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世田谷文学館
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
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父からの贈りものー森鷗外と娘たち展　
「小堀四郎と鷗外の娘　ひと筋の道」展
第46回　区民スポーツまつり
連続セミナー「知の航海」
上演作品レクチャー『ガラスの葉』ほか
せたがや・アマチュアスペシャルライブ

10月9日（土）
①13:00～小田急線  喜多見駅  南口駅前広場
②15:00～小田急線  経堂駅  南口駅前広場　

当日まで待ちきれないあなたへ。
一足先に大道芸を“出前”します！

入場
無料

劇場ならではのオリジナルステージ！

会場：世田谷
パブリックシアター
10/16㈯
10/17㈰

16:00～
14:00～
17:00～

 ボランティアスタッフ募集！

お得で便利な
「せたがやアーツカード」

世田谷パブリックシアター・音楽事業部・生活工房・世田谷美術館・世田谷文学館の
各施設で、割引などの特典が受けられます。■対世田谷区にお住まいの18歳以上の方
■問世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎５４３２－１５１５

主な内容：パフォーマーの付き人、本部受付など
事前説明会：10/2㈯・3㈰14:00～16:00　
キャロットタワー内
街の装飾など事前活動ボランティアも募集しています。
世田谷アートタウン事務局まで、お問い合わせください。

三茶deバラエティー
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トー
ク 加納好昭世田谷アートタウン2010実行委員会委員長

地 域 の 力

三軒茶屋という名を聞くと、若い人の間では大変人気の
ある街に思われているようですが、これはとりもなおさ
ず、若い皆様のお力によるものと思っています。商店街に
おいても若者が積極的に参加し、年配者は漬物石のご
とく、新鮮な野菜の旨味を引き出す役回りで活躍し
ています。そんな地域の力が発揮されるのが「三
茶de大道芸」。実行委員会やスタッフが力をあわ
せ、フェスティバルをつくりあげるのです。私も年
令のことは忘れて、若い方々と一緒になって楽し
みたいと考えております。当日は、三茶で何かが
起こります、ぜひ、ご期待ください。

©増田典子©増田典子

世田谷アートタウン2010

■問世田谷アートタウン事務局 ☎5432-1547 ■問世田谷アートタウン事務局 ☎5432-1547 

アート楽市
アーティストたちの手作り小物のお店がズラリ103軒

［会場］三軒茶屋駅周辺・近隣商店街、世田谷パブリックシアター

12：００～20：0010月16日（土）・17日（日）※会場により異なります

最新情報はＨＰで▶http://setagaya-ac.or.jp/arttown/

三軒茶屋の秋を彩るフェスティバル。「三茶de大道芸」は、地元商店街の
皆さんとボランティアスタッフ、世田谷文化生活情報センター
が一緒につくりあげる“地域のお祭り”です。
今回は、かげの立役者・商店GUYの皆さん
を少しだけご紹介。当日、各会場に会い
に来てくださいね！

ガ  イ

※自家用車・自転車での来場はご遠慮ください。大道芸の詳細（出演時間・場所）については、
　当日会場で配布するパンフレットをご覧ください。

三軒茶屋が

不思議の
国にヘンシン？！

三軒茶屋が

不思議の
国にヘンシン？！

三茶de
ギャラリー
街角や劇場にギャラリーが出現

アート楽市を
開催しております。
掘り出し物が
ありますよ！

烏山川緑道

佐藤春隆さん

村上大輔さん

エコー
仲見世

佐藤茂男さん

サンタワーズ
広場

福島惠二郎さん

あい・あい・
ロード

小田切明さん

ＮＴＴ広場 

楽しい大道芸と味の
名店大屋台村で
  特別な時間を       
 ご用意して
 います！ 

商店街とボランティ
アがいっしょに
つくりあげる
楽しい会場
です！    

斉藤卓也さん

千厩町、八丈島
などの物産市や
ボランティアの
作品広場に遊
びに来て下
さい。

ふれあい
ひろば

商店街の中の緑
豊かな公園で
ゆっくりとパ
フォーマンス
を“魅”ま
せんか？

太子堂
一丁目公園

小根澤亨さん（右）
浅見利夫さん（左）

占い、あめ細工、
    フェイスペイント、
      マジックショー
       など盛り沢山

です！

街中にあふれる
パフォーマンス！

商店街独自の
催し物もいっぱい！

海外からも
スペシャルゲスト！

お子様にはゲーム
コーナー。フリー
マーケットも。
家族ぐるみ
  で楽しめ
      ます！



■世田谷美術館本館は、大規模改修工事のため、2011年7月1日～2012年3月末まで休館します。分館は通常通り開館。
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■平成23年度前期 区民ギャラリー利用申込受付　［利用期間］世田谷美術館：4月～6月、清川泰治記念ギャ
ラリー：4月～9月　［受付日］10月16日㈯・17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］10月31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。

期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

■展示品の搬入および搬出作業があるため、公開は初日の午後から
　最終日の16:00までとなる場合が多いです。
■区民ギャラリーについては、当館総務担当課までお問い合わせ下さい。

世田谷美術館 区民ギャラリー

●植物画教室作品展　●世田谷和紙造形会展

●佐々木宏子 青のあいだ
●女子美術大学 大森ゼミ展  ●SUNNY&SPROUT  
●自由創作会展
●LEOの人々　●クレイアートの四季（第４回）（20日より公開）　
●渡部暢子個展（20日より公開）

開催中

  9/28
10/ 5

10/11

10/19

    9/26

10/ 3
10/10

10/17

10/24

～

～
～

～

～

●じゆうに１２　●ますだようこ展　
●マボロシ画廊

●創作書道展「祈り」（6日より公開）

●世田谷児童作品展（13日14:00より公開）

●十和の会　
●誠之フォトクラブ写真展

●第３４回世田谷区民絵画展（29日より公開）

関連企画
■講演会「北園克衛と海外の詩人たち」
10月24日㈰ 14:00～15:30　当館講堂
■講ジョン･ソルト（ハーバード大学エドゥイン・
O・ライシャワー日本研究所研究員）、田口哲也
（同志社大学教授）、パフォーマンスあり
■￥無料／当日先着150名（10:00より整理券
配布） 手話通訳付
■「橋本平八―作品と思想」
11月6日㈯ 14:00～15:30　当館講堂
■講毛利伊知郎（三重県立美術館学芸員）
■￥無料／当日先着150名（10:00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.29」
11月6日㈯、7日㈰ 両日とも13:00～18:00
（発表会：7日、19:00～20:00）
展覧会にヒントを得て、みんなで演劇やダン
スを創作するワークショップシリーズ。閉館後
に発表会を行います。
■講柏木陽（演劇家、NPO法人演劇百貨店代
表）、ゲスト：山内健司（俳優　劇団青年団）
■￥無料（20歳以上は2,000円）／10代＝15
名程度、20歳以上＝5名程度（申込先着）

「小堀四郎と鷗外の娘　ひと筋の道」
開催中～2011年1月10日（月･祝）　2階展示室
小堀四郎の絵画作品のほか、夫人の杏奴や
藤島武二の資料などもあわせて展示します。
また、小コーナーではルオーの未刊行版画集
『サーカス』をご紹介します。
　　　　世田谷文学館『森鷗外と娘たち展』
■￥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

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
開催中～10月11日（月･祝）　1階展示室
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1,300円（1,000円）／65歳以上、大・
高生1,100円（800円）／中・小生600円（400
円）※（　）内は20名以上の団体料金、障害
者割引あり
展覧会公式ＨＰ：www.collection-winter.jp

関連企画
■講演会「ナビ派とその時代」
9月25日㈯ 14:00～15:30　当館講堂
■講天野知香（お茶の水女子大学准教授）
■￥無料／当日先着150名（10:00より整理券
配布）手話通訳付

橋本平八と北園克衛展
異色の芸術家兄弟

10月23日㈯～12月12日㈰　1階展示室
木彫家の橋本平八（1897－
1935）と、その弟でモダニ
ズム詩人の北園克衛（1902
－1978、本名：橋本健吉）
は、互いの活動を高く評価
し、深く理解し合っていまし
た。本展は、新しい時代の表
現を目指した二人の活動の
全貌をご紹介いたします。
■￥一般1,000（800）円／
65歳以上、大・高生800
（640）円／中・小生500（400）円　
※（　）内は20名以上の団体割引料金　
障害者割引あり

プロムナード・コンサート
岩見玲奈  マリンバリサイタル

～音の絵～ 
11月21日㈰ 14：00　当館講堂
■出岩見玲奈（マリンバ）、柴原誠（パーカッ
ション）、森浩司（ピアノ）　曲目：安倍圭子
「わらべ歌による譚章」、R.ロジャース（編
曲：関澤真由美）「私のお気に入り～ザ・サウ
ンド・オブ・ミュージックより～」他　■￥無料／
抽選200名　■申10月31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
※未就学児は入場不可。
※ハガキ1枚につき２名様までお申込できます。（HP
参照、または、お電話でお問い合わせください。）

第20回世田谷区民写真展作品募集
［作品受付］指定の写真店10月1日㈮～10日㈰

／世田谷美術館10月9日㈯・
10㈰10:00～16:00
［審査員］秋山亮二（写真
家）、加藤春夫（東京工芸大学名誉教授）　
［展覧会］2011年1月４日㈫～1月９日㈰　
最終日に表彰式あり
■問世田谷美術館　☎3415－6394
※詳細は美術館、指定の写真店、区役所、支
所、出張所、図書館、区民センターなどで配
布の申込書をご覧ください。

第34回世田谷区民絵画展開催
9月29日㈬～10月3日㈰ 
10:00～18：00（最終日は16：00まで）　
世田谷美術館区民ギャラリーA・B
表彰式：10月3日㈰14:30から15:15頃まで
（場所：世田谷美術館講堂）

茉莉

賀川豊彦

鷗外 写真提供：文京区 杏奴

ま

■出阿川佐和子（作家）、井上紀子（城山三郎
次女）　■￥ 1,000円（友の会会員は700円）
／抽選150名　■申9月26日（必着）までに往
復ハガキ（欄外記入方法参照、連名可）で当
館「森鷗外展イベント」係まで。
■記念講演会「森鷗外の医学と文学」
10月17日㈰ 14:00～15:30　1階文学サロン
■講加賀乙彦（作家）　■￥ 500円／当日先着
150名（30分前より入場開始）
■記念講演会「森家の家庭―鷗外の『半日』
と妻志げの『波瀾』をめぐって―」
10月30日㈯ 14:00～15:30　1階文学サロン
■講山崎一穎（跡見学園女子大学客員教授・
森鷗外記念会会長）　■￥500円／当日先着
150名（30分前より入場開始）

賀川豊彦没後50年記念
賀川豊彦の文学―その作品の力

明治・大正・昭和期に活躍し
た社会運動家・賀川豊彦は、
大正時代のベストセラーと
なった自伝小説『死線を越え
て』の著者としてその名を
知られています。賀川豊彦
の没後50周年にあたる本

年、いま改めて賀川豊彦の文学の作品的価値
を問い直すため、賀川豊彦記念松沢資料館と
世田谷文学館の共同開催による講演会および
シンポジウムを開催いたします。
後援：賀川豊彦記念講座委員会
■問賀川豊彦記念松沢資料館（☎3302-2855）
■講演会
10月23日㈯ 14:00～16:30　1階文学サロン
■講太田治子（作家）　■￥無料／当日先着150
名（30分前より入場開始）
■シンポジウム
10月24日㈰ 14:00～17:00　1階文学サロン
■出田辺健二（鳴門市賀川豊彦記念館館長・鳴
門教育大学名誉教授）、森田進（恵泉女学園
大学名誉教授）、濱田陽（帝京大学文学部准
教授）　司会：加山久夫（賀川豊彦記念松沢
資料館館長・明治学院大学名誉教授）　■￥無
料／当日先着150名（30分前より入場開始）

　　文学散歩「成城ものがたり」
11月10日㈬ 13:00～16:00
緑豊かで静かなたたずまいの成城には、多く
の文学者、美術家、映画人、学者が住まいを
構えました。秋の一日、彼らが愛した緑陰の
街並を辿ります。近代数奇屋造住宅の旧猪股
邸、柳田國男ゆかりの成城大学民俗学研究

所ほか、文化人が多く訪れた
「成城風月堂」でも、お話を聞きながら茶菓
で一服。
■￥ 1,000円（保険料・資料代・茶菓代含む）／
抽選25名　■申10月27日（必着）までに往復
ハガキ（欄外記入方法参照、２名まで連名可）
で当館「成城文学散歩」係まで。

連続講座「ことのははくぶつかん」
２０１０年後期（予定）

■対小中学生（原則全回参加できる方） ■申10月
16日（必着）までに、往復ハガキ（欄外記入方
法参照、連名可）で当館「ジュニア担当」まで。
■ことばとしぐさ「落語に挑戦」
11月6日㈯ 13:30～15:00
■講林家きく麿（落語家）
■ことばとびじゅつ「アートのことば」
11月20日、12月4･11日㈯ 10:30～15:30
■講ナカノヨーコ（イラストレーター）ほか
■ことばとからだ「パフォーマンスにふれよう」
2011年1月29日㈯ 10:30～15:30
■講西井夕紀子（もび主宰）+もび（音あそびパ
フォーマンスグループ）
■ことばのことば「ウタノタネを蒔こう」
2011年2月5日㈯ 10:30～15:30
■講天野慶（歌人）

企 画 展
世田谷文学館開館15周年記念

父からの贈りもの―森鷗外と娘たち展
10月2日㈯～11月28日㈰　2階展示室
森茉莉と小堀杏奴。作家、随筆家としてともに
稀有な個性を開花させた姉妹が生涯心のより
どころとしたのが大好きな「パッパ」、森鷗外
でした。本展は〈父性〉をキーワードに、近代文
学を先導した文豪・森鷗外とその娘たちの軌
跡と作品をご紹介します。
　　　　
世田谷美術館「小堀四郎と鷗外の娘」展
■￥一般700円、大・高生500円、中・小生250円、
65才以上・障害者350円　※団体割引あり

関連企画
■対談「作家の娘たち、大いに語る」
10月10日㈰ 14：00～15：30　1階文学サロン
企画協力：世田谷文学館友の会

9月27日㈪～30日㈭は展示替えのため、1階常設展示室を休室します。

あん   ぬ

企 画 展

次 回 企 画 展

《ばらの花を持つ女
（ルノワールの摸写）》

1929（昭和4）年

《看護婦立像》
1941（昭和16）年

《Painting №SF3564》
1964年

「向井潤吉と
ルーブル美術館
－その滞欧作の魅力」
開催中～11月28日㈰

「宮本三郎
1940－1945」
開催中～11月28日㈰
■10月のギャラリートーク
「新発見の写真資料について」
10月9日㈯ 14：00～（30分
程度）
■￥無料／予約不要

イベント
■音広場・番外編「奥澤神社の森で」
10月21日㈭ 19：00～20：00　奥澤神社境内
（雨天時は宮本三郎記念美術館）
篠笛の名手・八木繁さんを迎え、奥澤神社の
境内で秋風とともに美しい笛の音をお楽し
みください。　■出八木繁（篠笛）　■￥無料

■人ひろば vol.9（宮本三郎記念美術館と地
域の会共催）
「『眼』のはなし　そのしくみから美術鑑賞まで」
11月7日㈰ 14：00～15:30（13：30開場）
人は見ることにより外界の情報を収集し、行
動をしています。映像を交え、視力とその楽
しみについてお話を伺います。
■講土坂寿行（眼科医）　■￥500円／申込先着50名

清川泰次
自由への探求

〈もの〉にとらわれない世界へ
開催中～ 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

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

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

カネコミユキ・難波達巳・門馬達雄　三人展
はじめの一歩 ! ゆかいな仲間の絵手紙展
（29日10：00より公開）
陶芸クラブ作品会　陶器のランプ展
（6日10：00より公開）
吹きガラス　６人展
せたがや平和資料室　地域巡回展

開催中～

 9/28～

10/ 5～
10/11～
10/19～

 9/26

10/ 3

10/10
10/17
10/24

清川泰次記念ギャラリー ■  区民ギャラリー

ミュージアム コレクション Ⅱ

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（欄外記入方法参照）またはEメールで、
宮本三郎記念美術館「イベント」係へ※重複申込不可
Ｅメール miyamoto.event@samuseum.gr.jp

ま     り

あん   ぬ

同時開催

同時開催

橋本平八（右）と
北園克衛（左）、
1925年頃

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

世 田 谷 美 術 館

2

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1,300円→1,200円　65歳以上、大・高生1,100円→1,000円

中・小生、障害者600円→500円観覧料

世田谷美術館1階展示室
開催中～10月11日（月・祝）父からの贈りもの―森鷗外と娘たち展

一般700円→600円　大・高生500円→400円
中・小生250円→200円　65歳以上・障害者350円→300円

世田谷文学館2階展示室　
10月2日㈯～11月28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

〠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）

ザ・コレクション・ヴィンタートゥール



小さなお子さまからご年配の方まで、また障害のある方も
参加できる楽しいアトラクションやスポーツ体験コーナー
など、イベントがもりだくさんです。ご家族・お友達をたくさ
ん誘って『区民スポーツまつり』に遊びにきてください！
※できるだけ公共の交通機関でお越しください。　
※運動ができる服装・靴でおこしください（体育館は室内履きが必要）。　
※種目によっては時間や参加人数に制限があります。詳しくはスポーツ振興財団へお問合せください。

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～9/25㈯

9/26㈰～10/23㈯ 塚原俊彦油彩小品展―天上と修羅と―

ペイントスタジオchou-chou＊
グラスペイント展

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

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）

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～人物撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）

10/6㈬

10/7㈭

10/7㈭

10/8㈮

10/8㈮

10/9㈯

10/9㈯

10/10㈰

14：00－16：00

10：30－12：30

14：00－15：30

10：30－12：30

14：00－16：00

10：30－12：00

13：30－15：00

10：30－12：00

¥2,100

¥4,200

¥2,100

¥3,800

¥4,200

¥2,100

¥2,100

￥3,500

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 10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

デジタルカメラの講座に加え、初心
者向けのパソコン基礎講座もご用
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)
h t t p : / / s o n y . j p / s em i n a r/

2「デザインとは」　10月27日㈬　
デザインとは何か、日々の生活を豊かにす
るためにデザインは何ができるかなど、心
豊かに暮らすヒントを伺います。
■講下川一哉（「日経デザイン」編集長）

世田谷アートフリマ vol.14 
9月25日㈯・26日㈰ 11：00～18：00　
生活工房3～5F
約８０組のアーティストが集まります。当日
参加可能なワークショップも開催します。
※出展者募集は終了　■申不要、直接会場へ
［詳細］http://art f leama.net

快快銭湯 
10月4日㈪17：00～20：00　
八幡湯（太子堂５丁目）　※途中入退場ＯＫ
世田谷区芸術アワード受賞劇団「快快」が
銭湯で繰り広げる“ゆる湯る”パフォーマ
ンス。何が飛び出すか乞うご期待！
■出快快ほか　■￥無料／申込先着50名

※満席となりま
したため受付を
終了しました。
ご了承くださ
い。

市民活動支援コーナー「パオフェスタ」 
10月16日㈯・17日㈰　10：00～18：00　
3F市民活動支援コーナー
アートタウンで賑わう2日間！ 活動団体に
よる体験コーナーなど、様々な活動を紹介
しながら、交流を楽しむ喫茶コーナーを催
します。　■￥無料　
■問市民活動支援コーナー  ☎5432-1511

子ども体験ＷＳ『分解ワークショップ』  
1「家電製品の仕組みを探ろう！」11月6日㈯
2「プロジェクター・光の原理」11月7日㈰
各日とも13：30～17：00　生活工房４Ｆ
電化製品を自分の手で分解しながら、専門
家の指導のもと製品の仕組みを探ります。 
[進行]1㈱東芝、2金子金次（メディアア
ドバイザー）　■対小学3年生～6年生（必ず
親子2人1組で参加）　■￥ 1,000円／抽選
130組215組　■申 10月25日（必着）まで
に往復ハガキ（2面記入方法参照、希望日
と学年も明記）で生活工房へ

ＪＡＰＯＮＤＥＲ 7
－留学生ってどんな勉強しているの？－

開催中～10月4日㈪  9：00～20：00（最終
日は17：00まで）　3F生活工房ギャラリー
会期中無休
７カ国９名の留学生が、それぞれの大学で
何を学び、研究しているのか、パネルや映
像で紹介します。　■￥無料
■JAPONDER’S TALK
10月2日㈯・3日㈰ 13：00～16：00
生活工房4F
各日４人ずつの留学生が研究発表をします。
世界のお茶とお菓子を囲んで交流会も行
います。　■￥無料　■申不要、直接会場へ

宮古島自然体験教室報告展2010 
10月8日㈮～31日㈰  9：00～20：00（最終
日は17：00まで）  3F生活工房ギャラリー
夏休みに行った「宮古島自然体験教室」を通
じて世田谷区と宮古島の子どもたちが、自然
の中で体験した
日々の様子を、参
加者自身が撮影し
た写真などで紹介
します。 　■￥無料

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連
続セミナーです。
各回19：00～20：30　いずれも生活工房５Ｆ
■￥各回1,000円／先着100名（定員に達し
次第締切）　■申電話またはEメール（2面記
入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ
1「これからの人と自動車」　9月29日㈬
環境・資源などの問題や、次世代車の開発
競争の中で変わりつつある人と自動車の関
係について考えます。
■講舘内端（自動車評論家）

〠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

企 画 展

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/

だれでも、ひとりでも参加できる教室
事前申込不要。当日直接会場にお越しください。
●気功・太極拳
開催中～2011年3月24日（12月23、30日、3
月10、17日を除く）毎週木曜　19：00～20：30
桜丘中学校体育館　※運動のできる服装
■￥大人200円、中学生以下100円

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またはお問合せください。
①デイタイムテニススクール
（Ａ）月曜コース 11月8日～12月27日
（Ｂ）水曜コース 10月20日～12月15日
（Ｃ）金曜コース 10月22日～12月10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　
■対18歳以上　■￥9,450円、13,860円（クラス
により異なります）／抽選各8～16名　■締10
月2日（必着）　※時間・クラス等は要問合せ
■問■申ハガキ（2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
②バスケットボール教室  毎週火曜（全4回）

■対Ａミニバスケット（4歳～小学生） 17：10～
19：00　Ｂジュニアバスケット（中・高校生） 
19：10～21：45　■￥各2,400円(月謝制)/各定
員40名　※1回のみの参加は800円
③コース型フィットネス教室
■第3期婦人体操　
Ａ月曜コース：10月4日～12月20日　Ｂ水曜コ
ース：10月6日～12月22日　10：30～12：00
■対40歳以上　■￥Ａ9,500円、Ｂ11,400円/各
定員30名
■第4期ヨガ　
10月12日～12月7日 毎週火曜  10：00～11：30
■対18歳以上　■￥11,200円／定員45名
■問②大蔵第二運動場管理事務所 大蔵4-7-1
☎3416-1212 ■FAX 3416-1777 ③トレーニング
ルーム直通 ☎3749-2223
         親子スポーツ観戦デー(サッカー)

“AJINOMOTO Day”
～Ｊ１ 第３１節  ＦＣ東京 ＶＳ 川崎フロンターレ～
11月20日㈯14：00キックオフ　
味の素スタジアム　※ＦＣ東京側自由席
■対小学生親子（子ども1名、大人1名） ■￥無料
／抽選150組300名　■締10月7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

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￥

ファイ ファイ

★アイディ体操コンテスト
★各種スポーツ・レクリエーション体験コーナー
★スポーツチャレンジコーナー
★ジャンボだるま落とし ★ふわふわトランポリン
★FC東京サッカークリニック
★昔の遊びコーナー
★大道芸　★模擬店　
★フリーマーケット
★ウルトラマンゼロショー、
　握手会（①のみ）
　①12：15～  ②14：45～

　　親子でフットサル　
　～親子でフットサルを楽しもう！～
①13：15～14：15②14：30～15：30　
総合運動場体育館
■対①小学1・2年生の親子②小学3・4年生の親子
／抽選各8組16名 ■締10月4日（必着）
　　親子でゴルフ
①11：30～12：20②12：30～13：20　
大蔵第二運動場
■対小学1～3年生と保護者／抽選各6組　■締10月4
日（必着）　※保護者の方はワンポイントの指導
　　瀧本誠の親子で柔道
①10：45～12：15②13：30～15：00　
総合運動場第一武道場
■対①年少～年長と保護者②小学1～3年生と保護
者／抽選各12組 ■締10月4日(必着)
■初心者のための弓道　　
経験者（無段者）を対象とした個人戦と連盟役員
による指導。風船・板割り・扇的などの余興・体験も
あります。
10：30～15：30　総合運動場弓道場
■対中学生以上の経験者／抽選100名　■締10月8日
（必着）  ■申ハガキで区弓道連盟・熊澤（〒156-
0055  船橋6-17-13）へ
■太極拳のつどい
12：00～13：45　大蔵第二運動場体育館
■対初心者、経験者も可／先着50名　■締10月4日
（必着）　■申■問ハガキ、ＦＡＸまたは電話で区武術
太極拳連盟・熊谷（〒157-0065上祖師谷1-6-12 
☎・■FAX  3309-2689）へ

9：00～21：00　
総合運動場温水プール☎3417-0017
千歳温水プール☎3789-3911
太子堂中学校温水プール☎3413-9311
梅丘中学校温水プール☎3322-6617
玉川中学校温水プール☎3701-5667
烏山中学校温水プール☎3300-6703
〈主な注意事項〉　
○水着･水泳帽着用、幼児はおむつがとれている
こと。※付き添い人数など詳細は各施設へお問
合せください。

大 会 情 報 ※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。（ホームページからのダウンロード可）

　   第10回多摩川流域少年サッカー大会
11月23日（火・祝）9：00～　総合運動場陸上競技場
多摩川流域の自治体チームで交流試合を行います。
■対小学1･2年生で構成されたチーム（8名以上16
名以内）　■￥1チーム5,000円／申込多数の場合
は抽選　■締10月11日（必着）　■申ハガキまたは 
  ＦＡＸ（2面記入方法参照）でスポーツ振興財団へ
◆第60回  区民体育大会
■ソフトバレーボール
11月7日㈰9：00～　総合運動場
［種目］4人制（混合フリー・レディースフリー・小
学生・シニア（50歳以上））　■￥2,000円/チーム
（小学生1,000円）※当日受付で　■申■問ハガキ
で区バレーボール連盟・金当（〒158-0095　瀬田
5-38-11☎3700-7882）へ
■柔道
   11月14日㈰9：00～　

国士舘大学体育武道館柔道場
［種目］小学生低学年（軽量・重量）、小学生高学年
（軽量・重量）、中学生、無段者（高校）、社会人、女
子、有段者（軽量ＡＢ・重量ＡＢ）　■￥200円（中学
生以下100円）　■締 9月30日（必着）　■申■問所
定の申込書で区柔道会・笠間（〒154-0023　若林
4-33-1　☎5481-3300）へ
◆ソフトテニス世田谷選手権大会
①11月14日㈰ ②11月21日㈰ ③12月4日㈯
④12月18日㈯　いずれも9：00～  総合運動場
■対区連盟登録者　■￥2,400円／組　[種目]①一
般女子（高校生含む）②一般男子（高校生含む）
③シニアの部（50歳以上女子）④シニアの部
（50歳以上男子）　■締①②10月14日③④11月
4日（すべて必着）　■申■問所定の申込書で区ソフ
トテニス連盟・沼尻（〒156-0051 宮坂1-7-2 ☎
3429-1589）へ

第46回  区民スポーツまつり
～いい日、いい汗、いい仲間～ 10月17日㈰10：30～15：30　開会式9：45～

総合運動場、大蔵第二運動場

温水プール無料開放

事前申込が必要なイベント主なイベント

©����

　　　　朗読講座
―豊かなことばの世界― 
1水曜教室　11月10、17、24、12月1日
■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：新美南吉著「ごん狐」
2木曜教室　11月4、11、18、25日　
■講金野正人（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：杉みき子著「にじの見える橋」
3金曜教室　11月5、12、19、12月3日
■講松田喜和子（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：宮澤賢治著「雪渡り」
各回13：30～15：30　いずれも生活工房５Ｆ
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を
通して体感します。ＮＨＫ日本語センター
アナウンサーが講師となり、声の出し方、
読み方などを丁寧に指導します。
■￥20,000円（4回分）／先着15名　※世田
谷区民は18,000円　■問■申㈶ＮＨＫ放送研修
センター　☎3415-7121（受付時間9：00
～18：00）URL／http://www.nhk-cti.jp/
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発売中

●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　

世田谷パブリックシアター発売開始

シアタートラム

11/2㈫～28㈰シス･カンパニー公演 『K2』

■問シス･カンパニー☎5423-5906

■問サンライズプロモーション東京
☎0570-00-3337（10：00～19：00）

未就学児童入場不可

4,800円 5,000円
ペア 9,000円

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』

未就学児童入場不可 劇  場
チケットセンター

3,800円3,700円ONEOR8 『絶滅のトリ』9/24㈮～10/3㈰ ONEOR8
☎080-6577-1399

※9/25夜・30昼公演割引あり
未就学児童入場不可

3,000円2,700円冨士山アネット 『SWAN』
冨士山家

☎080-5496-7555
（11:00～20:00）

4,000円3,800円
イキウメ
 『図書館的人生Vol.3 食べもの連鎖』

10/21㈭～24㈰

イキウメ
☎3715-0940未就学児童入場不可

※学割はイキウメのみ取扱
未就学児童入場不可

小野寺修二演出 
カンパニーデラシネラ 新作公演
『異邦人』

10/7㈭～13㈬
4,000円3,900円

ハイウッド
☎3320-7217

（平日13:00～19:00）

※学割はハイウッドのみ取扱
未就学児童入場不可

前売チケット情報
※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

S 6,000円 S 6,300円
A 4,200円

9/26㈰～10/10㈰『ガラスの葉』 未就学児童入場不可 劇  場
チケットセンター

2,800円 3,000円
10/12㈫・13㈬
各日18：00開演爆笑寄席●てやん亭 劇  場

チケットセンター

現代能楽集Ⅴ

『「春独丸」「俊寛さん」「愛の鼓動」』　
能「弱法師」「俊寛」「綾の鼓」より

11/16㈫～28㈰
11/16㈫19:00はプレビュー公演

しゅんとくまる　

よろぼし

5,500円5,300円 劇  場
チケットセンター

※プレビュー公演も同一価格
未就学児童入場不可

※お1人様1申込につき1公演2枚まで　
※発売初日特電  0570-02-1159 （10:00～19:00 初日のみ店頭販売なし／0570から
　始まる番号は、一部の携帯電話、PHS、CATV接続電話、IP電話からは利用不可）　
※発売日翌日（10/3）以降は残席がある場合のみ、劇場チケットセンターにて取扱あり
※インターネットでのチケット販売なし

■問劇場チケットセンター

未就学児童
入場不可

『春琴』
谷崎潤一郎『春琴抄』『陰翳礼讃』より

●区民  10/16㈯　Ｓ 7,200円
●一般  10/17㈰　   Ｓ 7,500円　A 5,000円

12/2㈭～11㈯しゅんきん

●区民  区民先行予約・割引はございません
●一般  10/2㈯　   Ｓ 8,500円　A 6.500円

12/5㈰～26㈰Team YAMAMOTO presents　
ロックミュージカル 『GODSPELL  ゴッドスペル』

未就学児童入場不可
●区民  10/10㈰　6,900円
●一般  10/23㈯　     7,000円

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） 

■演サイモン・マクバーニー
■出深津絵里  チョウソンハ  笈田ヨシ  本條秀太郎(三味線)ほか
深津絵里出演の『春琴』、待望の再演。世界ツアーの途中で、
再び世田谷の舞台に登場します。お見逃しなく！

10/29㈮～11/7㈰

１０月１０日㈰ 13:30開演(13:00開場) 
烏山区民会館

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。

『ガラスの葉』 爆笑寄席●てやん亭

ONEOR8 『絶滅のトリ』

せたがや・アマチュア
スペシャルライブ

 「美術と音楽」～トルコ・オーストリアからせたがやへ～　
チケッ

ト

発売中

チケッ
ト

発売中

公募のアマチュア演奏家による音楽パ
フォーマンスの祭典！ 様々なジャンル・濃
密なひとときをお楽しみください。

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
9/25～10/31

全席
自由

出演 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)

曲目 モーツァルト：トルコ行進曲
ベートーヴェン：トルコ行進曲　他
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

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」

曲目 ●源田俊一郎編曲：混声合唱の
　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

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）

3,0００円
2,5００円
１,5００円

全席
指定

※未就学児童入場不可

１０月２９日㈮ １９：００開演(１８：３０開場) 成城ホール

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

10:00～19:00  年中無休（年末年始を除く）
☎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

チケット
申込

世田谷アートタウン2010 
『三茶de大道芸』

ピーピング・トム 
『ヴァンデンブランデン通り32番地』

カンパニーデラシネラ 『異邦人』
冨士山アネット 『SWAN』

イキウメ 『図書館的人生Vol.3食べもの連鎖』　
11/7㈰まで

観るだけじゃない！耳を傾け、知る楽しさ

土曜日の午前中に劇場をオープンし、演劇やダンスを
はじめ、さまざまな体験プログラムを開催しています。
ご家族皆さまで、お気軽にご参加ください！　
＊10月～12月は第1・2週目のみの開催となります。

10月～12月の新プログラム
土曜 劇場プレイ・パーク

週目

 第1 10/2・11/6・12/4
「カラダノチカラ」　

※動きやすい服装でお越しください。
　未就学児童参加不可。持ち物など
　詳細は劇場HPをご覧ください。 

劇場では上演作品をもっと深く、さまざまな方向から楽しんでいただくために、主催公演にあわせて「上演作品レ
クチャー」を開催しています。イギリスの劇作家フィリップ・リドリー作『ガラスの葉』では、これまでにもリドリー作
品の演出を手がけ高い評価を得てきた白井晃さんにお話を伺います。続いて、異ジャンルのアーティストとの共同
作業を通して作品を発表し、世界から注目されるピーピング・トム『ヴァンデンブランデン通り32番地』では、彼ら
を生みだしたベルギーの舞台芸術全体の文脈を踏まえながら、舞踊研究家の貫成人さんがその独創的な世界に
迫ります。能のもつ物語性や様式と現代演劇との融合をめざした現代能楽集シリーズ第5弾『「春独丸」「俊寛さ
ん」「愛の鼓動」』では、能狂言研究家・小田幸子さんに原作となった謡曲を解説いただき、演出家・倉持裕さんに
本公演の創作プロセスから、ご自身の創造活動までお話していただきます。ふるってご参加ください。

週目

 第2

■￥無料／当日直接会場へ　
※出演者の募集は終了しました

※未就学児童入場不可

■あんぜんファンフェアーズ
(武田信彦・田野邦彦・わたなべなおこ)
講

10/9・11/13・12/11
「自分の身を守る！ 大切な人を守る！
 あんぜんファンフェアーズの
 安全ワークショップ」

■区民400円　一般500円　高校生以下300円／
各日先着20名（要事前申込）  
■劇場チケットセンター ☎5432-1515 またはHPから 
■劇場

￥

申
問

■長谷川 寧
(作家・演出家・振付家・パフォーマー／
冨士山アネット)

講

10:00～12:00　
集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階） 

観
劇劇
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品
作
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本

秋の
上演作品
レクチャー

秋の
上演作品
レクチャー

秋の
上演作品
レクチャー

今月のジュニアオーケストラ
8月末にメンバーミーティングを行い、パートリーダーが決定しました！パート
リーダーを中心に、メンバーたちはさらに一丸となって練習に励んでいます。

Vol.4

去年の”アマチュア
スペシャルライブ”より
去年の”アマチュア
スペシャルライブ”より

〠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

チケッ
ト

10/1
発売開

始

〠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

♪しもたか・まちかどコンサート
　１０月３１日㈰　13:00～（全2回） 下高井戸商店街
♪深まる秋のまちかどコンサート
　１１月２０日㈯　16:00 烏山区民センター前広場

各回30分程度　■￥無料／当日直接会場へ※雨天時は要問合せ

音楽事業部 検索
詳しくはＨＰをご覧ください。

２０１１年２月２０日㈰ 15:00開演(14:30開場) 世田谷区民会館
せたがやふれあいコンサート

        秋山和慶(指揮)
檀ふみ・池辺晋一郎(おはなし)
せたがやシンフォニエッタ

出演 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）

4,0００円
3,5００円
2,0００円

全席
指定

※未就学児童入場不可

会場：世田谷文化生活情報センター　　　　　　　　　　　　　　 
ワークショップルーム（三軒茶屋キャロットタワー4階）、セミナールーム（同5階）

　■¥ 各回1,000円/定員40～70名　　　
■申 劇場HPまたは、劇場5432-1526まで　先着順、定員になり次第終了

【今後の上演作品レクチャー】　

■講白井晃(演出家・俳優)、
小宮山智津子（世田谷パブリックシアター劇場部）

■講貫成人
（専修大学
文学部教授）

photo 二石友希

『ガラスの葉』

photo 
Herman Sorgeloos 

 現代能楽集Ⅴ
『「春独丸」「俊寛さん」「愛の鼓動」』
～能「弱法師  よろぼし」「俊寛」「綾の鼓」より　
①■講小田幸子(能狂言研究家)　
②■講倉持裕(劇作家・演出家) photo 阪野貴也

ほか、公演はもちろん、
劇場の裏側までぐるりとめぐる劇場ツアーや
ポストトークもあわせてお楽しみください。
詳細は劇場ホームページで！　■問劇場／学芸

10/3㈰16：30～　

photo 久家靖秀

公演については「前売チケット情報」をご覧ください。

1 10/21㈭19:00～  2 ①11/17㈬19:00～ ②11/21㈰ 17:00～　
　

3
ピーピング・トム
『ヴァンデンブランデン通り
 32番地』

ピーピング・トム
『ヴァンデンブランデン通り
 32番地』

共通


