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 みんなのサザエさん展
 世田谷区民絵画作品募集
 トレッキング「上高地」
 DESIGN for LEFTY
 子どもとおとなのための●読み聞かせ「お話の森」
 「美術と音楽」～トルコ・オーストリアからせたがやへ～
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ク  三浦章広せたがやジュニアオーケストラ　アドヴァイザー

ジュニアオーケストラ初舞台に寄せて

年４月に発足したせたがやジュニアオーケストラ
が、８月３日のファミリーコンサートでいよいよ初

舞台に臨みます。曲目は１２月１９日の第1回定期公演
で取り上げるメイン曲、ドヴォルザークの交響曲第９
番新世界より第1楽章です。ほとんどのメンバーが
オーケストラ初体験(一昨年、昨年のワークショップ
体験者はかなりいますが)というなかで、いきなり本
格的な交響曲に取り組むのはかなりハードルが
高いのは事実ですが、毎週の練習でみな目を
輝かせてがんばっております。プロの音
楽家で編成されるせたがやシンフォ
ニエッタの演奏ともども、ジュニ
アオーケストラの記念すべきデ
ビューをどうぞご期待ください！

今

８月３日火
１５:００開演（１４:３０開場）
世田谷区民会館
池辺晋一郎音楽監督のトークと
江原陽子さんの司会で、
親しみやすいクラシック音楽の数々を
お届けします。
ジュニアオーケストラの初演奏と、
プロによる演奏の二本立てです。 
ご家族そろってお楽しみください。

チケット

販売中

出演

第一部 第二部 せたがやシンフォニエッタ
コンサート
せたがやシンフォニエッタ
コンサート

４月から活動を始めたジュニアオーケストラの初演奏です。 オーケストラで使っている
楽器のお話を交えながら
名曲をお贈りします。

ぜひ聴きに
来てください！

財団法人せたがや文化財団 音楽事業部
（10：00～18：00／月曜定休）
■Tel.5432－1535　Fax.5432－1536
共催／世田谷区
協力／松本記念音楽迎賓館、㈱世田谷サービス公社、
エフエム世田谷、世田谷区立弦巻中学校、㈲太子堂楽器店

区民割引のご利用は「せたがやアーツカード（無料）」で。http://www.setagaya-bunka.jp/artscard/

※曲目は予告なく変更する場合があります。

曲目
●ドヴォルザーク：
　交響曲第９番「新世界より」
　第一楽章

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　年中無休

チケット
申込

予約したチケットはお近くのセブンイレブンでも受取が可能です。
（手数料：１０５円／１枚）

パソコン　http://setagaya-pt.jp/ticket_buy/
携　　帯　http://setagaya-pt.jp/m/

せたがやジュニアオーケストラ
おひろめステージ
せたがやジュニアオーケストラ
おひろめステージ

※音楽事業部のその他のコンサート
　情報は４面をご覧ください。

　　　

詳しくは

音楽事業部 検索

■一般（高校生以上）        ２,０００円
■世田谷区民・劇場友の会  １,８００円 (前売りのみ)
■子ども(４才～中学生)　　  ５００円

全席
指定

世田谷区民会館 世田谷区世田谷4‐21‐27
 ■電車 東急世田谷線「松陰神社前駅」下車徒歩5分
■バス 反11・園02・渋52「世田谷区民会館」終点下車すぐ
　　 ※駐車場がありませんので、電車・バスをご利用下さい。

会場

遊びと学びの
子どもプロジェクト2010事業

夏休み期間に実施する子供向け総合プロジェクト。子どもの持つ優れた感性と個性を
伸ばし豊かな人間性を育むことを目指す。世田谷区共催。

問

●鈴木織衛
（せたがやシンフォニエッタ指揮）

●松村秀明
（せたがやジュニア
オーケストラ指揮）●池辺晋一郎（おはなし） ●江原陽子（司会）●●
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曲目
●ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲
●ブリテン：青少年のための管弦楽入門
●バーンスタイン：「ウエストサイド・ストーリー」
　　　　　　　　～シンフォニック・ダンス（抜粋）

ファゴット
木管楽器。葦の茎を
薄く削って2枚を重ねた
リードを振動させて
音を出します。主に
低音部を担当。

チェロ
弦楽器。エンドピン
と呼ばれる棒状の

部品を床に立てて演奏
します。独奏楽器と
しても活躍します。
低音部を担当。

トロンボーン
金管楽器。スライドと
呼ばれる長いU字型の
管を伸縮させて
音程の高低を
生み出します。

ティンパニー
打楽器。大型の太鼓
で、皮が張られた上面
をばちで叩きます。
足元のペダルで
音程を変えられる
機能もあります。

あし
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■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

期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ
●サロン・ド・アマツール油彩展　
●モロニ展7
●林はやし大起だいき

●Art-Skaall2010（14日より公開）

 7/  6  7/11～

 6/29  7/  4～

 7/13  7/18～

●夏の建築家展

●青の疾走、緑の思惑
●風景スケッチ日曜会水彩画展
●高田邦秀家具作品展

●歴史的なイギリスのゴルフコース
●土の会とその仲間たち  第13回作陶展 7/19  7/25～ ●第6回アトリエ梶谷美術展

●人物フォルム展

企 画 展

ザ・コレクション・ヴィンタートゥール
8月7日㈯～10月11日（月･祝）
1階展示室
ファン・ゴッホ、モネ、ルノワール、ピカソ、
ルソー、クレー、ジャコメッティ…90作品
すべてが日本初公開!
■￥一般1300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） 障害者割
引あり※（　）内は前
売料金／20名以上の
団体料金  
※8月中の中・小生の
観覧は無料

お得な前売券
●スイスグラスワイン一杯付チケット 　　
　　　　　　　　　　　　　 …1,400円
●図録&音声ガイド付チケット…3,300円

販売所：当館、主要プレイガイドなど
展覧会公式ＨＰ www.collection-winter.jp
前売券は、8月6日まで販売

「建畠覚造―アトリエの時間」
開催中～9月5日㈰　2階展示室
■￥一般200（160）円／大・高生150（120）円／
65歳以上、中・小生100（80）円　障害者割引
あり　※（　）内は20名以上の団体料金

プロムナード・コンサート
神武夏子  ピアノ・リサイタル
ベル・エポック1920

7月24日㈯14：00　当館講堂

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―

開催中～7月25日㈰  １階展示室
最初期のカラー写真など、知られざる19世紀
末の写真家のヴィンテージ・プリントが一堂に
■￥一般1，000（800）円／65歳以上、大・高生
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

ワークショップ「誰もいない美術館で」
Vol.28「写真の演劇 10代編」 
7月18日㈰・19日（月･祝）13：00～18：00
（発表会＝19日19：00～）当館創作室（発表会
は展示室）
10代のみなさん！展示作品からヒントをもら
い、ちょっと変わった演劇をつくってみません
か？発表会は閉館後の誰もいない美術館で！ 
■講柏木陽（演劇家／NPO法人演劇百貨店
代表）、高橋あい（写真家）■対10代の方20名
（申込先着順） ■￥無料　■■申当館ＨＰ
■100円ワークショップ《100年前のひかり》
7月24日までの毎週土曜日
13：00～15：00（随時受付）  地下無料休憩所
どなたでもその場で参加できます。
■￥ 1回100円

「向井潤吉と民家」
開催中～7月25日㈰

「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㈰

関連企画
■「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
肖像写真を手掛けた、写真
家・齋藤康一さんの体験談
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
■7月のギャラリートーク
「中村立行と雑誌『アトリエ』」
7月10日㈯14：00～（30分程度）
■￥無料／予約不要

イベント
■人ひろばvol.8 「異文化との出会いと発見
－1950年代のアメリカとイギリス－」
8月8日㈰14：00～15：30（13：30開場）
フルブライト1期生として渡米。その後も欧
州での生活で体感した文化の差異について、
その実体験に基づいたお話をうかがいます。
■講植村攻　■￥500円／申込先着50名
■音広場・夏・JAZZナイト
8月27日㈮19：30開演（19：00開場）
夏の宵。スタンダードナンバーを中心に、厚
みのあるハモンドオルガンの響きと素敵な
ヴォーカルをお届けします。
■出諸岡大也（ハモンドオルガン）、杉山泰史
（ギター）、正清泉（ドラム）、稲葉社子
（ヴォーカル）   ■￥1,500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㈰

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

向井潤吉アトリエ館
〠154－0016　世田谷区弦巻2－5－1　☎5450－9581

■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.event@samuseum.gr.jp

次 回 企 画 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

《パリのセーヌ河岸とノートル・ダム大聖堂》
1880～1910年頃 

クロード・モネ
《乗り上げた船、フェカンの干潮》

1868年
ヴィンタ―トゥ―ル美術館蔵

7月17日～8月29日の土・日・祝日は、
世田谷文学館と長谷川町子美術館を結
ぶ、シャトルバスを運行します。詳細は
世田谷文学館へお問い合わせください。
■￥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　
※長谷川町子美術館「2010アニメサザエ
さん展」のチケット半券を持参すると100円
引き（ただし他の割引制度との併用は不可）

関連企画
■はまのゆかワークショップ
「巨大すごろくをつくろう ！ 
  in  みんなのサザエさん展」

8月4日㈬・5日㈭・6日㈮（連続3日間）
11：00～15：00　1階文学サロンほか
展覧会を見学した後、巨大絵すごろくを描
きます。
■　講はまのゆか（イラスト
レーター・絵本作家）
■対小学生（3日間連続参
加可能な方） ■￥無料／
抽選20名　■申 7月14日
（必着）までに往復ハガキ
（欄外記入方法参照。連
名可。年齢も明記）で当
館「ジュニア担当」まで

■子どものための●読み聞かせ
「お話の森」
8月22日㈰15：30～16：00　1階文学サロン
会場にいるあなたが出演者になれるかも！
ちょっとドキドキの読み聞かせです。
世田谷パブリックシアターが主催する「お話
の森」シリーズの一つとして開催します。
■出小林顕作（俳優・脚本
家・演出家・「コンドルズ」
の脚本担当）■対小学生以
上　■￥無料／抽選150名
■申７月３１日（必着）までに
往復ハガキ（欄外記入方
法参照。連名可。年齢と演
じてみたい漫画「サザエさん」の登場人物も
明記）で当館「ジュニア担当」まで。
■「デリシャ★カーニバル 子ども！サザエ
さん！夏休み！」すごい人気です！
8月29日㈰ 第1部13：30～ 第2部15：30～
（各回約30分）　1階文学サロン
デリシャスウィートスと過ごす、この夏、最大
のカ－ニバル！！唄う！踊る！寸劇です！
■出デリシャスウィートス一座
■￥無料／各回先着100名（当日10：00から各
回の整理券を配布します）

韓国文化交流イベント
■韓国伝統楽器レクチャーコンサート

企 画 展

星  新一展
開催中～6月27日㈰　2階展示室　
 ■￥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

世田谷文学館開館15周年記念
みんなのサザエさん展

7月17日㈯～9月12日㈰　2階展示室
区内桜新町の長谷川町子美術館との初の連携
企画展です。漫画「サザエさん」の名場面を、昭和
の記録写真、風俗史料等とあわせてたどります。

「ヘグム」（共催：韓国文化院）
7月13日㈫14：00～15：00
1階文学サロン
■￥無料／当日先着150名（13：30開場）

世田谷文学賞関連講座
創作のための

ワンポイントアドバイス
文学賞の選考委員が皆さまの創作の疑問にお
答えします（どなたでもご参加いただけます）。
①小説 7月31日㈯  ■　講青野聰、三田誠広
②随筆 8月1日㈰  ■　講高田宏、堀江敏幸
③童話 8月7日㈯  ■　講岩崎京子、末吉暁子
④シナリオ 8月8日㈰  ■　講髙山由紀子
全て14：00～15：30　2階講義室
■￥ 500円／抽選50名　■申各講座開催2週間
前（必着）までに、往復ハガキ（欄外記入方法
参照、講師への質問も明記）で当館「世田谷
文学賞」係へ。1講座につき1通。連名不可。

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）

ⓒ財団法人
長谷川町子
美術館

フェリックス・ティオリエ写真展割　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　65歳以上、大・高生 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～7月25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　
開催中～6月27日（日）　

中学生・小学生は土、日、休日、夏休み期間中、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設展  ●世田谷美術館ミュージアムコレクション・分館（3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

《武蔵野の丘径》
 1974（昭和49）年

《（裸婦）》  1954年

■出神武夏子（ピアノ）　曲目：エリック・サティ
「ジムノペディ 第1番」他　■￥入場無料／抽選
200名　■申 7月8日（消印有効）までに往復
ハガキ（欄外記入方法参照）で当館まで。1枚
のハガキで2名様まで申込み可。この場合は、

必ずご来場になる方のお名
前をご記入ください。ご入
場の際にはハガキ持参。
※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。

ミュージアム コレクションⅠ

友の会との共催講座（7月3日）
講師変更のお知らせ
本紙５月２５日号に掲載の「友の会との共
催講座（７月３日実施）」について、講師の
都合により、下記の講師に変更させてい
ただきます。※講座のテーマ「漱石と
子規」に変更はありません。
変更後の講師：
野網摩利子（東京大学教養学部助教）

6月28日㈪～7月2日㈮は展示替のため、1階常設展示室を休室します。

世田谷美術館本館は、大規模改修工事のため、平成23年7月1日～平成24年3月末まで休館します。分館は通常通り開館。

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

撮影：清川泰次

（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

成城油彩グループ展開催中～6/27
橋本美佐水彩画展 坂倉歳子作品展6/29～7/  4
色鉛筆ファインアート作品展7/  6～7/11
雨の国の物語展7/13～7/18
ポストカード展 －陽だまりの庭－7/19～7/25

ⓒはまのゆか

［募集部門］日本画・洋画・水彩画・版画　［受付日時］7月31日㈯、8月1日㈰10：00～16：00
［展覧会］9月29日㈬～10月3日㈰　［受付場所］世田谷美術館講堂　※詳しくは美術館、
区役所、支所、出張所、図書館、区民センターなどで配布の要項をご覧ください。
■　問世田谷美術館　☎3415-6359
※来年度は世田谷美術館の大規模改修工事のため、区民絵画展は開催いたしません。

第34回 世田谷区民絵画展作品募集

次 回 企 画 展

前売券
販売中！



★:世田谷区在住・在勤・在学の方は、一般料金
の525円引き（税込）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　程楽しい夏休みの思い出をきれいに残せ
るようデジタル一眼レフカメラの撮り方
を学んでおきませんか。 ★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）
★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）
★コンパクトデジカメ撮影入門

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

7/14㈬
7/15㈭
7/15㈭
7/16㈮
7/16㈮
7/17㈯
7/17㈯
7/18㈰

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

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 7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.jp/seminar

①100m
（小学1･2年生50m）

②200m
③400m
④800m
⑤1,000m
⑥2,000m
⑦3,000m
⑧5,000m
⑨4×100m
⑩走り幅跳び
⑪砲丸投げ
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子種目

※内容・講師は変更の場合あり

講義「スポーツと栄養」
講義「ハードルの動きづくり」
実技「ハードル指導実習」
講義「子どもの運動能力育成概論」
実技「ランニング指導実習」
実習「ランニング技能実習（ドリル偏）」
講義「ランニング指導での応急処置」
実技「ランニング技能実習（バトンパス偏）」
修了式

未定
渋谷聡
渋谷聡
高野進
高野進
高野進
未定
高野進

8/4㈬

8/3㈫

8/5㈭

講　師内　容日　程

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

7/4㈰～7/31㈯ カメラをもって世田谷散歩―写真展

開催中～7/3㈯ 初夏のトールペイント作品展

企 画 展

あなたは本当に右利きですか？
ＤＥＳＩＧＮ for ＬＥＦＴＹ 展

7月1日㈭～14日㈬ 11：00～19：00
生活工房3・4Ｆ
右利き社会の現
代では、左利き
の人は「もっとも
身近なマイノリ
ティ」かもしれま
せん。利き手をとりまく疑問点を洗い出し、
デザインによる解決策を若手デザイン集団
delibabと探ります。　■￥無料

関連企画
1左利きのための文章講座
7月４日㈰ 14：00～16：30　生活工房5Ｆ
多方面で活躍されている高橋源一郎さんを
招き、もっとも身近なマイノリティ「左利き」
について、一緒に考えます。
■講高橋源一郎（小説家） ■￥500円／申込先着80名
■申電話で生活工房へ（定員になり次第締切）

2左利きのグー先生がつくる 夏のご馳走おつまみ
7月10日㈯・11日㈰ 各１日完結 
10:30～14:30　生活工房4Ｆ
TVや雑誌で大活躍の林幸子さんをお招きし
て、ビールにもご飯にも合う料理をつくりま
す。左利きの方大歓迎（割引あり）！
■講林幸子（料理研究家） ■￥4,000円／各日抽
選16名（左利きの方3,500円） ■対20歳以上
■申6月28日（必着）までに往復ハガキかＥメー
ル（2面欄外記入方法参照、希望日と年齢も
明記、件名「料理ＷＳ」）で生活工房へ

大図まことのクロスステッチ大図鑑！
7月18日㈰～8月22日㈰ 9：00～20：00　
3Ｆ生活工房ギャラリー
ひと針ずつ刺繍でつくりあげた昆虫やスポー
ツカー！　面白くてかっこいい、クロスステッ
チ作品の展覧会です。夏休みがもっと楽しく
なります！　■￥無料

関連企画
1大図まことのトークショー
7月19日（月・祝） 
16：00～17:00
生活工房4Ｆ
大図さんがクロス
ステッチをはじめた
きっかけや制作秘話を

お話しします。
■￥500円／先着50名　■申電話で生活工房へ
2ワークショップ「刺繍で作る腕時計」
8月14日㈯・15日㈰ 各1日完結 14：00～16：00
生活工房5Ｆ
“水にも衝撃にも弱い！ 超ショック！”―。刺繍を
つかった腕時計『毛－SHOCK！！』を作ります。
■￥2,500円／抽選各日20名
■申8月4日（必着）までに往復ハガキまたはＥ
メール（２面欄外記入方法参照、希望日も明
記、件名「刺しゅうＷＳ」）で生活工房へ

　　 夏の子ども体験ワークショップ
科学、デザイン、自然環境―。いろんなテーマ
で身近にあるふしぎを探ります。
■申3以外は要事前申込。各締切日までに往復
ハガキ(2面欄外記入方法参照、学年と希望日
も明記、必ず１人１枚で応募)で生活工房へ。
1動かないものが動く!?　アニメーション
をつくろう！
8月4日㈬・5日㈭ 各1日完結 10：30～15：30
生活工房4Ｆ
茶わんやえんぴつ、身のまわりのものが動き出
したらどうなるかな!?　映像の科学を学びな
がら、コマ撮りのアニメーションをつくります。 
■講小柳貴衛（アニメーション作家）

■￥1,000円／抽選各日20名
■対小学3年以上　
■締7月20日（必着）
2おやつどうぐ・デザインワークショップ
8月2８日㈯ 10：00～16：30　生活工房4Ｆ
大好きなおやつの時間を楽しくするために、
みんなで調べたり、話し合ったりしておやつ
のどうぐをデザインします。 
■講コド・モノ・コト＋おやつ好きデザイナー
■￥1,000円／抽選20名　
■対小学3年以上　■締8月10日（必着）
3おはなしいっぱい 
8月18日㈬～20日㈮ 11：00～15：00　
生活工房4Ｆ
世田谷で活動するおはなしの会が大集合！　
紙芝居や大型絵本、すばなしや手あそびな
ど、様々なプログラム（詳細は館内チラシま
たは生活工房ＨＰを参照）を上演します。
［共催］世田谷おはなしネットワーク
■￥無料　■対幼児～小学生（親子でも参加可）

宮古島自然体験教室
―世田谷区・宮古島市友好都市交流－

8月16日㈪～20㈮4泊5日  滞在先／沖縄県宮古島市
世田谷区と交流の深い宮古島市の子どもた
ちと共同生活をしながら、キャンプやサンゴ
礁観察などの自然体験活動を行ないます。 
■￥小学生75,000円、中学生85,000円（旅費・
宿泊代・食事代込み）／抽選12名　
■対小学５年生～中学３年生　
■申事前に参加説明会を7月17日㈯・18日㈰11
時より行います。7月14日までに、説明会の参
加希望日を生活工房へお電話ください。

おお     ず

し   しゅう

し　しゅう

し　しゅう

総合運動場温水プール、千歳温水プール
水泳ワンポイントレッスン

7月17日㈯～8月31日㈫ 毎日 各回10分
11：50～、13：50～、15：50～、17：50～
プールスタッフがプールサイドで泳法・CPR
のアドバイスをします。
■対水泳初心者。CPRは制限なし　■￥プール利
用料金のみ　■申開始時間に直接各プール監
視室前へ　■問総合運動場温水プール☎3417
－0017　千歳温水プール☎3789－3911

　　トレッキング「上高地」
7月25日㈰～26日㈪
コースレベル　★★☆（一般向け）
都心の暑さを忘れる上高地を楽しみませんか。

集合時間6:50　出発7:00（⇒バス、～歩き）
［コース］25日／世田谷区役所⇒永福IC⇒松
本IC⇒沢渡⇒河童橋～明神池～明神橋～古
池～徳沢～宿「徳沢園」（歩程約3時間）
26日／宿～古池～河童橋～ウェストン碑～田
代橋～大正池⇒沢渡⇒松本IC⇒高井戸IC⇒
世田谷区役所（歩程約3時間）
※コース変更の場合あり　※軽登山靴を要着用
■対18歳以上　■￥ 19,000円（1泊3食、保険料
込）／抽選40名　■締7月7日（必着）

　　めざせトップアスリート
「ラグビークリニック」

8月2日㈪ 9:30～11:30  二子玉川緑地運動場球技場
■講松尾雄治 (元日本代表)　■対小学生
■￥800円／抽選60名　■締7月16日(必着)

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、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

第60回世田谷区民育大会
■サッカー大会
①中学生大会７月２４日、３１日、８月７日　②社会人
（土曜大会・休日大会）は８月２８日～１２月２３日の
土日祝日　③壮年大会（四十雀・五十雀・六十雀）
は９月１９日～１２月２３日の土日祝日　
二子玉川緑地運動場ほか
■￥２，０００円（中学生大会は１，０００円）　■締①７月３
日②７月１９日③８月８日　■申所定の申込書を世田
谷サッカー協会ホームページからダウンロード
し、必要事項を記入のうえ下記メールアドレスへ
メール添付送信　■問Ｅメール：ｉｎｆｏ＠ｓｅｔａｇａｙａｋｕ
-ｆａ．ｃｏｍまで　※詳細はホームページｈｔｔｐ：//ｓｅｔ
ａｇａｙａｋｕ-ｆａ．ｃｏｍ/　※代表者会議は①７月１０日
②８月７日③８月２８日いずれも１８：３０から
■ソフトテニス大会
①8月24日㈫②9月5日㈰③9月19日㈰④10月2日
㈯⑤10月3日㈰ 9:00～　総合運動場テニスコート
■対区連盟登録者及び区内在住・在勤・在学者
［種目］①高校女子②小学生男女③小学生団体戦 
④ミックス大会（アジサイ・ユリ）⑤ミックス大会

（バラ・スミレ）　
■￥①④⑤400円②200円／ペア、③600円／チーム
■締①7月26日②③8月5日④⑤9月2日（必着）
■申■問所定の申込書で、区連盟登録者は郵便振込、
未登録者は現金書留で、区ソフトテニス連盟・沼尻
（〒156－0051　宮坂1－7－2　☎3429－1589）へ
■水泳大会
9月5日㈰ 9：30～　総合運動場温水プール
■対区内在住・在学・在勤者
［種目］自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、個人
メドレー、リレー、メドレーリレー　※1人2種目ま
で（リレーを除く） 　■￥個人300円（小・中学生は
200円）／種目、リレー400円／チーム　
［申込期間］7月20日㈫～26日㈪（必着）　■申■問
所定の申込書・個票に参加費振込済みのコピー
を添付して区水泳協会・榎本（〒156－0057　上
北沢1－17－8　☎3303－1382）へ郵送
■ソフトボール大会
9月5日㈰～10月17日㈰　総合運動場野球場ほか
［種目］男子1・2部、女子、小学生、スローピッチ壮
年　■￥ 2,000円（小学生無料）／チーム　■締7月
25日（必着）　■申■問ハガキにチーム名、種目、代
表者、連絡先を明記し、区ソフトボール連盟・田井
（〒156－0053　桜2－20－11☎3425－6167）へ

※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）

～スポーツ施設で活用できる資格講座～
㈶日本体育施設協会認定

体育施設管理士養成講習会・
資格認定試験

9月14日㈫～17日㈮ 9:00～17:00
日本体育大学世田谷キャンパス
■対スポーツ施設での就労を目指す学生又は
就労している社会人（区在学・在勤）
■￥35,000円（区内学生は30,000円※一部除
く）※合格後、別途認定料・登録料20,000円
／先着100名　■締7月13日（必着）
■申所定の受講願をスポーツ振興財団へ郵送
または持参（所定の受講願はホームページか
らもダウンロード可）

■陸上競技大会
9月12日㈰ 9：30～　総合運動場陸上競技場

※一般の部は1人2種目まで、小学生・中学・高校
の部は1人1種目（リレーは除く）　
■￥個人200円（中学生100円・小学生は無料）／
種目、リレー800円（中学生400円・小学生は無
料）／チーム　現金書留もしくは、当日現金払い
■締8月20日（必着）
■申■問所定の申込書で、返信用封筒を同封し東京
農大一高・上野正行（〒156－0053　桜3－33－1
東京農大一高校内　☎3425－4481）へ

クレー射撃第5回大会
7月19日㈷ 9：00～　静岡県須山射撃場
■対区連盟登録者、区内在住・在勤者　［種目］スキー
ト・トラップ　■￥ 4R7，000円　■申当日直接会場へ
■問区クレー射撃連盟・河村（☎090－3068－8990）
第87回世田谷区民バドミントン大会（前期）
①7月31日㈯ ②8月1日㈰ ③8月8日㈰ 9：00～
総合運動場体育館
［種目］①中学生男女②高校生男女③男女ＡＢＣ 
（①～③全てダブルス戦）
■￥①1,200円／ペア②③1,400円／ペア（②③は
別途登録料500円／人）　
■締①②7月16日③7月30日（いずれも必着）
■申■問所定の申込書で区バドミントン協会・安藤
（〒157－0074　大蔵5－8－6　☎3415－0692）へ
世田谷区学年別水泳大会
8月1日㈰ 9：30～（小学生）12：30～（中学生）
玉川中学校 
［種目］小学生／男女別44種目、中学生／男女別38
種目　※1人2種目まで（リレー、メドレーを除く）
■対区内在住・在学の小・中学生　■￥個人200円／
種目、リレー400円／チーム　■締7月6日（必着）
■申■問所定の申込書に参加費振込済みのコピーを
添えて区水泳協会・湯川（〒158－0098　上用賀
5－11－20　☎3700－7014）へ

　　 ～子どもを育てる指導を世田谷から～
走力向上指導者クリニック

8月3日㈫～5日㈭ 16：30～20：30（全3回）
総合運動場陸上競技場、体育館及び会議室
■対地域指導員及び小中高校教員　
■￥3,000円／抽選50名　■締7月30日（必着）

大会情報

〠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

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￥
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シアタートラム
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劇場友の会会員先行予約・割引あり

高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　
Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録、枚数限定） 

“三茶de大道芸”
ボランティアスタッフ募集開始！

詳しくはＨＰをご覧ください。音楽事業部 検索

13:00開演　■出仲村トオル　■対4歳以上小学4年生まで
16:00開演　■出ROLLY　■対小学生以上高校生まで

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

１０月２９日㈮ １９：００開演（１８：３０開場）　成城ホール
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」１０月１０日㈰　烏山区民会館
せたがや・アマチュアスペシャルライブ

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。

舞台『余命1ヶ月の花嫁』 森山開次ソロダンスツアー2010
『翼 TSUBASA』

『醜男（ぶおとこ）』

シス・カンパニー公演『アット・ホーム・アット・ザ・ズー』
■問シス･カンパニー　☎5423-5906

「お話の森」

世田谷区民割引 一般料金公演名・上演期間 その他 お問合せシアタートラム発売開始

7/19（月・祝）15:00開演

S 5,300円

割引は
ございません

A 3,000円
B 2,500円

S 7,800円
A 6,000円

S 5,500円
A 4,000円

7/23㈮～25㈰森山開次ソロダンスツアー2010
『翼 TSUBASA a promised journey』

日野皓正 presents"Jazz for Kids"

※託児サービスもご利用ください。

※7/11㈰は、「視覚障害者のための舞台説明会」あり（要事前申込）

info@kaijimoriyama.com
オフィスルゥ
☎3413-4172

『ビリーバー』

演劇集団 円
『死んでみたら死ぬのもなかなか四谷怪談
  ―恨―』

S 7,600円
9/3㈮～12㈰

8/8㈰～15㈰

CATチケットBOX
☎5485-5999

演劇集団 円
☎5828-0654

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

未就学児童入場不可

S 6,000円 S 6,300円
A 4,200円 未就学児童入場不可

■問劇場／学芸　※詳細はお問合せください見て、聞いて、参加しよう！　世田谷パブリックシアタープロデュース『醜男(ぶおとこ）』関連企画

トヨタコレオグラフィー
アワード事務局
☎3373-1166

（平日13:00～19:00）

8/26㈭～29㈰
●区民  7/16㈮　3,100円　
●一般  7/17㈯　3,200円

●区民  6/27㈰　区民割引はございません
●一般  7/3㈯　おとな２,000円　こども（4歳～小学生） 500円　中高生 1,000円

7/25㈰13:00・16:00開演

未就学児童入場不可
■問キリンバズウカ ☎090-9303-6400

■問劇場チケットセンター

4,600円 4,800円

発売中

キリンバズウカ 『ログログ』

9/3㈮～12㈰
●区民  7/2㈮　おとな5,300円　
●一般  7/3㈯　おとな5,500円　おとなペア 10,000円　学生・こども 3,000円

■問オペラシアターこんにゃく座 ☎044-930-1720

オペラシアターこんにゃく座  オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』

子どもとおとなのための●読み聞かせ「お話の森」

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※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。 ●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　●託児サービスのご案内（定員有・要予約）　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　
●｢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。　●Ｕ24［Ｕｎｄｅｒ24］　18歳から24歳までの方を対象とし、劇場主催公
演（一部除く）のチケットを一般料金の半額で提供します。　●高校生以下　高校生以下の方を対象とし、劇
場がおすすめする公演のチケットを一般料金の半額で提供します。　■問劇場チケットセンター

4,000円
3,800円

～次代を担う振付家の発掘～
トヨタコレオグラフィーアワード2010
“ネクステージ”（最終審査会）

7/2㈮～12㈪
『醜男（ぶおとこ）』

■￥500円／先着30名　■申 7/2㈮10:00から、劇場チケットセンター（☎5432－1515）にて受付開始

「美術と音楽」～トルコ・オーストリアからせたがやへ～

今月のジュニアオーケストラ

出演

前売チケット情報

曲目

まもな
く

開催

※ロープライスDAY：9/6㈪・7㈫ 19時公演は、おとな 3,500円　学生・こども 2,000円

※限定早割:8/26㈭15時公演は、2,800円（前売のみ）

仲村トオル ROLLY
※チケットについては｢前売チケット情報｣
　をご覧ください。

異分野とのコラボレーション企画

新企画
スタート！

青柳正規（おはなし）
池辺晋一郎（おはなし）
宮谷理香（ピアノ） 他

ビバ・ブラス！Ⅲのみ下記店舗にてチケット取扱中

東京オペラシティチケットセンター　
☎５３５３－９９９９ 

モーツァルト：トルコ行進曲 他
※曲目は予告なく変更する場合があります

出演者募集！ 募集期間：７月1日㈭～８月21日㈯必着

10:00～19:00
年中無休（年末年始を除く）チケット申込

音楽と異分野のコラボレー
ションによるトークコン
サートを開催します。国立
西洋美術館館長の青柳正規
氏をお招きし、音楽監督
池辺晋一郎のナビゲーショ
ンで音楽とトークをお楽し
みください。

5月末から徐々にセクション練習が始まり、刺激を受けたメン
バーたち！ 7月の合奏練習に向けて、ますますやる気が出てきた
ようです。先生方に楽器の技術だけではなく「オーケストラの
心構え」を学び、またひとつ成長したメンバーたちでした。

一般（大学生以上）
区民・劇場友の会（前売りのみ）
子ども（小学生～高校生）

3,5００円
3,0００円
１,5００円

全席
指定

チケッ
ト

7/1
より発

売

☎5432－1515
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

世田谷パブリックシアターチケットセンター

※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

10:00～19:00　年中無休（年末年始を除く）
チケット申込 ☎5432－1515世田谷パブリックシアターチケットセンター

世田谷パブリックシアターオンラインチケット

日頃の成果をステージで発表してみませんか？
■対世田谷区在住・在学・在勤で演奏が出来る音楽愛好家の
個人およびグループ　

１1月21日㈰　成城ホール
せたがや童謡コンサート
募集：７月1日㈭から開始！

東京混声合唱団と一緒に童謡・唱歌を歌ってみませんか？ 
■対世田谷区在住・在学の小学4年生～高校生　
練習日：９月25日から５回程度

※詳細はＨＰをご覧ください。

劇場ツアー　7/10㈯ 17:30～　世田谷パブリックシアター　
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。
舞台裏を、上から下までぐるりと歩いてまわります。 ■講新野守広（ドイツ演劇研究・立教大学教授）

■￥1,000円／先着40名　■申劇場（☎5432－1526）または劇場ＨＰから

上演作品レクチャー　7/10㈯ 16：00～17：30　セミナールーム
演劇界注目の若手劇作家マイエンブルクの作品世界を読み解きながら、その魅力に迫ります。

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

8/14㈯15：00開演 "日野皓正 Live"
8/15㈰14：00開演 "Dream Jazz Band 
　　　　　　　　　 6th Annual Concert"

未就学児童も入場可能です
が、他のお客様へご配慮く
ださいますようお願いしま
す。劇場スタッフがお声掛
けする場合がございます。

4歳未満のお子様も、
お席が必要な場合は
「高校生以下」チケッ
トをお求めください。

劇場チケットセンター

劇場チケットセンター

ハン

世田谷パブリックシアター
6/25～7/31

こども合唱メンバー募集！

Vol.1

集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階）　
■￥区民400円　一般500円　高校生以下300円／各回先着20名（要事前申込）　未就学児童参加不可
※同一プログラムに連続してお申し込みの場合は、初回参加時に全ての参加費をお支払いください。
■申■問劇場チケットセンター［☎5432-1515］または劇場ＨＰから　※持ち物など詳細は劇場ＨＰをご覧ください。

7/3・8/7・9/4 
“からだ”に耳をすます

土曜 劇場プレイ・パーク　7月～9月の新プログラム！ 10:00～12:00　受付9:45～

7/10・8/14・9/11
京劇の1・2・3

7/17・8/21・9/18
くのいちへの道

7/24・8/28・9/25 
インド音楽を識る・楽しむ

■講鈴木ユキオ（ダンサー・振付家／金魚主宰）

■講明神慈（劇作家・演出家／ポかリン記憶舎 舎長）
※持ち物：浴衣、足袋ほか

■講森村知恵（京劇パフォーマー）

ワン　 ツー　スリー

■講寺原太郎（インドの横笛バーンスリー奏者）

1週

3週

2週

4週

1

演劇経験者もそうでない人も
興味がある人は大歓迎です。

2

身体の力を抜いて骨抜き状態
に。みんなでストレッチ。

3

感覚を研ぎ澄まして、自分や相
手のカラダを使って遊びます。

41 2 3 4

日常を忘れて自分と向き合え
ば新しい自分に出会えるかも！

読む 土曜 劇場プレイ・パーク
紙上体

験！
劇場では、公演以外の催しものもたくさん開催しています。今回は、野村萬斎芸術監督の
アイディアからスタートした“土曜 劇場プレイ･パーク”をご紹介。毎週土曜日の午前中は、

演劇やダンスをはじめ、パペット、音楽、舞台メイクから殺陣まで、こどもも大人も一緒に楽しめる体験
プログラムがいっぱい。演劇人・明神慈さんを講師に迎えた「ポかメソッド体験～共振しやすい身体づくり
～」の回をのぞいてみましょう。 世田谷パブリックシアターの舞台でもお

なじみの俳優が、子どもたちのために読
み聞かせをします。ただし、どんな本を
読むかは、当日、劇場に来てからのお楽
しみ！　劇場へ来るのは初めての子ども
たちも、ぜひ、聞きにきてください。

また、『お話の森』は、8月に世田谷文学館でも開
催します（本紙2面参照）。

三軒茶屋の秋の恒例フェスティバル“三茶de大道芸”。
今年も10月16日㈯・17日㈰に開催決定。一緒に街を盛り
上げるお手伝いをしてくださる、ボランティアスタッフを
大募集。詳細は、ＨＰもしくはお問合せください。

活動時期：8～10月　活動内容：街の装飾などの“ものづくり”、パフォーマー
の付き人・通訳、本部受付ほか　■問劇場／｢アートタウンボランティア｣担当

子どもとおとなのための●読み聞かせ

｢お話の森｣
子どもとおとなのための●読み聞かせ

｢お話の森｣

世田谷アートタウン2010

※未就学児童入場不可

※4歳未満入場不可。また、おとなの方のみのご入場はご遠慮ください。

7月25日㈰

全席桟敷自由席

ボラ

活動時期 8 10月

世田谷ア

〠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　

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 〠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/

世田谷文化生活
情報センター


