お迎 一一夜 のおお迎 し 一一夜限りの

その
拾七MANSAI◉解体新書 MANSAI◉解体新書 

企画・演出：野村萬斎

日本語を読む
～ドラマ・リーディング形式による上演～

その３

※当日直接会場へ　
※雨天時は要問合せ

■￥3,500円　全席指定（抽選）

Photo:K,Miura

室内楽シリーズ“せたがやの演奏家Vol.6”

徳永二男ヴァイオリンリサイタル

1週

3週
2週

4週

■申☎5432-1515　■問劇場

スティールパンが奏でるカリブサウンドをお届けします♪

渡辺善行、細貝潤、菅貴登、沼田司
「天地創造」より、「G線上のアリア」、
「波乗りジョニー」、「津軽海峡冬景色」 他

学生の皆様を対象に世田谷パブリックシアターの主催公演を一般料
金の半額でご提供しているTSSS（TOYOTA Student Support 

at Setagaya）は、2010年4月よりさらにパワーアップしてサービスを拡大いたします。名称もU24
（Under24）と生まれ変わり、18歳から24歳の方ならどなたでも、主催公演のチケットを一般料金の半額
でお求めいただけます。（要事前登録・登録料無料）　※現在TSSSにご登録されている方のIDは、2010年5月末
まで有効。あらためてU24にご登録ください。　※詳細・お申し込みについては、劇場ホームページをご確認ください。

＊ポストトークあり■問劇場

（4月より）

（4月より）

が に変わります！　

〠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  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

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

世田谷パブリックシアターチケットセンター
〠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/


