
次回（8月25日号）は「区のお知らせ」と別折込です

世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局（（財）世田谷区スポーツ振興財団内）
☎03-3417-2811　平日9:00～17:00

世田谷246ハーフマラソンエントリーセンター（デジエントリー内）
☎0570－01－5381　平日9：30～17：00
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サザエさんの
応援パネルが
あります！
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マラソンの魅力、走る楽しさ

ッカーのワールドカップが盛り上がった中、
たった１人の自分の心の盛り上がりで走り出せ

る個人スポーツがマラソンである。自分の心と身体
とシューズが喜びと楽しさで一体となり、日常あた
り前に呼吸しているリズムが一定になった時に最
高の爽快感を得ることができる。身体じゅうか
ら湧き出る汗と共にストレスも発散し、雲の
上を走るような心と身体の軽さは味わっ
た者しかわからない至福の時である。
　個人のペース、個人のかけひき、個
人の記録を自分自身の芸術として表
現し、ゴールテープを切った時は、何に
も勝る最高の笑顔であることはまち
がいない。

サ
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知の巨匠ー加藤周一ウィーク
「ザ・コレクション・ヴィンタートゥール」展
「美術と音楽」～トルコ・オーストリアからせたがやへ～
『ガラスの葉』世田谷区民招待のご案内！
大図まことのクロスステッチ大図鑑！
高野 進　ランニングクリニック
特集　みんなのサザエさん展

●ハーフマラソン
川嶋伸次  旭化成株式会社、アテネ世界
陸上代表(マラソン)、シドニー五輪代表(マラソン)
●健康マラソン
新宅永灯至　体育進学センター、モスクワ五輪代表（3000m障害）、ロサンゼルス五輪代表（10000m）、ソウル五輪代表（マラソン）
谷口浩美　株式会社トスプランニング、東京世界陸上マラソン優勝、バルセロナ五輪・アトランタ五輪代表（マラソン）

大会申込パンフレットに記載の誓約事項
に同意の上、お申し込みください。7月２5日㈰ 募集開始

ハーフマラソン＜距離21.0975ｋｍ＞日本陸連公認コース　

健康マラソン＜距離約4.4ｋｍ・約1.7ｋｍ＞

●制限時間　130分（途中関門4ヶ所。）
●種目　陸連登録者男女、高校生～39歳男女、
　　　　40～59歳男女、60歳以上男女　

※年齢は平成22年11月21日を基準とする。

距離

約4.4ｋｍ

約1.7ｋｍ

制限時間

40分

20分
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第５回

世田谷246ハーフマラソン世田谷246ハーフマラソン

駒沢オリンピック公園（周回）　　　　※今回より抽選となります。

※駒沢オリンピック公園陸上競技場が改修工事中のため、スタート・フィニッシュは公園内園路になります。

川嶋伸次 新宅永灯至 谷口浩美

11月２１日㈰ 8:30Ｓｔａｒｔ　駒沢オリンピック公園（荒天中止）  

●参加資格　　出場する種目に該当する健康な方（18歳未満は保護者の同意が必要）。
●申込方法　  ※ハーフマラソン、健康マラソンともに抽選。

●締　切　8月24日（火）
●配布先　区内公共施設（出張所、区民センター、地区会館、図書館等）、専用HPからもダウンロード可。
http://www.se-sports.or.jp/246/

（通話料は利用者負担になります。）

■PC http://www.se-sports.or.jp/246/　
☎0570－01－5381　平日9：30～17：00
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サザエさんも走る？！

       種        目
中学生男女
高校生～39歳男女
40歳～59歳男女
60歳以上男女
小学生低学年男女
小学生高学年男女
親子（小学生）

スタート（予定）

11:00

12:00

13:10
13:35
14:00

QRコード対応の携帯
電話を使うと、申込サ
イトに簡単にアクセス
できます。
※エントリーできない携帯電話も一部ございます。

携    帯
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■DVD&ブルーレイディスク発売記念映画上映
『しかし それだけではない。／加藤周一 幽霊と語る』（2009年、99分、監督：鎌倉英也）
9月20日（月・祝）14:00～15:40（13:30開場）　協力：スタジオジブリ、ウォルト・ディズニー・ジャパン
■¥ 無料／当日先着150名（当日12:00から整理券を配布します）

下段は広告スペースです。 内容については各広告主にお問い合わせください。

中学生・小学生は土、日、休日、夏休み期間中は●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）の観覧料が無料となります。

ザ・コレクション・ヴィンタートゥールみんなのサザエさん展
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～9月12日（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。観覧料

割　引
引換券 観覧料

世田谷美術館1階展示室
8月7日（土）～10月11日（月・祝）

一般1,300円→1,200円　大・高生、65歳以上1,100円→1,000円
中・小生、障害者（一般）600円→500円

〠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）

世 田 谷 文 学 館

世田谷文学館開館15周年記念 みんなのサザエさん展
開催中～9月12日㈰　2階展示室　詳細は8面をご覧ください。

■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（8面記入方法参
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　■￥無料／各回先着100名
※当日10:00から各回の整理券（1人5枚まで）を配布します

●小説　7月31日㈯　■講青野聰、三田誠広     ●随筆　8月1日㈰　■講高田宏、堀江敏幸
●童話　8月7日㈯　■講岩崎京子、末吉暁子    ●シナリオ　8月8日㈰　■講髙山由紀子
各回14:00～15:30　2階講義室　■￥各回500円／定員50名　
■申世田谷文学館「文学賞」係（☎5374-9111）へお問い合わせください。

企 画 展
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世田谷文学賞作品募集！

敗戦直後に本格的な文筆活動を開始されてから60数年、
加藤周一氏は不偏不党、たゆみなく精神の自由に徹した発言をつらぬいてこら
れました。激しく揺れ動く世界の動向の理非を問い、そのなかで現在・未来にわ
たって日本のあるべき姿について、独自の思考を磨いてこられました。また古今東
西の文学、演劇、美術、音楽の最良のものに親炙して、人類の創りあげてきた文
化の蓄積を探るとともに、日本文化の産みだしてきた洗練された伝統を精緻に分
析してこられました。闊達に視野をひろげながら個々の対象をこまやかに見つめ、
つねに普遍性を失わぬ精確な言葉で語られた業績から何を学ぶべきか、何を継
承すべきか。数多くの方 と々ともにそれを考える機会とするため、世田谷文学館
では連続講座「知の巨匠―加藤周一ウィーク」を開催いたします。                   

世田谷文学館館長　菅野昭正
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TOPIC!

■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（映画・テレビドラマ）＝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）
■選考委員　
①随筆＝高田宏、堀江敏幸 ②童話＝岩崎京子、
末吉暁子 ③小説＝青野聰、三田誠広 ④シナリ
オ＝白坂依志夫、髙山由紀子

■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､作品とは別紙に
①応募部門・タイトル 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。入選者名は本紙
12月25日号に掲載予定。上位入賞作品は、
「文芸せたがや」第30号に掲載。

創作のためのワンポイントアドバイス
選考委員が、皆さまの創作の疑問にお答えします。
文学賞に応募を考えている方もそうでない方も、どなたでもご参加いただけます。      

特別講座　

各回14:00～15:30（30分前開場・全席自由）　
会場 世田谷文学館　１階文学サロン　■¥ 各回1,000円／定員 各回150名　
チケット取扱：チケットぴあ☎0570-02-9999、http://pia.jp/ｔ、Pコード617-750（8/7㈯10:00から前売開始）

©杉山正直

遊びと学びの
子どもプロジェクト2010事業

世田谷芸術百華
２０１０事業

中学生以下

会期中
無料

大江健三郎（作家）
「いま『日本文学史序説』を再読する」

9
（土）18

姜尚中（東京大学大学院教授）
「戦争の世紀を超えて―加藤周一が目ざしたもの―」

9
（日）19

高階秀爾（美術評論家）
「日本美術に見る空間と時間―加藤周一の文化論をめぐって」

9
（木・祝）23

池澤夏樹（作家）
「雑種文化と国際性」

9
（土）25

対談：山崎剛太郎（翻訳家・詩人）、清水徹（仏文学）
「加藤周一の肖像―青春から晩年まで」

9
（日）26

ひと・まち・自然をつなぎ育む、
世田谷トラストまちづくりビジターセンターへ行こう！

　当ビジターセンターは、野川と国分寺崖線に囲まれたところに位置し、
周辺の自然情報について、子どもから大人まで、楽しく発見・体験でき
る場です。展示・解説などのほか、「図書コーナー」、「子どもコーナー」、
「緑化相談コーナー」などもあります。

■ 毎月第 2 土曜日の定例ミニイベントで身近な自然ワールドへ。

財団法人世田谷トラストまちづくり
財団ホームページ http : //www.setagayatm.or.jp/

※いずれも、午後1時 30 分～午後 3 時まで、参加費無料。要申込。
※詳細についてはビジターセンターへお問い合わせください。

■　交通　■ 小田急線「喜多見」駅下車徒歩13分
または「成城学園前」駅下車徒歩17分
地図・バス等詳細については財団ホームページを
ご覧ください。

設備  ：多目的トイレ（おむつ替えベット　　・お子様用イス　　）、授乳室 　　、AED

所　在 　 ：世田谷区成城4-29-1
T E L 　  ：03-3789-6111
開館時間：午前9時～午後5時
休館日　 ：月・火曜日、年末年始

8月14日

9月11日

夏休み！　昆虫のすみかをさがそう

秋の野草で染めもの

抽選親子15 組

抽選 20 名



■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。

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

開催中

7/27

8/ 3

8/10
8/17

8/24

7/25

8/ 1

8/ 8

8/15
8/22

8/29

～

～

～

～
～

～

●第６回アトリエ梶谷美術展
●人物フォルム展
●第16回「青人会」絵画展
●'10陶響展～彩りの土の舞～　
●アーチスト23　2010
●世田谷平和美術展
●アートの会作品展
●𠮷原絵美子展　●絵ぷろん展
●家族をはぐくむ ファミリーアート展（25日より公開）

●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
●パレット・サークル展　●Family Tree（28日より公開）
●Living Room Cafe　
　写真のワークショップグループ展（4日より公開）
●星の子展（11日より公開）
●A.S.O.第16回クロッキーの会作品展

●m-act美術展

「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
／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

INSIDE/OUT 2010
東野祥子ソロダンス

「I am aroused..............Inside woman」

7月31日㈯・8月1日㈰ 日没とともに開演
（開場18:30）　当館くぬぎ広場
「INSIDE/OUT 2010」は、「建築と身体」をテ
ーマとしたダンスプログラム。今回は、ダンスカ
ンパニー「Baby-Q」を主宰し、世界からも注目
されている振付家・ダンサー、東野祥子のソロ
作品を上演します。
＊終演後ゲスト・トークあり。7月31日㈰：中原昌也
（ミュージシャン・映画評論家・エッセイスト）　
8月1日㈯：三浦基（演出家・「地点」代表）
＊芝生の上でご覧いただきます。ベルギービー
ル等のドリンク販売あり。
＊荒天の場合は、会場を変更して実施します。
■出東野祥子（構成・演出・振付・出演）、
カジワラトシオ（音楽）、斉藤洋平（映像）
■￥ 1,500円（中学生以下および障害者とその
介助者は無料）／各日当日先着150名
共催：NPO法人Offsite Dance Project

ミュージアム・セッション2010
「手でみる美術

ポンピドゥー・センターの試み」
8月4日㈬14：00開演（13：30開場）　当館講堂
視覚障害者の美術鑑賞方法を開発してきた、
海外の先進事例を紹介するレクチャーです。
今年はフランスのポンピドゥー・センターの事
例をご紹介します。

「向井潤吉と民家」
開催中～7月25日㈰

「向井潤吉と
ルーブル美術館
－その滞欧作の魅力」
7月31日㈯～11月28日㈰
ルーブル美術館で摸写し
ながら油彩画の技法を研
究した向井潤吉。その滞欧
時代の作品を中心に、民家
の代表作も展示します。

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　1940－1945」
7月31日㈯～
11月28日㈰
■8月のギャラリ
ートーク
「従軍時代の作品
をめぐって」
8月14日㈯ 14：00～（30分程度）
学芸員がテーマにそって皆さまと展示室を
巡ります。　■￥無料／予約不要

イベント
■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
■人ひろばvol.8（宮本三郎記念美術館と地域の会共催）
「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
■夏のオープンワークショップ
「コラージュ・フレーム」
8月17日㈫～22日㈰ 
13:00～17:00（受付16:30まで）
ふわふわ、プチプチ、もこもこ、ピタッとした素材を
額縁にはって、そこに夏の思い出を描いてみよう！
■講岡田七歩美（モザイク・アーティスト）
■￥ 1回100円／どなたでもその場で参加いただけます。
■奥澤神社大祭関連企画「おねがい 大蛇さん」
9月5日㈰ 10：30～16：00
古くから伝わる、「はやり病」を治めた大蛇の
伝説。心をこめて、大切な人の無事を祈る大
蛇をつくりましょう。
■講山倉研志（アーティスト）、大西由紀子（演
劇百貨店）　■￥2,000円／申込先着15名（親
子での参加可）※昼食は各自

清川泰次と
1950－60年代のアメリカ

開催中～7月25日㈰

清川泰次自由への探求
〈もの〉にとらわれない世界へ

7月31日㈯～
11月28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

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.event@samuseum.gr.jp

写真塾｢わいわい｣19人展
創造表現　釘町（11日10:00から公開）
容一と仲間展（18日10:00から公開）
第60回　はたらく消防の写生会
(24日14:00から公開）

8/  3～
8/10～
8/17～

8/24～

※初日は午後から、最終日は16：00頃終了

8/  8
8/15
8/22

8/29

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名以上の団体料金

■講アニタ・デル・ヴィット（フランス国立近代美
術館ポンピドゥー・センター）※通訳あり
■￥ 500円（障害者とその介助者は無料）／
当日先着150名
企画協力：NPO法人視覚障害者芸術活動推
進委員会

プロムナード･コンサート
向山美穂　ピアノ・リサイタル
9月20日（月・祝） 14:00　当館講堂
■出向山美穂（ピアノ） 
曲目：バッハ「パルティータ第5番　ト長調　
BWV829」、シューマン「謝肉祭　作品9　
変イ長調」他 
■￥無料／抽選200名
■申9月1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。 
※未就学児は入場不可。 開演後の途中入退場はご遠
慮ください。 
1枚のハガキで2名様までお申込可。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。入場
の際にハガキ持参。　※ご一緒にお越しください

ミュージアム コレクション Ⅰ

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　※障害者割引あり

前売券販売中！（8月6日まで）
販売所：当館、主要プレイガイドなど

　  講演会
各日14:00～15:30　当館講堂
■￥無料／当日先着150名（午前10時より整
理券配布）※手話通訳付
●8月21日㈯
「アルベルト・ジャコメッティと父ジョヴァン
ニ（スイス印象派の画家）をめぐって」
■講武田昭彦（美術評論家）
●9月11日㈯
「心の山並みを描くスイスの画家たち」
■講前田富士男（中部大学教授・慶應義塾大

学名誉教授・日本学術会議会員）
●9月25日㈯
「ナビ派とその時代」（仮題）
■講天野知香（お茶の水女子大学准教授）

　  ギャラリーガイド
8月7日～28日の期間中　毎金・土曜日　
13:00～14:00　当館展示室
鑑賞リーダーによる展覧会の案内
■対小・中学生　■￥無料　
当日13:00にエントランスホールに集合。

　  100円ワークショップ
8月7日～28日の期間中　毎金・土曜日　

14:00～16:00　当館創作室Ｃ
「名画マリオネットを作ろう」ほか
ヴィンタートゥール展の名画を使ってマリオ
ネットを作ります。また、メモボードやカンバ
ッチ作りもおこないます。
■￥1回100円　随時受付

　  ナイトツアー　
8月28日㈯ 18:30～20:00　当館館内全域
閉館後のヒミツの美術館を探検。なんと
ヴィンタートゥール展を貸切で見ることが
できる特典付きです。
■対小学4年生～中学生　■￥無料／抽選20名
■申当館HP　■締8月14日

　  子どもとデート
9月9日㈭、16日㈭ 各日15：00～16：00
当館企画展示室ほか
子育て中に親子で楽しめて、ちょっぴりため
になるデートプランをご用意。
■対3～5歳までの子どもとその保護者
■￥無料（保護者は展覧会チケットが必要）／
抽選各日10組（子と保護者の2人1組）
※プログラムは両日ともに同じです。
※年齢が対象児童以下の兄弟の参加可。
■申当館HP　■締8月20日

関連企画

観覧料

［募集部門］日本画・洋画（アクリル、コ
ラージュその他の技法・材料を含む）・
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、区民絵画展は開催されません。

第34回 世田谷区民絵画展
作品募集

中学生以下

8月中
無料

《泉（アングルの摸写）》1929年

《死の家族》1950年

《Lavender Poem-59》
1958年

フィンセント・ファン・ゴッホ
《郵便配達人 ジョゼフ・ルーラン》（部分）1888年

アンリ・ルソー
《赤ん坊のお祝い！》（部分）1903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）
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好評の無料相談会

保険クリニック新宿店 保険クリニック渋谷店

新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル6F
新宿駅西口徒歩3分

渋谷区渋谷3-17-2 清澤ビル 4F
渋谷駅東口徒歩3分

「高い保険料をなんとかしたい」「今度の更新で保険料が上がる」など、保
険を見直したいのだけど、だれに相談したらいいかわからない方が多くい
らっしゃるようですね。そんな方におすすめしたいのが『保険クリニック』。
生命保険のことはなんでも相談できると多くの方が訪れているようです。

■営業時間：10時～18 時
■定休日：日曜・祝日 (8月 11 日～15 日は夏季休暇 )

■www.hoken-clinic.com

0120-227-929 0120-833-929

　中立的立場で客観的に相談にのっ
てくれる『保険クリニック』。
　相談では加入中の保険について丁
寧に解説。保険のメリット・デメリ
ットを分かりやすく説明してくれる
ので、自分の環境に合っているかど

うかの確認が容易にできます。
　さらに加入中の保険にムダがあれ
ば、希望や家族構成に合った見直し
プランを一緒に考えてくれるので心
強いですよ。実際見直しをすること
で、ムダな保険料を大きく削れたと

驚きの声もあがっているようです。
　わかりやすいコンサルティングが
評判となり、昨年は約 2万組が相談
に訪れました。NHK や日経新聞など
各マスコミにも取り上げられている、
保険ショップの草分け的存在です。

新
宿
駅

南口

↑
新
大
久
保

西口 東
口

ビッグカメラ

新宿郵便局

新宿店

ローソン
ローソン

8月25日
までに予約

出演

〈こども合唱メンバー募集中です！〉
「せたがや童謡コンサート」に出演する「こども合唱メンバー」を募集しています。
東京混声合唱団と一緒に童謡・唱歌を歌ってみませんか？ 
曲　目：BELIEVE、故郷、春の小川、朧月夜、鯉のぼり、茶摘　他
練習日：9月25日㈯、10月9日㈯・23日㈯、11月7日㈰・13日㈯
時　間：14:00～16:30  ※本番当日の午前中にリハーサルあり
会　場：宮坂区民センター
講　師：山田茂（東京混声合唱団副指揮者）
■対世田谷区在住・在学の小学４年生～高校生　■￥1,050円(楽譜代)／40名程度
■申８月31日必着で、所定の申込用紙に記入の上、FAXまたは郵送で音楽事業部まで。
※応募要項・申込用紙は音楽事業部HPをご覧ください。

詳しくはＨＰをご覧ください。音楽事業部 検索

チケット
発売中

８月２９日
チケット
発売開始

８月1日
チケット
発売開始

前回の”童謡コンサート”より ⒸTAKEHIKO HASHIMOTO

１１月５日㈮ １９：００開演（１８：３０開場） 成城ホール
出演

“トルコ”“オーストリア”をテーマに、美術とその歴史的背景などを、映像つきのトーク
＆コンサートでお届けします。美術の語り手は国立西洋美術館館長の青柳正規氏、
音楽の語り手は池辺晋一郎音楽監督。未知の魅力がいっぱいです。

全席指定
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）

3,5００円
3,0００円
（前売のみ）

1,500円

チケット
発売中

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
☎5432－1515 10:00～19:00

年中無休・年末年始を除くチケット申込

このページのコンサートチケットのお求めは
世田谷パブリックシアターチケットセンター

今月のジュニアオーケストラ

“トル ”“オ ストリア”をテ マに 美術とその歴史的背景などを 映像 きのト ク

「美術と音楽」
 ～トルコ・オーストリアからせたがやへ～
「美術と音楽」
 ～トルコ・オーストリアからせたがやへ～

異分野とのコラボレーション企画

いよいよ夏休みファミリーコンサートが近づいてきました！ 
合奏も始まり、互いのパートを聴きあいながら“オーケスト
ラ”での自分の役割を感じています。指揮者の松村さんも
来てくださり、気持ちも盛り上がるメンバーたちです。
8月3日の初舞台。どうぞご期待ください！

高木綾子フルート・リサイタル室内楽シリーズ

昔から歌い継がれてきた童謡・唱歌の楽しさ素晴らしさを、見て聴いて楽しんでください。

１０月１０日㈰ 13:30～17:30　烏山区民会館

遊びと学びの子どもプロジェクト◎夏休みワークショップ

せたがや童謡コンサート
１１月２１日㈰ １５:００開演（１４:３０開場）　成城ホール

★せたがや・アマチュアスペシャルライブ
■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　
■￥参加料無料　■申８月２１日必着で、所定の申込用紙に記入の上、音楽事業部まで。
※応募要項・申込用紙は音楽事業部HPをご覧ください。

1ピアノのしくみ・謎ときワークショップ
8月19日㈭14：00～16：00
世田谷美術館講堂
■締７月３１日／定員2０名　■対小4～中1生

2和楽器で遊ぼう！
8月24日㈫14：00～17：00
三茶しゃれなあど集会室（オリオン）
■締８月７日／定員３０名　■対小4生以上

Vol.2高木綾子（フルート） 他

※詳細は、HPまたは「遊びと学びの子どもプロジェクト」リーフレットをご覧ください。

曲目

出演

曲目

出演 大谷研二（指揮）、田島葉子（ピアノ）、東京混声合唱団、
公募による「こども合唱メンバー」
源田俊一郎編曲：混声合唱（女声合唱）のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」
池辺晋一郎編曲：混声合唱曲集「ひたすらに・・・雨情」　他

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」
　イ長調 K.219 から第3楽章
モーツァルト：歌劇「後宮からの逃走」より
モーツァルト：トルコ行進曲
モーツァルト：「私の夢」KV.539
ベートーヴェン：トルコ行進曲　他

青柳正規（おはなし）
池辺晋一郎（おはなし）
河野克典（バリトン）
宮谷理香（ピアノ）
地行美穂（ヴァイオリン） 

地行美穂

募集中！

第一部：せたがやジュニアオーケストラおひろめステージ
　       ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」第一楽章
第二部：せたがやシンフォニエッタコンサート
          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　他

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
※終演後、特別企画「楽器にふれてみよう！」を開催いたします。生演奏を聴いた後、
今度はあなたが「えんそうか」になってみませんか。（事前申込不要）

８月３日㈫ １５:００開演（１４:３０開場）　世田谷区民会館

１０月２９日㈮ 
１９:００開演（１８:３０開場）　
成城ホール

全席指定

全席指定

一般（大学生以上）3,0００円、区民・劇場友の会割引（前売のみ）2,500円
子ども（小～高校生）1,500円　※未就学児童入場不可

全席指定

※未就学児童入場不可

親しみやすいクラシック音楽の数々を、ご家族そろってお楽しみください。

曲目

青柳正規

池辺晋一郎
ⓒ武藤章　河野克典

ⓒWataru Sato　宮谷理香

一般（大学生以上）2,0００円　他（区民・劇場友の会割引あり）

池辺晋一郎（おはなし）、鈴木織衛（第二部指揮）、江原陽子（司会）、松村秀明（第一部指揮）

身近なもので「尺八」が
作れちゃうんです♪中をあけたら

何が見える…？

※曲目は予告なく変更する場合があります

募集中！

TOPIC!

4

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

〠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



[作] フィリップ・リドリー　[演出] 白井  晃　
[出演]  萩原聖人、 田中  圭、 平岩  紙、 銀粉蝶

9月26日㈰17:00開演、27日㈪19：00開演、
10月1日㈮13:00開演　各日70名（抽選）

世田谷パブリックシアタープロデュース 　　

『ガラスの葉』

■申往復ハガキの往信に、①希望公演日時 ②名前（かな） ③住所（在勤・在学の方は、その名称も） ④電話番号 
⑤年齢 ⑥世田谷パブリックシアターへのご来場の有無（回数も） ⑦申込希望人数（1名か2名）、返信に名前・住
所をご記入の上、担当まで■締 7/30㈮必着　※結果は、8月上旬までに当選者のみハガキをお送りします。
■問劇場／『ガラスの葉』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。　

美しくファンタジックなせりふと丁寧な描写
で貫かれた本作にご招待いたします。家族
4人の姿を通して浮き彫りになる心の傷、
闇、弱さが、現代社会に生きる人間のありさ
まを鮮明にあぶり出します。現代に
生きる私たちには身近な問題とし
て心に深く届くことでしょう。

ご招待日：8月6日㈮14：30開演（上演時間45分）
対象：世田谷区内在住の方 20名（抽選）
会場：レストラン・スカイキャロット  26階特設シアター（キャロットタワー内）
＊本公演は招待者のみの限定公演です。チケット販売はありません。

世田谷パブリックシアター＠ホーム公演

『チャチャチャのチャーリー ～たとえば、恋をした人形の物語～』

■申官製ハガキかFAXに、「チャーリー希望」と明記し、①名前（かな） ②住所 ③電話番号 ④性
別 ⑤年齢 ⑥申込希望人数（1名か2名）をご記入の上、担当まで　■締 7/30㈮必着　※結果
は8/3㈫までに当選者のみご連絡します。　■問  劇場／「あっとほーむ公演」担当

パブリックシアターでは、デイ・ホームやホームで過ごされるみなさんに、気軽
に演劇を楽しんでもらおうと、高齢者施設訪問＜あっとほーむ公演＞を開始。
歌ありパントマイムありの楽しい作品『チャチャチャのチャーリー』ができあがり
ました。この作品の特別お披露目公演に、抽選で20名様をご招待します。

「先生のための演劇ワークショップ」
①たっぷり2日間コース　8月2日㈪･3日㈫10：00～17：00
②しっかり1日コース　　8月9日㈪10：00～17：00
■対小・中・高等学校などの先生　■￥①3,000円　②1,500円/各コース20名　定員になり
次第受付終了 ＊お申込みについては、劇場HPでご確認ください。　■問劇場／学芸

8月14日㈯15：00開演  「日野皓正Live」 
■出日野皓正(Tp)、石井彰(Pf)、須川崇志(B)　ほか

8月15日㈰14：00開演  「Dream Jazz Band 6th Annual Concert」
■出日野皓正、Dream Jazz Band、講師ミュージシャン ほか

夏休みワークショップ

舞台技術公開講座
～舞台美術の実際＊模型とマテリアル～

日野皓正presents “Jazz for Kids”

10：00～12：00　集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階）　　　　　　　　　　　　　　　　　［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
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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
7/25～8/31

シアタートラム

8/

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。

『ロックンロール』 日野皓正 presents
“Jazz for Kids”

『ロックンロール』

演劇集団円『死んでみたら死ぬのもなかなか四谷怪談 ―恨―』　 キリンバズウカ『ログログ』

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※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。　■問劇場チケットセンター　●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。

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中

3,800円

4,000円

4,800円

おとな 2,000円
500円

中高生 1,000円

S 7,600円 S 7,800円
A 6,000円

区民割引は
ございません

4,600円

8/3㈫～29㈰
S 8,300円 S 8,500円

A 5,500円

日野皓正 presents
"Jazz for Kids"

7/25㈰子どもとおとなのための●読み聞かせ
『お話の森』
13：00開演　■出仲村トオル（監修：白井晃）
　　　　　   ■対4歳以上小学6年生まで
16：00開演　■出ROLLY  ■対小学生以上高校生まで
演劇集団 円
『死んでみたら死ぬのもなかなか四谷怪談 ―恨―』

9/3㈮～12㈰『ビリーバー』

8/8㈰～15㈰

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

4歳未満入場不可
当日券は要問合

未就学児童入場不可

9/26㈰～10/10㈰『ガラスの葉』

10/23㈯～25㈪ピーピング・トム
『ヴァンデンブランデン通り 32番地』

■問劇場チケットセンター

■問劇場チケットセンター
●区民  7/31㈯　4,800円　
●一般  8/22㈰　  5,000円　ペア 9,000円　

●区民   8/7㈯　Ｓ 6,000円　
●一般　8/8㈰　 Ｓ 6,300円　Ａ 4,200円

小野寺修二演出  カンパニーデラシネラ 新作公演
『異邦人』
●区民  7/29㈭　3,900円　
●一般  7/30㈮　   4,000円　
　学割はハイウッドのみ取扱

ハン 演劇集団円
☎5828-0654

5,300円
オペラシアターこんにゃく座
オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』

9/3㈮～12㈰ オペラシアター
こんにゃく座

☎044-930-1720

3,200円3,100円キリンバズウカ 『ログログ』
8/26㈭～29㈰

未就学児童入場不可

キリンバズウカ
☎090-9303-6400

CATチケットBOX
☎5485-5999

劇  場
チケットセンター

劇  場
チケットセンター

ホリプロ
チケットセンター
☎3490-4949

■問ハイウッド
☎3320-7217（平日13：00～19：00）

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

9/16㈭～19㈰シャチキス 『伝説との距離』
●区民  7/30㈮　3,700円 　
●一般  7/31㈯　   3,800円

■問シャチキス事務局
☎080-3380-8411

9/24㈮～10/3㈰ONEOR8 『絶滅のトリ』

■問ONEOR8
☎080-6577-1399

2 3 4 5 6 9 107 8 13 15 16 17 1814 20 21 22 2319 25 27 2924 26 28 30 3112112726257/シアタースケジュール 28 29 30 31

 『お話の森』　

 森山開次ソロダンスツアー2010
 『翼 TSUBASA　a promised journey』　
 ■問オフィスルゥ ☎3413-4172

ハン

※割引あり：9/25㈯18：30・30㈭14：00   3,300円

※託児サービスもご利用ください。

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。

※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）

『ロックンロール』　　

●区民  8/6㈮　3,700円　
●一般  8/7㈯　 3,800円　

1

前売チケット情報

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） 

10/7㈭～13㈬

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

こども
(4歳～小学生)

5,500円
10,000円
3,000円

おとな

おとなペア

学生・こども

おとな

あっと

全席桟敷自由席

劇 場 の 夏 休 み ！！

世田谷区民招待の
ご案内

世界が注目するベルギーのダンス・カ
ンパニーが待望の再来日。今村昌平
監督『楢山節考』から想を得た奇跡の
フィジカルステージをお見逃しなく!

※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

夏休みを劇場で過ごしませんか？
あたらしい仲間、あたらしい自分との熱い出会いが待っています！

世田谷アートタウン2010
「三茶de大道芸」
ボランティアスタッフ活動開始！

今年も夏はやってくる。夏休みは、劇場でエンゲ
キだ！毎年、小・中・高校生、そして、先生たちのた
めのワークショップを開催しています。

夏を盛り上げる熱い2日間！子どもも大人も一緒に楽し
める世田谷のジャズプロジェクト。カルテットへと変化を遂
げた日野皓正バンドの濃密な演奏を堪能する本格ジャズ
ライブ（1日目）と、世田谷区内の公立中学生によって結成
された「Dream Jazz Band（ドリバン）」のコンサート（2日
目）を、どうぞお見逃しなく!
公式ブログ更新中。http://setagaya-ac.or.jp/djb/

今年も10月16日㈯・17日㈰に開催！現
在、フェスティバルを一緒に盛り上げてく
ださるボランティアスタッフを募集してい
ます。ご興味のある方はどなたでも、まず
は説明会にご参加ください！
活動内容：（準備）街の装飾などの“ものづくり”ほか
　　　　  （当日）パフォーマ－の付き人、通訳、本部受付など

【説明会＆まちあるき開催】
第1回　8月8日㈰14：00～16：00　
三軒茶屋キャロットタワー4F　ワークショップルームA
■問劇場／「アートタウンボランティア」担当

8月22日㈰13：00～17：00（予定）
■講伊藤雅子(舞台美術家)、松本邦彦(舞台背景師)　■￥ 2,500円/50名　定員に
なり次第受付終了　＊お申込みについては、劇場HPでご確認ください。
■問劇場／技術部

舞台装置の模型をもとに、舞台美術が造られていく過程を目の前
でご覧いただきます。作品の裏側の世界をのぞいてみてください。 

＊チケットについては、「前売チケット情報」をご覧ください。

日野皓正
石井彰

須川崇志

萩原聖人 田中 圭 平岩 紙 銀粉蝶

photo：Herman Sorgeloos

これから
申込

できます！

8/7 
8/14

“からだ”に耳をすます  
京劇の1（ワン）・2（ツー）・3（スリー）

8/21
8/28

くのいちへの道
インド音楽を識る・楽しむ

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！

■￥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

＊未就学児童参加不可

■対世田谷区在住・在勤・在学の方※未就学児童入場不可

まもな
く



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

開催中～7/31㈯ カメラをもって世田谷散歩―写真展

8/1㈰～8/28㈯Ballet展

日　程 時　間 一般料金
（税込み）

★

★

★

★

★

★

★

★

コンパクトデジカメ撮影入門

はじめてのパソコン

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）

8/18㈬

8/19㈭

8/19㈭

8/20㈮

8/20㈮

8/21㈯

8/21㈯

8/22㈰

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

¥2,100

¥4,200

¥5,250

¥3,800

¥4,200

¥2,100

¥2,100

￥3,800

講　座　名

生活工房 　　　　各講座とも10名 ※機材はセミナー会場に準備しています。場所 定員ITエンターテインメントセミナー in世田谷 8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）になります

運動会や行楽シーズンを前に、ビデ
オやデジタルカメラの撮り方を学
んでおきましょう。
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)
h t t p : / / s o n y . j p / s em i n a r/

■講夏秋啓子（東京農業大学教授）
2「和の思想」　9月8日㈬
「和」とは本来、どのような意味を持つので
しょうか。歴史をひもときながら、その原型
と本質に迫ります。
■講長谷川櫂（俳人）
3「いのちはつながりの中に」 9月22日㈬
生きものは３８億年の歴史の中で生まれた
ものであり、様々なつながりの中にあるこ
とを見ていきます。
■講中村桂子（JT生命誌研究館館長）

町田忍スライドショー
今昔銭湯物語

懐かしの世田谷銭湯
9月5日㈰14：00～16：00　生活工房5F 
既に姿を消した世田谷の懐かしい銭湯を
はじめ、豪奢な屋根やペンキ絵など見どこ
ろ満載の銭湯の今と昔を、銭湯研究の第一
人者である町田さんの軽妙なトークととも
にふりかえります。

■講町田忍（庶民
文化探求家）
■￥無料／申込先
着80名　■申電話
で生活工房へ

大人のものづくりワークショップ
世田谷を型で染める 

9月11日㈯13：00～16：30＆10月11日（月・祝）
10：00～17：00　2日間で完結　生活工房

4F、三軒茶屋近辺
世田谷を散歩して、
風景や植物などから
デザインを考え、型を
彫り、和紙に染めま
す。作品は11月に生
活工房ギャラリーで
展示発表します。
■講 kata kata 松永武・

夏の子ども体験ワークショップ
①おはなしいっぱい
8月18日㈬～8月20日㈮
11：00～15：00　生活工房4F
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）  ■申不要、直接会場ヘ
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年生以上
■締 8月10日（必着） ■申往復ハガキ（8面記
入方法参照、学年も明記、必ず1人1枚で応
募）で生活工房へ　

連続セミナー
「知の航海」

知的好奇心を満たしたい大人のための、全
6回にわたる連続セミナー。
各回19：00～20：30　いずれも生活工房５Ｆ
■￥1,000円／各回先着100名　■申電話で生
活工房へ
1「植物と微生物の対話が教えてくれる
こと」　9月1日㈬
人と植物、植物と微生物との関わりから、
環境・食糧問題、これからの農業について
考えます。

高井知絵（型染め作家） ■￥ 3,500円／抽選
25名　■対高校生以上　■締8月25日（必着）
■申往復ハガキかEメール（８面記入方法参
照、年齢も記入）で生活工房へ。

世田谷アートフリマvol.14
出展者募集

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。
［開催日］9月25日㈯・26日㈰ 11：00～18：00
［開催場所］キャロットタワー3・4・5F
［詳細］http://art f leama.net
■締 8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）、Eメール：setagaya@artfleama.net

6

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

〠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!

開催中～8月22日（日）9：00～20：00　3F生活工房ギャラリー　
関 連 企 画

大 図 まことの

クロスステッチとは、その名称どおり
「X（クロス）」印をいくつも刺繍（ステッ
チ）して形をつくりだす刺繍の技法で
す。本展では、クロスステッチ・デザイナ
ーの大図まことさんが、ひと針ずつ糸を
重ねて作りあげたクワガタや蝶などの昆
虫やスポーツカーなど、面白くてかっこ
いい、多種多様なクロスステッチ作品
たちをお目にかけます。技法はシンプル
ですが、大人も子どもも楽しめるアイデ
アにあふれた展覧会です！　
■￥入場無料　　

ワークショップ

「刺繍で作る腕時計」
8月14日㈯・15日㈰14：00～16：00
各1日完結　生活工房5Ｆ

大図さんの指導のもと、刺繍をつかった腕時
計『毛-SHOCK!!』を作ります。それぞれのアイ
デアで、色やデザインを活かして作品がつく
れます。夏休みの工作を大人も楽しむつも
りで参加してください！
■講大図まこと（クロスステッチデザイナー） 
■￥ 2,500円／各日抽選20名
■申 8月4日(必着)までに往復ハガキまたはＥメ
ール（8面記入方法参照、希望日も明記、件名
「腕時計ＷＳ」）で生活工房へ

会期中
無休

し     しゅう

し     しゅう

おお     ず

お お         ず

おお    ず

高井知絵（型染め作家） ■■■3,500円／抽選

かった腕時
ぞれのアイ
作品がつく
しむつも

ー）

たはＥメ
、件名

銭湯文化を探求中の
町田忍さん



教室名

1烏山短期水泳教室

2イルカ水泳教室

日時 参加費／定員（予定） 対象会場

3くじら水泳教室

4マンボウ水泳教室

5ラッコ水泳教室

烏山中学校
温水プール
総合運動場
温水プール

4,000円、中学生
1,700円／抽選10名

総合運動場
温水プール

10月7日～11月18日　毎週木曜 
18：00～20：00（全7回）

太子堂中学校
温水プール

8,000円、中学生以下
3,400円／抽選20名

玉川中学校
温水プール

10月16日～ 毎月第1・3土曜 
14：00～16：00（全14回）
※平成23年5月まで

8,000円、中学生以下
3,400円／抽選5名

3,200円、中学生以下
1,400円／抽選10名

1,700円／抽選20名

10月9日～ 毎月第2・4土曜
13：00～15:00（全14回）
※平成23年5月まで

10月5日～11月9日　毎週火曜 
18：00～20：00（全6回）
10月7日～11月18日　毎週木曜 
16：00～18：00（全7回）

小学生以上

小学生

小学生以上

小学生以上

中学生以上

　 各種スポーツ教室
■締1～38月15日、48月18日、59月5日
（すべて必着）
1初心者・初級者卓球教室
9月8日～ 毎週水曜 19:00～20:30（全5回）
等々力小学校体育館　■対小学4年生以上
■￥2,500円（中学生以下1,500円）／抽選30名
2初心者・初級者ゴルフ教室（成城の部）
9月11日～ 毎週土曜 18:00～19:30（全8回）
ニュー成城ゴルフセンター　■対18歳以上
■￥17,000円／抽選10名
3初心者・初級者ショートテニス教室
9月11日～ 毎週土曜 19:00～20:30（全5回）
深沢中学校体育館
■対小学生以上　■￥ 2,500円（中学生以下
1,500円）／抽選40名
4ジュニアソフトテニス教室
9月12日～ 毎週日曜 9:00～11:00（全6回）
総合運動場テニスコート
■対小学3～6年生とその保護者　
■￥3,600円（小学生1,800円）／抽選30名
5ジュニア水泳教室 
9月27日～ 毎週月曜 16：15～17：45（全8回）
総合運動場温水プール
■対小学生　■￥3,200円／抽選60名

　　元気なシルバー
いきいきトレーニング

1大蔵コース　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。
健康チェック：9月29日㈬ 9：30～　
トレーニング：10月6日～ 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
2千歳コース　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。
健康チェック：9月16日㈭ 13：00～　
トレーニング：9月30日～ 毎週木曜 13:00～15:00
千歳温水プール、体育室
12ともに■対60歳以上の方で医師に運動を
止められていない方 
■￥20，000円（全20回）／抽選各20名
※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18月29日、28月15日（いずれも必着）

　 生涯健康づくり体操
9月7日～ 毎週火曜 19:00～20:30（全12回）
駒沢小学校体育館
■対55歳以上 ■￥3,000円／抽選60名　
■締8月16日（必着）

 　 わくわくサッカー教室
9月4日～ 毎週土曜 9：30～11：30（全4回） 
池尻小学校第2体育館
■対軽度の知的障害のある小・中学生で原則
付き添い者の同伴が可能な方　■￥1,000円
／抽選25名　■締8月11日（必着）　■申障害
の内容も明記でスポーツ振興財団へ

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
※詳細はホームページをご覧ください。
1ナイターテニススクール
8月6日～　毎週水・金曜（全6回）
■対 J1（5歳～小3）17：10～18：10　 J2（小4

はホームページからも申込可能　

～中学）18：30～20：00　 J3（高校生相当
以上）20：20～21：50　■￥J16,000円　 J2 
9,000円　 J311,400円／各定員24名
2レディースバレーボールスクール
8月6日～ 毎週金曜 9：00～12：00（全8回）
■対女性　■￥6,000円／定員40名
3コース型フィットネス教室　第2期健康体
操（Aさわやか・Bのんびり）　　
9月3日～12月10日　毎週金曜（全15回）

スポーツのしおり夏号を配布中

障害児運動教室指導員募集

A9:45～11:00、B11:00～12:00
■対 50歳以上　■￥A13,500円、B10,500円
／定員A40名、B30名
1～3■締定員に達し次第　■申12窓口・電
話で大蔵第二運動場管理事務所へ3はトレ
ーニングルームへ（ハガキ・FAXも可）　大
蔵第二運動場管理事務所　大蔵4－7－1　
☎3416－1212　■ＦＡＸ3416－1777（トレーニ
ングルーム☎3749－2223）

●●●第60回区民体育大会●●●

※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、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（小学生以下は保護者同伴）

スキルウォーククリニック
健康ウォーキングを学ぼう！

世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント

高野進  ランニングクリニック高野進  ランニングクリニック
9月11日㈯ 12:30～14:30　総合運動場体育館及び公園内

9月18日～10月16日 毎週土曜 10:00～12:30（全5回）　
総合運動場陸上競技場・体育館

全身を使った歩き方により膝や腰への負担を掛け
る事がなく、その日からすぐに実践できます。
■￥大人1,000円、高校生以下500円／抽選60名
■締8月31日（必着）　■申■問ハガキまたは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（〒157－0074　大蔵4－6－1
☎3417－4276　■ＦＡＸ3417－1734）へ

正しい姿勢づくりや腕ふり、ペース面や栄養面からランニング技
術の習得を目指しましょう。
■対中学生以上　■￥8,000円／抽選150名　■締8月31日（必着）
■申10ｋｍ走の自己ベストタイムと希望クラス（Ａ30～40分台、Ｂ50分
台、Ｃ60分台、Ｄ70分台、Ｅ80分台～）も明記し、スポーツ振興財団へ

■対軽度の障害のある方で、教室開催中も会場内で保護者が待機できる方、
トイレを使用する際、介助を必要とされない方　■締8月22日（必着） ■申障害
の内容も明記でスポーツ振興財団へ　※参加の可否について、事前に個別
面談を行います。※参加は1～3のうち1教室、45のうち1教室。

水泳教室

◆ライフル射撃
8月1日～9月20日　9：00～　
［種目］エアーライフル　■対連盟会員及び区内在
住、在勤、在学者で銃の保持者。大学の射撃部や
グループでの参加は不可　■￥無料　■申当日10
時まで先着24名　■問区ライフル射撃連盟・佐田
☎5477－6262（10：00～20：00）
◆少年サッカー
9月4日～12月19日　二子緑地グランドほか
■対区内在住・在学の小学生　■￥ 1,000円／チーム
■締 8月7日（必着）■申所定の申込用紙をFAXで
区少年サッカー連盟事務局へ　■ＦＡＸ3417－1777
◆バドミントン
①9月4日㈯②9月5日㈰③9月12日㈰　
①③9：00～②11：30～　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・OB・OG　■対学連加盟者以外の区在住・
在勤・在学の方　■￥ 400円／1ペア（中学生200
円） ■締①8月20日②③8月27日　いずれも必着
■申所定の申込用紙に振込用紙のコピーを添付
して、区バドミントン協会・安藤（〒157－0074
大蔵5－8－6　☎3415－0692）
◆弓道
9月5日㈰　総合運動場弓道場
■対区内在住・在勤・在学の方　［種目］中学生の
部・高校女子の部・高校男子の部・一般の部（大学
生含む） ■￥200円（中学生以下100円） ■締8月
23日（必着） ■申ハガキまたはＦＡＸ（種目を明記）
で区弓道連盟・熊澤（〒156－0055　船橋6－17
－13　■ＦＡＸ3303－0412）

※所定の申込書は、スポーツ振興財団、スポーツ振興課、
総合運動場体育館管理事務所、申込先にあります。

◆ゲートボール（秋季区民ゲートボール大会）
9月9日㈭　予備日9月10日㈮　
総合運動場陸上競技場（小雨決行）
■￥ 2,000円／チーム　■締8月30日（必着）■申区
協会登録チームは所定の申込用紙、未登録チ
ームは往復ハガキで区ゲートボール協会・村石
（〒154－0017　世田谷1－23－3　☎3439－1108）
◆バスケットボール
9月12日～10月24日　総合運場体育館ほか
［種目］①一般男女・男子シニア（45歳以上）■対区内
在住・在勤の方　■￥ 2,000円／チーム　■締8月22日
（必着）■申所定の申込用紙で区バスケットボール協
会・駒大高校体育館教官室　☎090－5536－6455
◆剣道
9月20日（月・祝)　総合運動場体育館
■￥個人：無料、団体：1,000円／チーム、ほかに一
人に付保険料100円　■締8月21日（必着） ■申所定
の申込用紙に参加費を添えて現金書留で（〒154
－0021　豪徳寺1－38－6　豪徳寺駅前郵便局留
区剣道連盟事務局宛　☎090－9140－2494 
◆アクアスロン
9月20日（月・祝)　総合運動場
［種目］①一般②中学生③小学4～6年生④小学4
～6年生親子ペア⑤小学1～3年生⑥小学1～3年
生親子ペア　■￥ 200円（中学生以下100円）※障
害保険料別　■締9月3日（必着） ■申ハガキ、FAX
または、Ｅ-ｍａｉｌ（種目も明記）で区トライアスロ
ン連合・荒井（〒213－0033　川崎市高津区下作
延5－35－6－701　☎■ＦＡＸ044－844－5057
E-mail：setagaya_toraren@infoseek.jp）

スポーツ教室やイベントの情報満載！　配布先：区内公共施設、
スポーツ振興財団、区スポーツ振興課ほか

障害児運動教室では、軽度の知的障害のある
小・中学生に運動することの楽しさを伝えます。
障害のある子どもにマンツーマンで指導ができ
る方を募集します。
■対障害児（者）スポーツに興味・関心があり、障
害児運動教室の全教室に積極的に従事するこ
とができる18歳以上（高校生を除く）の方。障

害児（者）と接した経験がある方、もしくは、ス
ポーツ指導の経験がある方はなお可。謝礼あり
［勤務会場］尾山台地域体育館、八幡山小地域
体育館、砧中学校　［勤務日］毎週土曜、第1･3･
（5）水曜　［勤務時間］土曜13:45～16:00、水
曜14:45～17:15　［募集人数］10名程度　［選
考方法］個別面接（8月23日予定）　■申8月13日
（必着）までに、履歴書（顔写真付）をスポーツ
振興財団へ郵送または持参

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。内容については各広告主にお問い合わせください。
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8★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￥

●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

世田谷文学館開館15周年記念

みんなのサザエさん展

8月29日までの毎週土・日曜日、世田
谷文学館と長谷川町子美術館を往
復するシャトルバスを運行します。ご
利用は無料ですが、ご乗車には展覧
会チケットの半券が必要です。
● 乗車定員　24名　
※定員超過の際、ご乗車をご遠慮
いただく場合がございます。予めご了
承ください。

※道路の混雑状況により、発着時刻
は多少前後する場合がございます。

長谷川町子美術館で同時開催する2010アニメサザエさん展「あさひが丘の町へようこ
そ」のチケット半券を提示すると、8月29日までの間1回に限り観覧料が100円引きになり
ます。（本紙２面掲載「割引引換券」等、他の割引制度との併用は不可）＊本展のチケッ
ト半券を提示すると、長谷川町子美術館でも入館料が100円引きになります。

開催中～9月12日㈰　世田谷文学館

「サザエさん」は、ほのぼのとした雰囲気と歯切れの良い展開、長谷川町子の
描写力に裏打ちされた画面構成など、日本漫画史上の傑作として高く評価され
ています。また、この作品には昭和という時代を象徴する出来事や世相が描き
こまれ、世代を超えた読者に親しまれてきました。
本展では、漫画「サザエさん」の名場面を、昭和の世相や出来事の写真、風俗
史料と併せてたどるとともに、一貫して庶民の生活に根ざした笑いを描き続け
てきた漫画家・長谷川町子の業績を紹介します。
世田谷文学館開館15周年記念として開催する、長谷川町子美術館（世田谷区桜
新町1－30－6）との初の連携企画展です。

観覧料／一般700円　大・高生500円　65歳以上・障害者350円
＊団体割引あり
休館日／毎週月曜日　
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）
■問世田谷文学館☎5374－9111

サザエさんを描く長谷川町子
©財団法人長谷川町子美術館

世田谷文学館
１１：３０発
１２：３５着
１２：４０発
１３：４５着
１３：５０発
１４：５５着
１５：００発
１６：０５着
１６：１０発
１７：１５着

→
←
→
←
→
←
→
←
→
←

長谷川町子美術館
１２：００着
１２：０５発
１３：１０着
１３：１５発
１４：２０着
１４：２５発
１５：３０着
１５：３５発
１６：４０着
１６：４５発

● 時 刻 表　

関連企画は2面をご覧ください

中学生以下

会期中
無料

会期中の週末にはシャトルバスを運行！

長谷川町子美術館との共通割引制度を実施！

ポイント

下段は広告スペースです。 内容については各広告主にお問い合わせください。

位取得位 ！
私の目標は私
ここで実現する

学士（教養）の学位が取
得できます。の

平
成
22
年
度

10月入学生
募集中！
出願期間 :平成22年8月31日（火）まで

オープンキャンパス、個別相談会（要予約）
8月8日（日）14時～16時
個別相談会（要予約）
8月21日（土）、22日（日）、24日（火）～29日（日）、
31日（火）の、各10 時～12時、13時～17時

会場 : 東京世田谷学習センター
個別相談会は予約をお受けします。
くわしくは下記へお問い合わせください。

テレビやラジオを通して、
マイペースに授業が受けられる通信大学です。

● 学ぶ意欲が入学資格。入学試験はありません。

東京世田谷学習センター　TEL.03-5486-7701
住所 世田谷区下馬4-1-1　東横線学芸大学下車　徒歩15分

1科目だけの選択でも、
大学生として受講できま

す。


