
展覧会記念  星新一画
「ホシヅル」ストラップ

限定発売！

価格１，３５０円（税込）
＊ミュージアムショップ
   にて限定販売します

ね     ぎ

星 新一展
4月29日（木・祝）～6月27日（日）
世田谷文学館　2階展示室
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SHINICHI HOSHI EXHIBITION

わ
れ
わ
れ
が

過
去
か
ら

受
け
つ
ぐ
べ
き
も
の
は

ペ
ー
ソ
ス
で
、

未
来
に
目
指
す
べ
き
は

ユ
ー
モ
ア
。

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話を超える作品を書き、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。

次回のカラー版は5月25日号です。

関連企画は2面をご覧ください

■観 覧 料　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
■休 館 日　毎週月曜日（ただし5月3日は開館）＊5月22日㈯は無料
■問☎5374－9111　HP http://www.setabun.or.jp/

●オープニング記念対談
「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
■出星マリナ（星新一次女）×江坂遊（作家）　
■¥ 1,000円（展覧会観覧券つき）

●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（金）18:30～19:30
■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（展覧会観覧券つき）

会場はどちらも1階文学サロン　
■申世田谷文学館（☎５３７４－９１１１）へお問い合わせください
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最相葉月

星  新一展によせて

れわれが過去から受けつぐべきものはペーソスで、未来
に目指すべきはユーモア」。次女マリナさんの提案で

展覧会のキャッチコピーに決まった星新一の
言葉です。実はこれ、1970年の大阪万博を
題材にした「万国博短評」の一節で、このあ
と「情報なんかくそくらえと言うつもりはな
いが、ユーモアとペーソスがなくて、なにが
情報、なにが人間だである」と続きます。40
年前の言葉なのにまさしく今、情報にふり
回され迷路をさまよう私たちに向けた
道標のようです。会場では製薬会社
の御曹司が稀代のショートショート
作家となるまでの道のりをたどりな
がら、この言葉に込められた星新一
の「祈り」について想像をめぐらせ
てみたいと思っています。

ノンフィクション・ライター　

「わ

©shinchosha

星新一が前人未到の1001話を達成した
ショートショートは、時代・風俗を特定せ
ず、エッセンスを凝縮して読者の想像力を喚起さ
せるスタイルです。作品は決して古びるこ
とはなく、いつの時代も新しい読者
を魅了し続けるのです。

「少年時代、私のまわりには明治がたくさん
あった。」（『夜明けあと』）の言葉どおり、アメリカへ留学し一代
で製薬会社を築き上げた父・星一、森鷗外の妹で歌人の祖母・
喜美子、解剖学・人類学のパイオニアであった祖父・小金井良精
のもとで育った星新一。
それと同時に、執筆当時は未来であった現代社会を、まるで予想
していたかのように鋭く描いていた作家でもあります。
星新一とは、歴史と現代社会を見据え、さらに
未来とともに生き続けていく作家なのです。

この展覧会を通して、星新一
の持つ大きなエネルギーを受
け取り、〈あなた〉の未来を描い
ていただきたいと思います。

星新一のショートショート

星新一の明治、そして未来

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　音楽事業部　世田谷美術館　世田谷文学館　
　　　㈶世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/
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星  新一展
向井潤吉アトリエ館再開
徳永二男ヴァイオリンリサイタル
「世田谷パブリックシアター フリーステージ2010」ほか
タンザニアのティンガティンガ展
スポ・レクネット「基礎講習会」

明るいミライ！
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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

川上澄生：木版画の世界　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。

観覧料
割　引
引換券 一般1,000円→900円　大・高生、65歳以上800円→700円

中・小生、障害者（一般）500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室
3月13日（土）～5月9日（日）星 新一展

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　
4月29日（木・祝）～6月27日（日）

中・小生は土、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）

星 新一展

栃木県立美術館
所蔵品による

5月22日㈯は「国際博物館の日」記念事業として、企画展・常設展ともに無料になります。また、同日当館周辺では地域のお祭りが開催されます。

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）

■部門・字数の制限
①随筆＝400字詰原稿用紙15枚以内
②童話＝同20枚以内
③小説＝同50枚以内
④シナリオ＝同60枚以内
＊各部門１人１点。未発表のオリジナル作品に限
る。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　区内及び群馬県川場村在住・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）
■賞　随筆･童話＝一席5万円　小説･シナリオ＝一席10万円
■応募方法　9月1日～11日(必着)までに､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。
＊小説部門は世田谷区芸術アワードと同一作品同時応募可。＊応募作品
の訂正、差し替え、返却不可。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。なお入賞者は本紙本年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30号に掲載。

第8回　大藪春彦記念ミステリー講演会
内田康夫講演会

6月12日㈯14:00～15:30　1階文学サロン
ハードボイルド小説の先駆者、大
藪春彦の世田谷での活動を称え
る記念ミステリー講演会。今回
は、名探偵・浅見光彦シリーズを
はじめ、旅情ミステリーの第一人
者として人気の内田康夫氏をお
招きしてお話を伺います。
■講内田康夫（作家）
■￥ 500円/抽選150名
■申 5月28日（必着）までに、往復ハ
ガキ（8面記入方法参照）で、当館
「ミステリー講演会」係へ。連名可（参加人数を明記）※ひとと
き保育あり（対象：5ヶ月～未就学児。定員あり。要電話予約）

土曜ジュニア文学館
■日本の歳時記シリーズ
「『歯固めの日』に親子でチューインガムを作ろう！」
（協賛：株式会社ロッテ）

■申5月16日（必着）までに、往復ハガキ（8面記入方法参照。
①②のどちらかと年齢も明記）で当館「ジュニア」係へ。

友の会の主催講座
■歌舞伎座120年の風雪　5月14日㈮14:00～  2階講義室
■講藤田洋（演劇評論家）
■山と文学者　5月19日㈬14:00～　2階講義室
■講正津勉（詩人）　■￥各講座700円　
■申当館友の会（☎5374-9111）へお問い合わせください

6月1日㈫　①14:00～15:00　
②15:45～16:45　
2階講義室
「歯固め」とは、長寿を願って６月
１日にかたいものを食べる伝統行
事。歯固めにも有効なガムを、親
子で手作りしてみませんか。
■講ロッテ中央研究所研究員　■対子どもと保護者
■￥無料／各回抽選15組　

世田谷文学賞　作品募集！
予  告

記念レクチャー
「ヒューマノイドロボットって何？
               ―星新一を読むヒント」

ワークショップ（部活）
「ロボぐるみ
       （犬のロボット）を作ろう」

5月15日㈯14:00～15:00　1階文学サロン
（協力：早稲田大学理工学術院　
高西研究室）
■講高西淳夫（早稲田大学教授）　
■￥無料／当日先着150名
（30分前より入場開始）

関連
企画

◀最新研究の７つの感情を全身
で表現する「KOBIAN」

5月30日㈰14:00～15:00　1階文学サロン
■講三澤美和（星薬科大学教授）　
■￥無料/当日先着150名（30分前より入場開始）

■申②、④、⑥
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枚につき1
イベント。連

名可）で、

当館「星展
イベント」係

へ

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

6月26日㈯14:00～15:00
■講瀬名秀明（作家）　
■￥ 1,000円（展覧会入場券付き）
／抽選150名

映画上映会
6月19日㈯・20日㈰
各日14:00～15:00　
1階文学サロン

■￥無料／当日先着100名
（各日とも30分前より入場開始）

『花ともぐら』・『ふしぎなくすり』・
『ようこそ宇宙人』・『キツツキ計画』
（原作：星新一、演出：岡本忠成）

5月23日㈰14:00～16:00　2階講義室
■講 押忍！手芸部・部長　石澤彰一
■￥ 1,500円（材料費含む）／抽選30名

記念レクチャー「星新一の父・
星一の仕事と生涯」

上映作品　各15分

展覧会の詳細は一面をご覧
ください

ほし はじめ

©（株）学習研究社　©（株）エコー

©（株）電通テック　©（株）エコー

記念講演会「星新一を読むということ
　　―〈科学〉と〈文学〉をめぐる旅」
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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
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●織　第三回2010年展　和子（28日より公開）
●阿部一喜☆梶浦彰博　油彩画の二人展
●'10子供のアトリエ“くれぱす”作品展
●第14回あいえぬじー展
●第14回武蔵野会展　●ミモザの会絵画展

●雅の会第7回作品展

●地球とてれどろ展　●稲川弘明　絵画展

●グループ・ジグザグ作品展　vol.14

●まりの会　●世田谷人物を描く会
●世田谷美術大学21期生作品展　
●2010和紙造形展

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階展示室
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。
※展示替を行い、4月14日よ
り後期開催中！ 
■￥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
■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」
vol.26　3枚の絵から子ども＆大人編
5月1日㈯＆2日㈰ 13：00～18：00
（発表会は2日19：00～）
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！閉館後に展示室で
発表会を行います。
■講柏木陽（演劇家）、酒井幸菜（振付家・ダン
サー）　■￥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

フェリックス・ティオリエ写真展
―いま蘇る19世紀末ピクトリアリズムの写真家―

5月22日㈯～7月25日㈰　1階展示室
世界初のカラー写真など、知られざる19世紀
の写真家のヴィンテージ・プリントが一堂に

フェリックス・ティオリエ（1842－1914）は、コ
ローといった画家たちと交流しながら、自然や
田園などを写した風景写真を残しました。これ
らの写真は長い間その存在が知られていませ
んでしたが、1980年代に子孫によって紹介され
ることにより次第にその評価が高まっていま
す。今回の展覧会では世界初のカラー写真であ

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

開催中～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、宮本の幅広い人
物描写をご紹介。

関連企画
■レクチャー「つくり手を撮る」
7月3日㈯ 14:00～15:30（13:30開場）
画家や作家など数多くの肖像写真を手掛け
るご自身の体験談や中村立行とのエピソード
をお話しいただきます。
■講齋藤康一（写真家）
■￥500円／申込先着50名
■5月のギャラリートーク「中村立行と画家たち」
5月8日㈯ 14:00～（30分程度）
■￥無料／予約不要

イベント
■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
■音と映像で楽しむクラシック講座Vol.14
5月15日㈯ 14:00～17:30（13:30開場）
オペラの名演を解説付きでご紹介。

プログラム：ジュゼッペ・ヴェルディ「アイーダ」
■￥500円／申込先着50名
■人ひろばvol.7　
片山洋が語る「サッカーは世界の共通語」
6月13日㈰ 14:00～15:30（13:30開場）
選手時代のお話から日本サッカーの歴史まで。
サッカー観戦がより楽しくなります。
■講片山洋（メキシコ五輪銅メダリスト・慈恵医
大サッカー部コーチ）　
■￥500円／申込先着50名

清川泰次と
1950－60年代のアメリカ

開催中～7月25日㈰
清川泰次の二度にわたる滞米時代の作品と
写真を中心にご紹介します。

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

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（8面記入方法参照）またはEメールで、
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

大嶋佐栄子作品展
成城・砧　あちこち四季折々展
｢パンの旅」酒井ゆみ子展
坪内美術研究所絵画展

4/27～
5/  3～
5/11～
5/18～
※初日は午後から、最終日は16：00頃終了

5/  2
5/  9
5/16
5/23

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）※5月6日㈭は休館
[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
るオートクロームを含む約170点の貴重なヴィ
ンテージ・プリントが一堂に紹介されます。
■￥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
■「19世紀末・東京」～幕末・明治追想紀行～
ティオリエの生きた時代は、フランス都市近
代化の真っ只中でした。一方、東京では『武
家社会』から一転して、西洋文化を積極的に
取り入れた近代国家による都市化が急激に
始まります。そのため、象徴的な建造物が東
京に多く出現しました。今回は二人の案内人
の２つのシリーズによって、幕末から明治へ
と大きく変貌を遂げた「東京」の19世紀末を
現在の街から透視し、その僅かな残り香を追
想、体感することを試みます。
●シリーズ其の壱『川ノ手と山ノ手・幕末から
の変貌都市“東京”』
5月29日㈯、6月5日㈯・12日㈯
［場所］日本橋川から隅田川コース、五反田
島津山から高輪、白金台コース、緊急特集・再
生都市東京～消える街コース（予定）
［案内人］大竹誠（遺留品研究所所長、東京
造形大学教授）
●シリーズ其の弐『庶民の19世紀末・銭湯文
化と東京』
6月26日㈯、7月3日㈯・10日㈯
［場所］東海道品川宿幕末コース、上野、池之
端・庶民文化コース、特別番外編・横浜文明開
化コース（予定）
［案内人］町田忍（庶民文化研究家）
＊3日間とも「体験入浴」があります。お風呂
セットをご持参ください。
13：30現地集合　17：00頃現地解散
■￥各シリーズ三日間で3,000円（交通費など
実費は別）／抽選30名
■申シリーズごとに往復ハガキ（8面記入方法参
照、連名申込可）当館まで。2シリーズ通し申込
可（この場合参加費は5,000円）　■締5月15日

「建畠覚造―アトリエの時間」
開催中～9月5日㈰　2階展示室
日本の抽象彫刻を代表する建畠覚造の作品が
当館へ寄贈されました。ユーモアとウィットに富
み、動きのある造型を終始追求した建畠覚造。
素材ごとに変わるテーマの変遷もお楽しみくだ
さい。あわせてアンリ・ルソー、セラフィーヌ・ルイ
等の素朴派の作品をご紹介します。
■￥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
※5月18日㈫は「国際博物館の日」を記念して、本館
ミュージアムコレクションの観覧は無料です。

10：00～18：00（入館は17：30まで）
毎週月曜日　※5月6日㈭は休館
（月曜日が休日の場合は翌日）
一般200円（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
●東急田園都市線「駒沢大学」駅西口下車／徒歩10分 
●東急世田谷線「松陰神社前」駅下車／徒歩17分 
●東急バス（渋05）渋谷～弦巻営業所 
  「駒沢中学校」停留所下車／徒歩3分 
●東急バス（等11）祖師谷折返所～等々力
  「駒沢三丁目」停留所下車／徒歩3分 
●東急バス（渋11）渋谷～田園調布
  「駒沢大学駅前」停留所下車／徒歩10分 
●東急バス（渋12）渋谷～二子玉川
  「駒沢大学駅前」停留所下車／徒歩10分

開館時間
休 館 日

料 金
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向井潤吉アトリエ館
〠154－0016　世田谷区弦巻2－5－1
☎5450－9581
　http://www.mukaijunkichi-annex.jp

プロムナード･コンサート
小瀧俊治　ピアノ・リサイタル
5月23日㈰ 14：00　当館講堂
■出小瀧俊治（ピアノ）
曲目：ショパン「ポロネーズ第７番変イ長調作
品61「幻想」、ラヴェル「ラ・ヴァルス」他
■￥無料／抽選200名
■申5月8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。

4/27火より再開

ミュージアム コレクション Ⅰ

《黒き猫》
1922年頃

庭よりの外観
 Ⓒ宮本和義

《武蔵野の丘径》（埼玉県比企郡嵐山町）　1974（昭和49）

《ヴェリエールの農場》
1880～1910年頃

撮影：清川泰次

《裸婦》1954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）



■出池辺晋一郎（おはなし）、鈴木織衛（指揮）、せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ)
せたがやジュニアオーケストラ（オーケストラ）

一般（高校生以上）2,0００円、区民・劇場友の会割引（前売のみ）1,800円、
子ども（4歳～中学生）500円

ヴィターリ：「シャコンヌ」
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第９番「クロイツェル」
ヴィエニャフスキ：
　ファウストの主題による華麗なる幻想曲 Op.２０
チャイコフスキー：「メディテーション」
チャイコフスキー：「ワルツ・スケルツォ」
グルック：「メロディー 」
サラサーテ：
　「ツィゴイネルワイゼン」  他

佐藤菊夫（指揮）、世田谷区民吹奏楽団（吹奏楽）、
齋藤充（ユーフォニアム･ソロ）、品田昭子（ソプラノ）、
篠原万喜子（オルガン）、世田谷区民合唱団、ゆりがおか児童合唱団、
コール･サウンド（横浜合唱研究会、ムッティ･コーラス、
巣鴨男声合唱団、世田谷南ロータリークラブ婦人合唱団）

詳しくはＨＰをご覧ください。音楽事業部 検索

5月16日
チケット
発売

チケット
発売中

高校３年生までの子どもたち、大人になりかけの子ど
もたち合計93人で、いよいよ、ついに、待ちに待った
「せたがやジュニアオーケストラ」が
誕生しました。
とても多くの応募をいただき、オーデ
ィションを経て選ばれたメンバーで
す。ご希望に応えられなかったみなさ
ん、ごめんなさい。一生懸命がんばり
ますから、応援してください。

スティールパンが奏でるカリブサウン
ドで、三軒茶屋の一足早い夏を感じ
てください♪

■出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

８月３日㈫ １５:００開演（１４:３０開場） 世田谷区民会館 ５月５日(水・祝) 
各回40分程度

夏休みファミリーコンサート こどもの日の
まちかどコンサート

せたがやジュニアオーケストラ発足！

池辺晋一郎 鈴木織衛

ⒸTAKEHIKO HASHIMOTO

去年の“せたがやファミリーコンサート”より　Ⓒ青柳聡

去年の “こどもの日のまちかどコンサート”より

♪の公演は池辺晋一郎が出演します

全席指定

全席指定

指定席 自由席

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）

無料

７月４日㈰ １５:００開演（１４:３０開場） 成城ホール
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。

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

一般（大学生以上）
区民・劇場友の会割引

子ども（小学生～高校生）
※未就学児童入場不可

２,０００円
１,８００円
（前売のみ）
1,000円

Ｓ席５,０００円  Ａ席４,０００円  Ｂ席３,０００円　　　　　Ｃ席２,０００円（3階のみ）

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

ビバ・ブラス！Ⅲのみ下記店舗でも
チケット取扱中
東京オペラシティチケットセンター
☎０３－５３５３－９９９９ 
チケットぴあ（Pコード:102-332）
☎０５７０－０２－９９９9

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」
出演

出演

曲目
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」

第一部

第二部

徳永二男（ヴァイオリン）、林絵里（ピアノ）

※未就学児童入場不可

photo:K.Miura

チケット
発売中

☎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

タイトル 日程 会場
　室内楽シリーズ“若い翼”
　三浦文彰ヴァイオリンリサイタル ５月１６日㈰ 成城ホール

　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

　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
　第87回佐藤菊夫コンサート ６月２７日㈰ 東京オペラシティ・

コンサートホール

♪異分野とのコラボレーション企画
　美術と音楽　～トルコ・オーストリーからせたがやへ～ １０月２９日㈮ 成城ホール

７月  ４日㈰ 成城ホール

♪夏休みファミリーコンサート ８月  ３日㈫ 世田谷区民会館

　せたがや童謡コンサート １１月２１日㈰ 成城ホール

　せたがや名曲コンサート　カヴァレリア・ルスティカーナ １月２３日㈰ 昭和女子大学人見記念講堂

　室内楽シリーズ　パーカッション・ミュージアム演奏会 ３月  ６日㈰ 成城ホール

　せたがや・アマチュアスペシャルライブ １０月１０日㈰ 烏山区民会館

　室内楽シリーズ　高木綾子フルートリサイタル １１月  ５日㈮ 成城ホール

♪せたがやジュニアオーケストラ設立記念コンサート １２月１９日㈰ 世田谷区民会館

♪せたがやふれあいコンサート 　２月２０日㈰ 世田谷区民会館

　せたがやMusicコレクションⅢ
※その他、まちかどコンサート、楽器体験ワークショップ、世田谷区芸術アワード“飛翔”2010を実施予定

音楽事業部主催公演一覧

　３月２０日㈰ 世田谷区民会館

チケット完売

TOPIC!

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」8面を参照ください。 4

下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告

〠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 部業世田谷文化生活
情報センター



世田谷パブリックシアター

254/シアタースケジュール
4/25～5/31

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 2130

若葉の香りがすがすがしいこの季節、外におでかけしませんか？三軒
茶屋駅に直結するキャロットタワーにある世田谷区立の劇場・世田谷パ
ブリックシアターでは、春恒例の｢フリーステージ｣を開催いたしま
す。区内で活動する文化団体の皆さまと、劇場スタッフが力を合わせてつくりあげ
る夢の舞台。入場無料。お誘いあわせの上、ご来場ください。
（『フリーステージ』の詳細は8面をご覧ください）

ゴールデンウィーク中に開幕する
『日本語を読む その３
～ドラマ･リーディング形式による上演～』
優れた日本の戯曲に若手演出家が挑むシリーズ企画。
三島由紀夫、別役実、太田省吾の名作に、いま話題の若い
演出家たちが取り組みます。入場料も手軽に千円。気軽に、
ふらりと劇場へお立ち寄りいただき、豊かな日本語の世界
をご堪能ください。

また、狂言師であり、世田谷パブリックシアターの芸術監督でもある
野村萬斎が企画する人気シリーズ
『MANSAI◉解体新書　その拾七』
今回は「聲（こえ）」をテーマに、トーク＆パフォーマンスを繰り広げます。
今年で最終公演となる、5月のこどもの劇場
『にんぎょひめ』は、ぜひご家族で ！
そして、個性あふれる4人の出演者を迎え
ての注目作『醜男（ぶおとこ）』に、区民
の皆さまを抽選でご招待。ぜひ、この機会
に地域の劇場で世田谷発の舞台芸術をお
楽しみください。
（「前売チケット情報」もあわせてご覧ください）

10:00～12:00　■￥区民400円、一般500円、高校生以下300円／定員20名（要事前申込）　
■申劇場チケットセンター、またはＨＰから

■￥500円／先着30名　
■申5/16㈰の10:00から、劇場チケットセンター（☎5432-1515）にて受付開始

5/1 　言葉から“音楽”をつくる　　　　　　5/8   “うた”で遊ぼう！
5/15 とびこめ！たのしい“えんげき”体験　  5/22 “ダンス”の挑戦！？～からだ・ばしょ・もの～　　　

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できるプログラムを開催しています！

5/29㈯ 16:00～　世田谷パブリックシアター

［問］劇場　※詳細はＨＰ、もしくはお問合せください土曜 劇場プレイ・パーク［問］劇場『にんぎょひめ』劇場ツアー

＊未就学児童参加不可

『清水ミチコのお楽しみ会　ツアー2010』
■問東京音協 ☎3201-8116 

KAKUTA『めぐるめく』

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。

Innerchild『星合（ほしあい）』
■問J-Stage Navi 
☎5971-9002 大橋可也＆ダンサーズ『春の祭典』

『MANSAI◉解体新書　その拾七』 こどもの劇場2010
『にんぎょひめ』

日本語を読む
その3

『鶴瓶噺2010』 ■問アタリ・パフォーマンス ☎5572-7571

洋舞部門

洋楽部門 世田谷パブリックシアター
フリーステージ2010

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

6/4㈮ 18：30開演
4,700円 5,000円

S 7,500円
A 5,500円

全席自由 　　　　　
各作品 1,000円

全席自由

Ｍ＆Ｉカンパニー
☎5453-8899

5/14㈮～16㈰

舞台
『余命1ヶ月の花嫁』 S 7,300円

6/15㈫～27㈰

3,800円
学生 3,300円

KAKUTA
『めぐるめく』 3,700円

5/21㈮～30㈰

チケットスペース
☎3234-9999

●区民  5/8㈯　S 6,000円
●一般  5/22㈯　Ｓ 6,300円　Ａ 4,200円

5/18㈫ 19：00開演

未就学児童
入場不可

■問劇場

■問劇場

『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
6/5㈯18：30 ・ 6㈰ 15：30開演

Ｍ＆Ｉカンパニー
☎5453-8899

S 8,500円
A 5,500円『ロックンロール』 S 8,300円

8/3㈫～29㈰ ホリプロチケットセンター
☎3490-4949

未就学児童入場不可

※日替わり上演
未就学児童入場不可

※日替わりプログロム

割引は
ございません

3,000円
4歳～高校生1,500円

こどもの劇場2010
『にんぎょひめ』 アンデルセン作 「人魚姫」より 2,700円

5/29㈯ ・ 30㈰
各日14：00開演

劇場

劇場

発売中

6/17㈭～7/19（月・祝）
●区民  先行抽選予約あり（下記案内参照。劇場チケットセンターの取扱はございません。）区民割引はございません
●一般  5/15㈯　7,000円 ※お一人様1公演2枚まで

■問劇場チケットセンター　☎5432-1515（10：00～19：00）

シス・カンパニー公演『アット・ホーム・アット・ザ・ズー』

6/6㈰～13㈰
●区民  4/26㈪　3,300円　
●一般  4/27㈫　3,500円 未就学児童入場不可

未就学児童
入場不可

■問庭劇団ペニノ　☎080-2040-3034（11:00～20:00）

庭劇団ペニノ『アンダーグラウンド』

『醜男 （ぶおとこ）』　

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

カンパニー
office@

dancehardcore.com

KAKUTA
☎090-6311-1996

ユース1,000円（19歳以下、
要年齢確認）
※年齢別割引はカンパニーにて取扱
未就学児童入場不可

サービスデー（5/21、22、27
昼）は、3,500円
未就学児童入場不可

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歳から高
校生チケットをお求めください。

全席自由 5,000円
 2,000円

ほか

古謝美佐子　
『沖縄のこころのうた～若夏の唄会～』

3,000円

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

受付期間：
受付方法：

抽選結果確認：

引換期間：

注意事項：

4/28㈬12:00～30㈮18:00
お申し込みの際にはパスワードが必要です。区民専用パスワード 1004
【電話予約】 チケットぴあ特別電話 ☎0570‐02‐9911（音声自動応答）
＊必ず発信者番号通知設定の電話機よりお申し込みください。（公衆電話不可）
＊一部の携帯電話・ＰＨＳ・ＩＰ電話からは利用できない場合がございます。
【インターネット予約（ＰＣ＆携帯）】 http://pia.jp/v/homezoo10stgy/
5/8㈯12:00～11㈫18:00
【電話予約の場合】 ☎0570-02-9911（音声自動応答）
＊お申し込み時にお伝えする5桁の申込受付番号が必要です。
【インターネット予約の場合】 抽選結果はメールでお知らせします。
また、予約専用ＨＰ内（http://pia.jp/v/homezoo10stgy/）「申込結果照会画面」でも確認可。
＊お申し込み時の受付終了画面で表示される「申込受付番号」と申込時に登録した「パスワード」が必要です。
5/8㈯12:00～11㈫23:30
【チケット引換場所】 チケットぴあ店舗、サークルＫサンクス、ファミリーマート
＊お引き換えの際には9桁の「チケット引換番号」と「お客様の電話番号下4桁」が必要です。
※お申し込みはお一人様1回限り。　※1公演2枚まで、第3希望までエントリー可（当選は1公演
のみ）。　※先行予約は必ずしも良いお席を提供するものではありません。

●区民  5/21㈮　S5,300円　
●一般  5/25㈫　Ｓ 5,500円　Ａ 4,000円

7/23㈮～25㈰

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

■問 info@kaijimoriyama.com

森山開次ソロダンスツアー2010『翼 TSUBASA』

※学生割引は劇団のみ取扱

※区民割引は枚数限定

大橋可也＆ダンサーズ新作公演
『春の祭典』

おおはしかく や

5/5（水・祝）～9㈰日本語を読む　その３
A『熱帯樹』 作 三島由紀夫
B『ポンコツ車と五人の紳士』 作 別役実
C『老花夜想』 作 太田省吾

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。

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり（5月末まで） Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録）

高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　

が に変わります！　

作：マリウス・フォン・マイエンブルク　演出：河原雅彦　出演：山内圭哉  内山理名  斎藤 工  入江雅人

●区民  区民先行予約（抽選）は終了しました
●一般  4/25㈰　3,500円

MANSAI◉解体新書 その拾七 「聲 こえ」
企画・出演：野村萬斎
ゲスト：酒井雄二
（ヴォーカルグループ「ゴスペラーズ」メンバー）

内山理名

斎藤  工 入江雅人

山内圭哉

インナーチャイルド

７/2㈮～12㈪

5/

『アット・ホーム・アット・ザ・ズー』 世田谷区民 先行抽選予約のご案内

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。
『にんぎょひめ』の舞台裏を、上から下までぐるりと歩いて回ります。

演劇やダンス…楽しい公演がいっぱい！ 若葉の香
茶屋駅
ブリックシ
す。区内
る夢の舞
（『フリー

デンウィ ク中に開幕する

演劇やダンス…楽しい公演がいっぱい！

春の公演情報

「日本語を読む その１」より（'08年）

「MANSAI◉解体新書 その十六 ～依代～」より（'10年）

『にんぎょひめ』（'07年）撮影：石川純

酒井雄二野村萬斎

ご招待
対象日時

7/2㈮ ・5㈪ 19:00開演
各日100名（抽選）

世田谷パブリックシアタープロデュース

『醜男 （ぶおとこ）』
世田谷区民招待のご案内

【記入事項】
❶希望公演日時
❷名前（かな）
❸住所（在勤・在学の方は
　その名称も）
❹電話番号　❺年齢
❻世田谷パブリックシアター　
　へのご来場の有無（回数も）
❼申込希望人数(1名か2名)

とびきりのブラック・コメディーにご招待いたします。
【ストーリー】上司から顔の醜さを理由に新製品
のプレゼンテーションを任せられないと宣言され
た男が「自分はそんなに醜いのか」と妻にたず
ねると、「それに耐えて生きてるあなたがステ
キ」と思いがけない返事。男は整形手術を受け
ることにする…。

■対世田谷区在住・在勤・在学の方※未就学
児童入場不可　■申官製ハガキに右記事項
をご記入の上、担当まで
■締5/1㈯必着 ※結果は、5月上旬までに当
選者のみハガキをお送りします。 
■問劇場／『醜男』区民招待担当（一般発売に
ついては「前売チケット情報」をご覧ください）

TOPIC!

5

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

〠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　



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

日　程 時　間 一般料金
（税込み）

★
★
★
★
★
★
★
★
★

コンパクトデジカメ撮影入門
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）
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）
フォトレタッチ[3]写真を活かしたポストカードやWEB素材を作ろう（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（デジタル一眼レフカメラ講座）
～テーマ別撮影講座～マクロ撮影の基礎（デジタル一眼レフカメラ講座）

5/12㈬
5/13㈭
5/13㈭
5/14㈮
5/14㈮
5/15㈯
5/15㈯
5/16㈰
5/16㈰

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

¥2,100
¥5,250
¥3,800
¥4,200
¥4,200
¥2,100
¥2,100
¥3,800
¥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

写真撮影の講座の他、撮った写真を活用する
フォトレタッチの講座もご用意しました。

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)　
☎0466－31－4703（IP電話／PHS）
受付時間：１０：００～１８：００（土日祝日は１７：００まで。
電話がつながりにくい時は、時間をおいておかけ
直し下さい)　
ホームページ：http://sony.jp/seminar/

ITエンターテインメントセミナー in世田谷 5月のご案内

★印：世田谷区在住、在勤、在学の方は、一般料金の
525円引き（税込み）になります

関連イベント

ポレポレトーク
―タンザニアの暮らしを知ろう―
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。タンザニアのサモ
サやマンダジ（揚げパン）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）までに往複ハガキかＥメ
ール（8面記入方法参照、年齢も明記）で
生活工房へ

企 画 展
世田谷で育てた綿の種を

配布します
4月29日（木・祝）～5月10日㈪　
9：00～19：00　生活工房５Ｆ受付で配布
昨年度実施したセタガヤーンプロジェクト
で収穫した綿の種を、無料で配布します。期
間中に予定数量（200名分）を超えた場合
は、その時点で配布終了となります。  
■￥無料／先着200名（１名分は約１０粒）
■申不要、上記期間中に直接配布場所へ

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
ンガティンガには、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、豊かな
自然が色鮮やか
に描かれていま
す。本展では18
点を展示、タン
ザニアの自然や
人々の暮らしを
紹介します。 
■￥無料　

川端誠さん講演会
―絵本とともに旅をして―

6月10日㈭10：00～12：00　生活工房5F
「落語絵本シリーズ」などでおなじみの
絵本作家・川端誠さんを迎え、絵本ととも
に日本中を旅する川端さんの絵本に込め
たメッセージなどを伺います。
■講川端誠　■￥100円／抽選100名　■申5月
18日（必着）までに往復ハガキで生活工房へ
（8面記入方法参照、活動団体あれば明記）
[共催]世田谷おはなしネットワーク

入場
無料

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!

小野雅子
（ムクテーシュヴァラ

寺院にて）©新井由己

5月27日㈭～6月13日㈰
11：00～19：00　
生活工房3・4F

関 連 企 画

「オディッシーダンスワークショップ」
5月29日㈯14：00～15：30　生活工房4Ｆ
「動く彫刻」といわれるオディッシーダンスの体験
コースです。
■講小野雅子（オディッシーダンサー） ■￥1,500円／
抽選20名　■申5月19日（必着）までに往復ハガキ
（8面記入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ

「Sunday オリッサキッチン」
5月30日㈰・6月6日㈰・13日㈰　
12：00～15：30　生活工房4Ｆ
カレーやスイーツなど、オリッサ州の女性たちに
よる日替わりメニューが食べられます。
■￥有料　■申不要、直接会場へ

「オリッサ家庭料理ワークショップ」
6月3日㈭11：00～15：00　生活工房4Ｆ
ボランティアで訪れたオリッサ州の料理に魅せら
れてインド料理研究家になったという香取薫さん
に、エビカレーほかの家庭料理を教わります。
■講香取薫（インド料理研究家／キッチンスタジ
オペイズリー） ■￥2,800円（材料費込み）／抽選
20名　■申 5月19日（必着）まで
に往復ハガキ（8面記入方法
参照、年齢も明記）で生活工
房へ

「オディッシー着付け教室＆撮影会」
6月6日㈰13：00～18：00　生活工房4Ｆ
オリッサ州の方々に教わりながらオディッシーダ
ンスの衣装を身にまとい、ポーズをとってプロの
カメラマンが撮影します。
■￥1,500円（材料費込み）／当日先着10名
■申当日会場で11：00より整理券配布、所要時間
1人45分程度

「小野雅子オディッシーダンス公演
 ＆ トークイベント」
6月12日㈯18：00～19：30　
昭和女子大学グリーンホール
日本人唯一のインド政府公認オディッシーダン
サーであり、インドを拠点に世界的な活躍を続
ける小野雅子さんによる待望の公演。
■出小野雅子（オディッシーダンサー）ほか
■￥1,500円／500名
［共催］昭和女子大学人間文化学部国際学科　
■申生活工房HPをごらんください。

古くはカリンガ王国として栄えた東イ
ンド・オリッサ州。世界遺産の太陽寺院
をはじめとした寺院遺跡群で知られ
る、おだやかで魅力あふれる古都で
す。本展では、これら寺院の中で生まれ
た古典舞踊オディッシーダンスを中心
に、オリッサ州の暮らしと文化を、映像
や手工芸品など約
100点で紹介。ミニ
カフェやインド雑
貨ショップもあわ
せてお楽しみく
ださい。

ピック ア ップ

風景・スナップ撮影の基礎
（デジタル一眼レフカメラ）

5月16日㈰10：30～12：30　　
生活工房５Ｆ＆キャロットタワー周辺
季節によって表情を変える風景や街並みを
美しく撮影してみませんか？　標準レンズと
広角レンズを使って、スナップ撮影の基本を
学びます（カメラ貸出）。 
■￥ 3,800円（右記★印割引あり）／先着14名
■申ソニーカスタマーサービス㈱（右記参照） 

オリッサ・オディッシー

東インドの踊りと
暮らし展

わた

わた

開催中～5/8㈯

5/9㈰～6/5㈯
赤い馬からの招待状 ★ ヤベカヨ展

四季のちぎり絵、河原ナツ子

香取 薫



「基礎講習会」 シェイプアップアクア

　　 めざせトップアスリート
「水泳クリニック」 

6月7日㈪16：00～18：00　
総合運動場温水プール
■講松本尚人（北京五輪4×200m自由形リレ
ー7位入賞） ■対小学4～6年生（25m泳げる
方）　■￥ 800円／抽選40名

障害者ふれあい
ボウリングスクール

5月22日、6月12・26日 各土曜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30名　■締5月12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　■FAX 3323-8250）

障害者ふれあい
ウォーキング＆サイクリング
5月30日㈰9：00～15：00（予定）　
昭和記念公園

■対中学生以上で、主に軽度の知的障害のあ
る方（保護者等の参加も可）　■￥1,000円
（別途、貸自転車代など実費負担あり）／先
着30名　■締5月19日(必着)　■申ハガキまた
はFAX（8面記入方法参照、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）へ　※当日は9：00京王線下高井戸
駅ほか集合・解散   

    第1回スキルウォーククリニック
5月22日㈯9:00～11:00　総合運動場体育館
■対小学生以上　■￥1,000円(高校生以下500
円)／抽選60名　■申ハガキまたはＦＡＸ(8面
記入方法参照、年齢、経験の有無も明記)
で総合運動場管理事務所へ（〒157-0074
大蔵4-6-1  ■FAX 3417-1734）

デイタイムテニススクール
A月曜コース 6月7日～8月2日（7／19を除
く） B水曜コース 6月9日～8月4日（6／16
を除く） C金曜コース 6月4日～7月23日
A～Cすべて午前中、初心者から上級者のク
ラス分けあり　大蔵第二運動場
■対18歳以上 ■￥9，450円、13，860円（クラス

はホームページからも申込可能です　※特に記載のない事業は、ハガキまたはＦＡＸ(8面欄外記入方法参照、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

親と子のつどい
5月3日（月・祝）10：00～15：00

「スポーツのしおり（22年度春号）」を配布中 ※今回は年間保存版の施設案内も配布中

※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、スポーツ課、区立
中学校温水プール(水泳記録会のみ)にあります。

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

17,000円

17,000円

9,000円

18歳以上
10名
18歳以上
10名
小学3年～中学生
14名

種　目

2初心者･初級者ゴルフ  Ａ

日  時 ／ 会  場 対象／定員（抽選） 料  金

5月19日～7月7日　毎週水曜　12：00～13：30
（全8回）／千歳ゴルフセンター
5月22日～7月10日　毎週土曜　18：00～19：30
（全8回）／ニュー成城ゴルフセンター
5月22日～7月10日　毎週土曜　13：00～14：30
（全8回）／成城ゴルフクラブ

3初心者･初級者ゴルフ  B

4ジュニアゴルフ

大人2，500円
中学生以下1,500円

小・中学生（保護者の
参加も可）  40名

6月5日～7月3日　毎週土曜　19：00～20：30
（全5回）／尾山台中学校体育館5ジュニアショートテニス

各種スポーツ教室 ■締1・25月5日、3・45月10日、5～85月20日　
※いずれも必着  ※小学生以下は保護者同伴

◆水泳記録会
6月13日㈰10：00～  玉川中学校温水プール
■対小学生以上で25ｍ以上泳げる方 ［種目］ 自
由形、背泳ぎ、平泳ぎ（いずれも25m50m）、バ
タフライ25m、リレー、メドレーリレー※個人種
目は年齢別。個人・リレー種目とも2種目以内
（家族リレーを除く）　■￥大人500円、小・中学生
300円　■締5月16日(必着）　■申所定の申込用紙
でスポーツ振興財団へ　※当日、玉川中学校温
水プールは18：00から一般開放を行います。

◆第60回世田谷区民体育大会
■ゴルフ大会
7月22日㈭　太平洋クラブ御殿場ウエスト 
［種目］18ホールストロークプレー（新ぺリア方
式）　■￥3,000円（賞品代、保険料含む）・別途プ
レー代17,550円　希望者は世田谷区大蔵第二
運動場からバスが利用できます（3,000円）
■締 6月22日(必着)　■申ハガキまたはＦＡＸ（8面
記入方法参照、生年月日・バス利用の有無を明
記）で区ゴルフ連盟・浜本（〒158-0097 用賀
3-27-7☎・■FAX 3709-0672）へ
■テニス(中学・高校)大会
8月2日㈪～13日㈮  ※土日を除く 9：00～
総合運動場テニスコート 
［種目・定員］①中学男子：（単）120名・（複）64組
②中学女子：（単）120名・（複）64組③高校男子
（単）200名・（複）80組④高校女子：（単）200名・
（複）80組　■￥（単）100円／人・（複）200円／組

■申5月28日15：30～18：00に、所定の申込書に
現金を添えて総合運動場会議室兼軽運動室へ
※受付終了後、空きのある種目は5月29日㈯～
6月4日㈮に区テニス協会（10：00～18：00、桜
丘1-17-18 ☎5451-0691）で受付※郵送不可

◆区民ボウリング大会
5月16日㈰9：00～　オークラランド 
［種目］個人戦（年齢・性別ハンデ）
■￥2,000円（3Ｇ）■締 5月6日(必着)■申往復ハガ
キまたはFAXで区ボウリング連盟・藤枝(〒157-
0071 千歳台2-22-22  ☎・■FAX 3482-6377）へ

◆第8回世田谷区武術太極拳連盟競技大会
5月30日㈰10：00～ 
総合運動場体育館（入場・見学無料） 
［種目］個人戦・団体戦　■申■問区武術太極拳連盟・
西井（〒155-0033 代田3-16-14  ☎・■FAX  3413-3721）

◆第22回世田谷区ダンススポーツ大会
6月13日㈰10：00～18：00　総合運動場体育館 
［種目］①オープン戦②ＤＳＣＪ C級戦③DSCJ 
1級戦④ミドルシニア C級戦　■￥1区分5,000円
追加1区分ごとに2,000円　■締5月14日(必着)
■申所定の申込書で区ダンススポーツ連盟・伊藤
（〒157-0072 祖師谷5-5-9）へ　■問区ダンス
スポーツ連盟・石井（☎3700-2582）　※出場
者はＤＳＣＪ選手登録者（オープン戦は未登録者
も可）。服装はJDSＦ規定、ダンスシューズ（ヒー
ルカバーを着用）による。観戦入場無料。

体脂肪燃焼を最大の目的に、シェイプアップ
効果のある水中運動を行います。この機会に、
ぜひご参加ください！
■￥施設利用料金のほか参加料金200円／先着
40名 　■申事前申
込不要。実施時
間の15分前に25
ｍプールサイド
受付へ 
■問☎3417-0017

総合運動場体育館アリーナでスポーツチャレンジコー
ナーを開催するほか、さまざまなイベントが行われます。
詳細は区のおしらせ5月1日号をご覧ください。

■対①スポ・レクネットに登録を希望される20歳以上の方（全5
科目必修）
②スポ・レクネットに平成19，20年度に登録した指導者で、登
録の更新を希望される方※日本体育協会等の公的機関の資
格等をお持ちの方は、1の受講のみで登録できます。詳しくは
スポーツ振興財団へお問い合わせください。
③講習会のみ参加希望される方（登録を希望しない方）
■￥①2,000円（スポ・レクネットへの新規登録・更新の際には、登
録料500円が別途必要です。）③500円／1科目（科目1は無料）
■定①～③合計で抽選120名　■締 5月10日（必着）
■申ハガキまたはFAX（8面記入方法参照、現在お持ちのスポー
ツ・レクリエーション関連資格、②は登録番号、③は参加希望
の科目コードを明記）でスポーツ振興財団へ

スポ・レクネットに登録し、地域で活動しませんか
　　　  5月22日㈯9：00～17：50　世田谷区民会館集会室

［科目及び時間］　※都合により講師・講習内容が変更になる場合があります。
科目コード 時　間 科目（内容）／講師

1   9：00～10：20 ガイダンス・世田谷区の現状
世田谷区・佐野昌行(日本体育大学非常勤講師)

2 10：30～12：00 スポーツ指導者の安全対策
冨田幸博(日本体育大学教授)

3 13：00～14：30 スポーツ心理学・指導方法
楠本恭久(日本体育大学教授)

4 14：40～16：10 指導者の基礎理論
齊藤隆志(日本女子体育大学准教授)

5 16：20～17：50 スポーツ緊急時の救急・救命法
田中秀治(国士舘大学教授）

夏 期 限 定 開 催

総合運動場温水プール　
5・6・9月の毎週木・金曜日
19：00～20：00（祝日を除く）

大 会 情 報

1歳半～4歳児とその
保護者  20組・40名

5月17日～6月28日（5/24・6/14を除く）　毎週月曜
10：00～11：30（全5回）／奥沢区民センター第1会議室1わくわく親子体操

大人3.600円
中学生1,800円

中学生以上で初めて
弓道を行う方  30名

6月8日～17日の毎週火・水・木曜　18：30～20：30
（全6回）／大場代官屋敷弓道場8初心者弓道

大人2，500円
中学生以下1,500円

小学生以上
30名

6月5日～7月3日　毎週土曜　18：30～20：30
（全5回）／笹原小学校体育館6ソフトバレーボール

小学4年生以上
30名

6月6日～27日  毎週日曜　9：30～11：30
（全4回）／オークラランド　※靴代は自己負担7初心者･初級者ボウリング

2,500円

3,000円

により異なります）／抽選各8～16名　■締5月
6日（必着） ※時間・クラス等は要問合せ
■問 ・■申ハガキ（8面記入方法参照、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　　 
　　　 親子スポーツ観戦デー サッカー
～Ｊ2 東京ヴェルディ vs カターレ富山～
6月12日㈯13：00キックオフ　

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
■対小学生とその家族　■￥小学生：無料、中高
生：300円、一般：1,000円　65歳以上：300円
■締5月31日必着　

参加者の中から①ピッチ見学ツアー②ハ
イタッチキッズ③エスコートキッズを募集！
ご希望の方は申込時に希望の旨明記（①
は当日申込）※詳細はHPまたは問合せ
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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

●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

集会室をリニューアル！
千歳温水プール

スイス発―知られざるヨーロピアン・モダンの殿堂

ザ・コレクション・ヴィンタートゥール
8月7日（土）～10月11日（月･祝）　世田谷美術館 1階展示室
モネ、ルノワール、シスレー、ピサロ、など
“印象派”から、ゴッホ、ゴーギャン、ルソー、
ロダン、ピカソ、クレー、レジェ、カンディンスキー、
ジャコメッティ、マグリット・・・
全90作品すべてが日本初公開！

スイスの小都市ヴィンタートゥールは資産家た
ちが優れた美術品を集めた文化都市として美術
愛好家の注目を集めてきました。その市立美術
館はヨーロッパ近現代美術の優れたコレクショ
ンで知られますが、これまでまとめて館外で展
示されることはありませんでした。本展は、この
珠玉のコレクション全90作品すべてを、国際巡
回の一環として日本で初めて紹介します。

アンリ・ルソー《赤ん坊のお祝い！》
1903年　ヴィンタ―トゥ―ル美術館蔵

一般1,300円（1,100円/1,000円）、65歳以上/大・高生1,100円（900円/800円）、
中・小生600円（500円/400円）※（ ）内は前売料金/20名以上の団体料金

販売所：当館ミュージアムショップ、主要プレイガイドなど
[販売期間限定のお得なチケット]詳細は5月15日以降の公式HPをご覧ください。

観覧料

8月中
無料

中小生
の観覧

●広さ　81.5㎡
●時間帯（平日・土日祝日）
　  9:00～12:00　 12:00～15:00
　15:00～18:00　18:00～21:00
●料金　600円
※ご利用には室内履きが必要です。
※社交ダンスを行う場合は、ヒールカバーを使用してください。

展覧会公式HP：www.collection-winter.jp

前売券は5月15日より販売を予定しています。

●ヨガ・ピラティス等　
●空手・太極拳等
●ジャズダンス・エアロビクス等の軽体操
●会議・ミーティング　
●絵画・書道等

利用可能種目

1床面がピータイルから
木材になりました。

フィットネスやヨガなどの
運動がしやすい床材です。

2壁一面に
鏡を設置しました。

自分の動きを確認しながら
運動できますので、
ぜひご利用ください。

リニューアルポイン
ト

集会室のご利用は「けやきネット」により予約できます。

全席自由

入場無料

春恒例のフェスティバル「フリーステージ」は、世田谷区内で
活動する文化団体の皆さまと劇場スタッフが一緒につくる
夢のステージ。約70団体（総勢800名以上）が一堂に集まり、
日頃の成果を披露します。お気軽に劇場へお越しください！

■問世田谷パブリックシアター／シアタートラム　
　三軒茶屋キャロットタワー内　☎5432－1526

■問世田谷区立千歳温水プール　☎3789－3911

★世田谷クラシックバレエ連盟　会場：パブリックシアター　
　4月29日（木・祝）　16：00スタート［15：30開場］

★洋楽部門　会場：シアタートラム　
　4月29日（木・祝）　15：00スタート［14：30開場］
    （世田谷区民団体16組　
　　声楽、合唱、ゴスペル、 JAZZ演奏、吹奏楽など）

★洋舞部門　会場：パブリックシアター
　5月3日（月・祝）・5日（水・祝）　各日15：00スタート［14：30開場］

（世田谷区民団体50組　ジャズダンス、モダンダンス、
  タップダンス、ヒップホップ、フラダンス、民族舞踊、
  クラシックバレエなど）　

※託児サービスはございません。
※都合により時間や内容に変更がある場合もございます。

■問世田谷美術館　☎3415－6011（代）

●詳細は募集要領をご確認ください。
●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。

【募集内容】
【応募対象】

【契約期間】

【選考方法】
【応募方法】

【締切り】
【お問合せ】

世田谷文学館　学芸員　１名
下記の項目をすべて満たす方を対象とします。
①大学・大学院で人文系の学科を専攻、
　または同等の知識資格を有する方。
②学芸員資格取得者。
③Word・Excel・E-mailの
　操作ができる方。
平成22年7月1日～
平成23年3月31日
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（財）せたがや文化財団事務局あてに
郵送してください。
5月13日（木）消印有効
せたがや文化財団事務局　☎5432－1501

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

タイトルロゴ：秋澤一彰
イラスト：山中正大


