
年末年始休業  12月29日㈬～1月3日㈪ 世田谷文学館・世田谷美術館・生活工房・世田谷パブリックシアター
音楽事業部・世田谷スポーツ振興財団（事務所のみ。各施設はそれぞれ異なります）
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迷ったら、まずは参加です！

人に勧められ、実は産後２ヶ月で参加。はじめは、小さな娘たちを
連れて迷惑ではと不安でした。ところが、皆さん｢かわいいですね｣

｢私も孫がいるのよ｣と自然に声をかけてくれるんです。娘たちが輪の
中に導いてくれました。振り返れば、体も心もきつい
時期でしたが｢この時間は自分の時間｣と思えること
で逆に活力になったようです。演劇が好きな人、
地域に興味がある人と参加の切り口は様々ですが、

一緒に作業をする中で（私のコースはお料理
まで！）お互いの興味や地域の新たな一面が
見えて面白いんです。このワークショップは
最高に楽しい遊びの場。ずっと世田谷に住
んでいますが、まだまだ知らない場所や人
がたくさん。もっと外に出て行こう！という
気持ちになりました。　（談）

梅原めぐみ、
あいり（右）、きあら（左）

「地域の物語WS」前回参加者

友

地域にひらく、地域にくらす

世田谷パブリックシアター

●こ「今回のワークショップは、矢崎さんにご協
力いただくわけですが…。」
●矢「私は、数年前から車椅子生活をするように
なり、ふと考えました。もし災害が起きたらど
うしよう？って。そこで地域ともっと繋がらなき
ゃと思ったんです。」
●こ「今は、人に声を掛けることも難しかったりし
ますが、ご自分で横の繋がりを広げていった
のですね。そして、自宅を…。」

●矢「そう！私は楽しいことが大好き。だから
　“えいや！”って心も自宅も開け放ってし
まった（笑）。そうしたら、道があちこちに
繋がっていきました。」
●こ「参加者の皆さんと一緒に、矢崎さん
のこのユニークな道を辿ってみます。
“地域にひらく、地域にくらす”ことに
ついて演劇しながら考えます！」

矢崎さんが暮らす下北沢のまち
を、一緒に散策しながら、彼女とつ
ながりのあるいろいろな
人たちに出会っていきま
す。そこで見つけたり、
感じたことを劇にして
発表します。
■￥5,500円／定員15名
■締1/13㈭

矢崎さんには、“謎の友人”
がいるらしい。車椅子生活を
サポートする存在のようだ
けれど、はてさてどんな人た
ちなんだろう？彼らに話を聞
き、そのことを劇にします。
■￥4,500円／
定員15名　
■締1/6㈭

休日
コース

金夜
コース

1月23日㈰スタート 
13:00～17:00 土・日曜日
全10回＋発表会＋ふりかえり

1月14日㈮スタート 
19:00～21:30
金曜日全7回＋
発表会2回＋
ふりかえり

矢崎さんの友人ちょいワル
おやじのゆうじさんは、電動
車椅子でまちを走り回るケーキ屋
さん。そんなゆうじさんと一緒に
みんなで料理します。そして、そ
の経験をもとに劇をつくります。
■￥4,000円／定員15名
■締1/13㈭

いつも車椅子にのっている矢崎さんと一緒
に、矢崎さんのなじみのまち、下北沢の「一
番街」を散歩します。そして、はじめて出会
う仲間と一緒に劇をつくろう！
■対小学4～6年生
■￥1,500円／
定員15名
■締3/10㈭

モーニング
コース

こども
コース

1月27日㈭スタート 
10：00～12：00
木曜日全7回＋発表会
＋ふりかえり

3月20日㈰・26日㈯・27日㈰ 
10：00～15:00
全2回＋発表会

テーマだった「岡さんのいえ(世田谷
区内の地域共生の家)」で取材。

最終日には、シアタートラムの舞台で発表会！

前回の様子をのぞいてみよう！

【申し込み方法】
適当な紙に①住所②氏名（ふりがな）③電話番号④年齢⑤職業⑥希望コース
⑦ひとことを書いて、劇場「地域の物語」担当まで。郵送、FAX、または劇場HPか
ら。応募者多数の場合は抽選。結果は全員にお知らせします。　
■問世田谷パブリックシアター／「地域の物語」担当　
〒154-0004　世田谷区太子堂4-1-1　キャロットタワー5階
☎5432-1526　■FAX5432-1559　劇場HP http://setagaya-pt.jp
 

参加者募集中！！

ワークショップ進行役のひとり
すずきこーたさん（以下●こ ）と、
今回のキーパーソン?!
矢崎与志子さん（以下●矢 ）に
少しだけお話を聞いてみました！

や　 ざき    よ     し　   こ

詳細は劇場HPで

下北沢の一軒家で暮らす矢崎さん

テーマだった「岡さんのいえ(世田谷
区内の地域共生の家)」で取材。

工房・世田谷パブリックシアター

最終日には、シアタートラムの舞台で発表会！

いてみよう！

Ⓒ青柳聡

■ 
■  
■
■ 
■ 
■ 

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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 第30回　世田谷の書展
 ある造形作家の足跡　佐藤忠良展
 元旦あるこう会
 伊丹国際クラフト展「酒器・酒盃台」東京巡回展
 シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.3
 「ピーターと狼」＆「展覧会の絵」

発行　　　　　　　　　　　　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1　☎5432-1500㈹
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
　　　財団法人 世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/

次回（1月25日号）は「区のおしらせ」に折込まれます

「地域の物語ワークショップ」ってなに？
地域に出かけて出会った人やコトを、カラダすべてを使って演劇します。
経験・知識は問いません。演劇に興味のある人、地域のことが気になる
人など、はじめて出会う仲間と一緒に、ときにゆるやかに、ときにアクティ
ブに活動する「演劇ワークショップ」です。
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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
●学習院桜美会合同展2010

●第20回世田谷区民写真展
●世田谷区立中学校生徒作品展（12日は14：00より公開）

 1/  4  1/  9～
開催中 12/26～

 1/12  1/16～

●用賀アトリエ展

●世田谷区立小学校図画工作作品展 1/19  1/23～

企 画 展 ■幼児対象プログラム
≪ぷる・ま・しぇり～こどもといっしょに～≫
2月8日㈫　柏木陽（演劇家、ＮＰＯ法人演劇
百貨店代表）
2月13日㈰　富本京子ほか（山の木文庫）
①10：30～11：30 ②14：00～15：00
（両日とも2回実施／計4回）　当館講堂
スクリーンに映しだされる佐藤忠良の絵本
『おおきなかぶ』『ゆきむすめ』を、1日目はパ
フォーマンスで、2日目は朗読でお楽しみいた
だきます。（本展にて同絵本原画ほか展示）
■対幼児とその保護者　■￥無料（保護者は展
覧会チケットが必要）／申込先着各回40組
※その他の関連イベントは、当館HPをご覧
ください。

「小堀四郎と鷗外の娘  ひと筋の道」 
開催中～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、小コーナーではジョルジュ・ルオー
未刊行版画集『サーカス』をご紹介します。

保田春彦―デッサンによる人間探求― 
1月20日㈭～4月10日㈰ 2階展示室
70歳代後半を迎えた彫刻家・保田春彦は、
ふたたび創作の原点に戻り、日本とパリで
1000枚を目標に裸婦デッサンに挑みました。
本展では、そのうち約50点に初期デッサン
を加えてご紹介します。また保田が深く交
流した作家たちの作
品も展示。別室では、
北大路魯山人の名品
もお楽しみください。
■￥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

「ある造形家の足跡  佐藤忠良展」
開催中～3月6日㈰  1階展示室
佐藤忠良（1912～）は、日本彫刻界の巨匠と
して広くその名を知られる存在です。本展
では、彫刻家としての活動のみならず、この
巨匠の知られざる側面、たとえば素描や石
膏原型などの習作、初期の油彩や水彩、さら
には挿絵や絵本や美術教科書の仕事なども
紹介し、ひとりの造形家としての足跡を多
角的にたどります。写真の頭像は、王貞治氏
がモデルになっています。単なる似顔絵の
ごとき像ではなく、この人物の生き様を描
き出し、ただならぬ存在感を漂わせている
傑作です。
■￥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

関連イベント
■100円ワークショップ
1月8日～3月5日の毎土曜日
各日とも13：00～15：00
当館地下無料休憩所
■￥1回100円　■申上記時間中随時受付
■ワークショップ「誰もいない美術館で」 
vol.30「セキララ、セキララ  子ども＆大人編」
1月29日㈯、30日㈰  両日とも13：00～18：00
（発表会：30日 19：00～20：00）
展覧会からヒントを得て、ダンスや演劇を創
作するワークショップ・シリーズ。閉館後の
「誰もいない美術館で」、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）、新井英夫（体奏家）　■対10代＝15名程
度、20歳以上＝5名程度　■￥無料（20歳以上
は2,000円）／申込先着

「雨後・雪意
向井潤吉が描いた 雨の道、雪の村」

開催中～
3月21日（月・祝）

「宮本三郎と連載小説」
開催中～3月21日（月・祝）
■1月のギャラリートーク
「宮本三郎と連載小説」
1月8日㈯14：00～
（30分程度）
■￥無料　■申不要

■音と映像で楽しむクラシック講座  vol.16
1月１５日㈯ 14：00～１７：００（１３：３０開場）
プログラム：プッチーニ作曲「ラ･ボエーム」
■￥ 500円／申込先着50名

■音広場・番外編 ニューイヤーコンサート
1月１５日㈯ １９：３０～２1：0０（１９：００開場）
■出アコルディ弦楽四重奏団
■￥１,５００円／申込先着６０名
共催／宮本三郎記念美術館と地域の会
■人ひろばvol.10 宮本三郎記念美術館と
地域の会共催 「日本の児童文学に見る女性
像　宮沢賢治から現代作家まで」
2月11日（金・祝） １４：００～１５：３０（開場１３：３０）
■講末吉暁子（童話作家）■￥ 500円／申込先着50名

「清川泰次  色と形のシンフォニー」
開催中～3月21日（月・祝）

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、Eメール（3面記入方法参照）または
直接ご来館（開館中）の上、宮本三郎記念
美術館「イベント」係へ ※2名まで連名申込可
Ｅメール miyamoto.event@samuseum.gr.jp

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
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映画上映会＆関連資料展
成瀬巳喜男の昭和

『めし』『浮雲』などの映画で女性や市井の
人々の日常を細やかな演出で描き続け、近年
国際的にも評価の高い映画監督・成瀬巳喜男
（1905－1969）。本年寄贈された、成瀬監督
の遺愛品など
貴重な資料を
展示紹介し、
あわせて代表
作4作品を上
映します。

■関連資料展
1月15日㈯～4月10日㈰　
2階展示室（常設展示内）
■￥一般200円、大・高生150円、中・小生100
円、65歳以上・障害者100円　※団体割引あり
■上映＆トークショー　1階文学サロン
■￥各回500円／当日先着100名
（各日10時より整理券を配布）
2月3日㈭ 13：30～
『おかあさん』（1952年、新東宝、98分、
出演／田中絹代、香川京子ほか）

2月4日㈮ 13：30～／
『浮雲』（1955年、東宝、
123分、出演／高峰秀子、
森雅之ほか）
2月5日㈯ 10：30～
『おかあさん』
2月5日㈯ 13：30～
『めし』（1951年、東宝、
97分、出演／上原謙、
原節子ほか）※上映前
トークショー　■出川本三郎（評論家）
2月6日㈰ 10：30～
『乱れ雲』（1967年、東宝、108分、
出演／加山雄三、司葉子ほか）
2月6日㈰ 13：30～
『浮雲』※上映前トークショー　■出タナダユキ
（映画監督）×田中眞澄（映画史・文化史家）

第30回 世田谷の書展
1月8日㈯～23日㈰　1階文学サロン
世田谷区内在住の日本を代表する書家の新
作を、会派を超えて一堂にご覧いただくまた
とない機会です。墨の芸術と世田谷ゆかり
の作家たちの言葉が融合する世界をご堪能
ください。
 ■￥無料

関連企画
■鑑賞講座
「書」のゆたかな楽しみ方を探してみません
か。出品書家が、見どころや作品を分かり易
く解説します。
1月14日㈮  ■　講泉原壽巖（日展会員）
1月15日㈯  ■　講後藤俊秋（毎日書道展審査会員）
1月16日㈰  ■　講池亀壽泉（読売書法会理事）
各回とも14：00～15：00
■￥無料／各回とも当日先着30名　■申事前申 
  込不要。直接展示会場へお越しください。

 土曜ジュニア文学館
■日本の歳時記
「はじめての百人一首」
1月30日㈰　2階講義室
あの人気講座が帰ってくる！からだをつかっ
た、巨大百人一首大会だよ。（ご家族の見学可）
※協力：天野美雨
※協賛：昭和信用金庫、世田谷信用金庫
第1部 10：30～12：00　
（幼児～小学校低学年向け）
第2部 13：30～15：00　
（小学校中学年～高学年向け）
■　講天野慶（歌人）  ■対幼児から小学生
■￥無料／各回抽選20名　■申1月16日（必着）
までに往復ハガキ（3面記入方法参照、希望
の回も明記）で当館「ジュニア担当」へ

世 田 谷 美 術 館 〠157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011   　 http://www.setagayaartmuseum.or.jp
[開館時間]10：00～18：00（展覧会入場は17：30まで）　 [休館日]毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）

世 田 谷 文 学 館 〠157-0062 世田谷区南烏山1-10-10　☎5374-9111  　  http://www.setabun.or.jp/
[開館時間]10:00～18:00（ショップは17:00まで。展覧会入場は17:30まで）　[休館日]下記、文学館休館情報をご覧ください

『浮雲』

佐藤忠良展割　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～3月6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）

プロムナード・コンサート
宇都宮三花  ピアノ・リサイタル 
1月23日㈰ 14：00　当館講堂
■出宇都宮三花（ピアノ）
曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ「月光」
作品27-2」、ショパン「バラード第４番  作品
52」 ほか
■￥無料／抽選200名　
■申12月30日（消印有効）までに往復ハガキ
（3面記入方法参照）で当館まで
※未就学児は入場不可。　※ハガキ1枚につき２名
までお申込できます。
■第20回世田谷区民写真展
1月4日㈫～9日㈰10：00～18：00
（最終日は16：00まで）当館区民ギャラリー

表彰式：1月9日㈰
12：30～13：00　当館講堂
友の会との共催事業
■絵本の心
―末盛千枝子講演会
3月5日㈯ 13：30～　当館講堂
ターシャ・チューダーの『すばらしい季節』や
皇后美智子様が選・英訳された『どうぶつたち・
ＴＨＥＡＮＩＭＡＬＳ』など多くの絵本を出版し、
ボローニャ国際児童図書展グランプリ等を
受賞の絵本編集者・末盛千枝子氏の講演。
■￥ 1,000円（美術館・文学館友の会会員は
500円）／抽選150名 ■申 2月10日（必着）まで
に往復ハガキで①講演会名②住所・氏名③
電話番号④友の会会員は会員番号を明記
し、当館「友の会」へミュージアム コレクションⅡ

ミュージアム コレクションⅢ

世田谷美術館本館は、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。

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

《Painting №1594》1994年

（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

シミズヒロ展開催中～12/26
詩の風景1/  4～  1/  9
STUDIO UNICORN作品展1/10～  1/16
ななつなぎ（19日10：00から公開）1/18～  1/23

次 回 企 画 展

年末年始休館 １２月29日㈬～1月3日㈪

年末年始休館 １２月29日㈬～1月3日㈪

応募総数＝206名（敬称略）

一席／十佐間つくお　二席／越川洋一　三席／市丸亮太、もろひろし●小説（応募者数９０名）
一席／古川憲一　　　二席／髙畑史子　三席／斎藤和久、佐々木幹雄●随筆（応募者数61名）
一席／神田真理子　　二席／木村秀子　三席／鶴谷緑平、林祐子●童話（応募者数35名）
一席／木庭純理　　　二席／松田直子　三席／哩歩子、中島基子●シナリオ（応募者数20名）

第30回 世田谷文学賞入賞者発表！

上記入賞者の作品は「文芸せたがや」30号（2011年3月発行予定、世田谷文学館にて
販売。通信販売あり）に掲載します。

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。

佐藤忠良《記録をつくった男の顔》
　1977-78年／ブロンズ　個人蔵

撮影：上野則宏

あん   ぬ

《雨後千曲川》1977年

《大番》  1957年

昨年度
展示風景

★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￥

文学館
休館情報 休　館（館内工事等のため） 休館

2 3 4 5 6 9 107 8 13 15 16 17 1814 20 21 22 2319 24121127262512/ 28 29 30 31 1
休館 休館

1/

ライブラリー閉架資料・収蔵資料の特別閲覧休止（1月4日～23日まで）

常設展示休室
無印は開館



日　程 時　間 一般料金
（税込み）

★

★

★

★

★

★

★

★

コンパクトデジカメ撮影入門

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[3]写真を生かしたポストカードやWEB素材を作ろう（Photoshop Elements 6使用）

デジタル一眼カメラ基礎１　はじめてみよう！一眼カメラ（はじめてのかたへ）

デジタル一眼カメラ基礎２　カメラの基本を学ぼう（撮り方の基本とコツ）

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）

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）

デジタル一眼カメラ基礎２－２　カメラの基本を学ぼう（実践編）

1/19㈬

1/20㈭

1/20㈭

1/21㈮

1/21㈮

1/22㈯

1/22㈯

1/23㈰

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

10：30－13：00

¥4,200

¥4,200

¥4,200

¥3,150

¥3,150

¥4,200

¥3,150

￥5,250

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 1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

今月は、デジタル一眼カメラの
「実践編」の講座をご用意いたし
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/

「酒器・酒盃台」
伊丹国際クラフト展 東京巡回展 

1月21日㈮～2月6日㈰　11：00～19：00　
生活工房４F　＊会期中無休

“清酒発祥の地・
伊丹”から届いた
国際クラフト作品
展です。酒器・酒
盃台をテーマに、
海外を含め375名
から寄せられた
1780点の応募作
品のなかから、栄
えある大賞に輝い
た作品（写真）を

はじめ、入選を果たした10カ国94名による
手づくり作品の数々をお披露目します。素
材は、木・漆・陶磁器・金属をはじめ、ガラス・
わら・貝など多岐に渡り、お酒を囲む生活文

化やコミュニケーションのヒントにあふれた
作品群です。一部の作品を除いて購入も可
能です（展覧会後に引き渡し）。
■￥入場無料

大人のものづくりワークショップ
春日に思いを贈る

―切り紙とガトーショコラ―

①2月11日（金・祝）　②2月12日㈯   
各１日完結　両日とも13：00～16：30　
生活工房4F 
ビターなガトーショコラをつくり、切り紙で
贈りものの演出をします。切り紙の美しい
デザインを、ケーキのデコレーションやラッ
ピングにいかして楽しみます。（ケーキは１
人１ホールお持ち帰りいただきます）
■講矢口加奈子（切り紙作家）＋Afterhours
（横田愛、横田茂）  ■￥4,500円／抽選各日
20名　■対高校生以上　■申2月１日（必着）ま
でに往復ハガキかＥメール（欄外記入方法
参照、希望日・年齢も明記）で生活工房へ

〠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/

     障害児わくわくサッカー教室
2月19日～3月12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1月30日（必着）
■申障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ

      各種スポーツ教室
1初級者･中級者スキー教室
2月4日㈮～6日㈰　志賀高原
※2月4日18：30区役所集合予定　　
■対18歳以上で初級者の方からパラレルター
ンを目指す方　■￥ 29,000円（バス・宿泊・食
事代、保険料等を
含む）／抽選40
名　※レンタルス
キー、リフト代は
自己負担
■締1月16日（必着）
2初心者･初級者ビリヤード教室
2月12日～3月5日
毎週土曜 10：30～12：00（全4回）　
ビリヤードニュー文化（奥沢5-19-10）
初めてキューを握る方でも気軽に参加でき
る体験教室です。
■対中学生以上で初めてビリヤードを行う方
■￥6,000円／抽選20名   ■締 1月18日（必着）

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バスケットボール教室
1月11日～1月25日　毎週火曜（全3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1,800円（月謝制）／各
定員40名　※1回のみの参加は800円
②コース型フィットネス教室
第4期婦人体操（月曜・水曜）　

A 1月10日～3月28日　毎週月曜
10：30～12：00（全10回）　
B 1月12日～3月30日　毎週水曜　
10：30～12：00（全11回）
ABとも　■対40歳以上の女性　
■￥ A9,500円、B10,450円／各定員30名
■問■申①大蔵第二運動場管理事務所へ
②はトレーニングルームへ　
大蔵第二運動場管理事務所 大蔵4-7-1
☎3416-1212   ■FAX 3416-1777 
トレーニングルーム  ☎3749-2223

　 バレーボール講習会
2月12日㈯　①9：30～12:00（9人制）　
②13：30～16：00（6人制） 総合運動場体育館
■講岩本洋（元全日本監督）、丸山由美（元全
日本キャプテン）、高橋有紀子（元全日本メ
ンバー）ほか
小田急バレーボー
ルクリニックスタッ
フが初心者から経
験者まで丁寧な指
導を行います。
■対①高校生以上の女性
②小・中学生　■￥大人600円、小・中学生
300円／抽選各80名　■締1月18日（必着）

第2回ニュースポーツのつどい
1月29日㈯10：00～16：00　総合運動場体育館
■ニュースポーツ体験
ドッジビー、スポーツチャンバラ、ショート
テニス、ユニカール等のニュースポーツを
体験しよう。
同時開催：親子体操、親子スポーツコーディ
ネーションコーナー
※室内履き持参、運動できる服装で、当日直接会場へ
■　　第4回キンボールのつどい
■対①小学生の部 ②一般の部　■￥無料／先
着各10チーム　■締 1月16日（必着）　
［主催］世田谷区体育指導委員協議会

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（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

※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、
スポーツ振興課にあります。（ホームページからもダウンロード可）

■￥無料　■申当日直接集合場所へ
※荒天・降雪の場合は中止。参加者全員に参加賞（干支の根付）とおしるこをお配りします。

新しい年の幕あけ！家族そろって総合運動
場まで歩き、新年を祝いましょう！

　   第20回 世田谷区小学生ドッジボー
　　ル大会
3月13日㈰ 8：30～　総合運動場体育館
［種目］①高学年②低学年　※監督（大人の責
任者）1名、選手8名以上15名以内。①②とも男
女混合可　■対区内在住・在学の小学生／抽選60
チーム　■￥1チーム3,000円　■締 1月17日（必
着）　■申ハガキまたはＦＡＸ（欄外記入方法参
照）でスポーツ振興財団へ　
※代表者会議を2月16日㈬に開催予定(参加
チームには後日通知)
◆第48回寒稽古明け新人剣道大会
2月13日㈰ 9：00～　総合運動場体育館
［種目］個人戦のみ　①小学1.2.3.4.5.6年生
②中学1.2.3年生男女③一般（高校生以上）男女

■対区内在住・在勤・在学者および区連盟登録者で
初段以下の方　■￥1,000円　■締 1月10日(必着)
■申■問所定の申込書に記入の上、現金書留で区
剣道連盟（〒154-0021 豪徳寺1-38-6  豪徳寺
駅前郵便局留　世田谷区剣道連盟　
☎090-1762-2494）へ
◆第60回  区民体育大会
卓球大会
2月6日㈰ 9：15～　総合運動場体育館
［種目］一般.中学.高校.40代.50代.60代.70代以
上（全て男女別）　■￥ 200円（中学生100円）　
■締 1月21日（必着）　■申■問所定の申込書に参
加費を添えて区卓球連盟・小池（〒158-0082　
等々力8-26-25　☎3701-7684　卓球会館内）
へ郵送または持参

　　　　  朗読講座
―豊かなことばの世界― 
1水曜教室　2月2、9、23、3月2日
各回13：30～15：30
■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター）　　
朗読作品：太宰治著「走れメロス」（シリーズ
教科書の中の名作）
2木曜教室　2月3、10、17、24日
各回13：30～15：30　
■講森川靄子（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：伊勢英子著「1000の風、1000の
チェロ」（シリーズ子どもの心を読む）
3金曜教室　1月28日、2月4、11、18日
各回13：30～15：30
■講金野正人（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：田渕久美子著「江 姫たちの戦国」
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。ご都合に
あわせて受講曜日をお選びください。
■￥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/

祈りのデザイン ミキノクチ 展
開催中～2月6日㈰　9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　
＊会期中無休（12月29日～1月3日は休館）
神棚の神酒徳利に挿す正月飾り、神酒口
（ミキノクチ、オミキグチとも）。お酒が好き
な年神様を招き寄せる「神様のためのアン
テナ」とも言われ、江戸中期より日本各地
で作られています。本展では、世田谷ボロ
市でも売られている東京・多摩地域の神酒
口を中心に、全国の特色豊かなものを一堂
に集め、長きに渡り庶
民の暮らしに息づい
てきた「祈りのデザイ
ン」として紹介します。
■￥無料

関連イベント
■神酒口づくりの実演
12月25日㈯ 12：00～15：00頃　生活工房4F
竹製の神酒口を数点製作いただきます。
実演の機会は大変珍しいので、ぜひご来場
ください。
実演／松島忠久（川崎市立日本民家園内 
民具製作技術保存会）
■￥無料　■申不要／時間内に会場へ

9：10世田谷公園噴水横（池尻1-5-27） 約7キロ
集合時間集 合 場 所 歩行距離

10：00世田谷区役所第１庁舎広場
（世田谷4-21-27） 約5キロ

9：30駒沢公園管制塔前
（駒沢公園1-1） 約5キロ

9：30羽根木公園テニスコート前
（代田4-38） 約5キロ

9：40芦花恒春園環八沿い（粕谷1-25） 約6キロ

10：40砧総合支所前（成城6-3-10） 約2.5キロ

10：00玉川総合支所前（等々力3-4-1） 約5キロ

第36回  区民元旦あるこう会

1月1日
（土・祝）

大 会 情 報

年末年始休館 １２月29日㈬～1月3日㈪

●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

２Ｆ ギャラリーカフェくりっく
8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～） 12/29～1/3は休業

開催中～1/22㈯

1/23㈰～2/19㈯ 和紙をたのしむ

― 高野恭史給水塔
　     フィールドワーク ―
　 舎人ライナーズ

とねり

大賞『Colorful』

（金鍾其/韓国）
キム ジョンギ

準大賞『錆鉄のしつらえ』
（澤田健勝/日本）

はる    ひ
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シアタースケジュール

シアタートラム

世田谷区民割引 一般料金公演名・上演期間 その他 お問合せ発売中世田谷パブリックシアター発売開始

シアタートラム

2512/ 26 32 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 28 292530 312927 28 27 31 3011/

１月２３日㈰ 14:00開演（13:30開場）　昭和女子大学人見記念講堂

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。

休館日　12/29～1/3

『まちがいの狂言』 『新春ソノダンショー』

『古武道忘年会』 
「狂言発表会」入場無料 ■問劇場チケットセンター TOKYOドラマフェスタ Vol.12

―第52回 東京私立中学高等学校演劇発表会―
■問京華学園 ドラマフェスタ実行委員会☎3946-4434　託児サービスはございません。

Team YAMAMOTO presents
ロックミュージカル『GODSPELL ゴッドスペル』
■問サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337（10：00～19：00）

せたがや名曲コンサート
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
（字幕付き原語上演 セミステージ形式）

室内楽シリーズ
「パーカッション・
ミュージアム」
コンサート

チケッ
ト

発売中

チケッ
ト

発売中

チケッ
ト

発売中

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
12/25～2011/1/31

Percussion Museum
（加藤恭子、久保昌一、堀尾愛
松下真也、村居勲、和田光世）

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）

2,0００円
1,8００円
１,0００円

全席
指定

３月６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

山海塾 新作
『二つの流れ―から・み』

ミナモザ『エモーショナルレイバー』 文月堂『明るい表通りで』

シアタートラム
ネクスト・ジェネレーション
vol.3

※未就学児童入場不可

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.3

お正月スペシャル！ こども演劇＋？ワークショップ

◆1月20日㈭～23日㈰
ミナモザ『エモーショナルレイバー』
作・演出：瀬戸山美咲
事件や事故をベースにした“体感できるド
キュメンタリー”を次々と発表。今回の物
語は究極の感情労働を行う振り込め詐欺
グループに焦点
を当てます。

1月6日㈭・7日㈮ 両日10：00～15：00　キャロットタワー4階　ワークショップルームA
■対小学生　■￥1,500円／定員20名　■申①氏名（ふりがな）②住所③電話番号④性別⑤学校名・学年⑥生年月日⑦ワー
クショップ経験⑧ひとこと を記入して、郵送、FAXまたは劇場HPから　■締 12/26㈯必着　■問劇場／｢お正月」担当

◆1月27日㈭～30日㈰
文月堂『明るい表通りで
　　　　―On The Sunny Side Of The Street―』
作・演出・出演：三谷智子
舞台は地上げ攻勢に遭う寂れた商店街。煙草店
の三姉妹と彼女らを取り巻く人間模様を作家の
優しい目線で丁寧に
描き、切なくも温か
い物語を紡ぎます。

◆2月3日㈭～6日㈰
インパラプレパラート『ピアノピア』
作・演出：大矢場智之
音楽やダンスを取り入れ、ポップかつ
ファンタジックな世界観。舞台上の一
台のピアノと役者たちが織り成す
“500年生き
続けた女性”
の物語です。

『古武道忘年会 
  師走の協奏曲（コンチェルト）Vol.2』

12/27㈪19:00開演

S 4,300円
S 4,500円
A 3,500円
　　　　（３階）

5,800円 劇  場
チケットセンター6,000円

3,300円 3,500円「新春ソノダンショー」
立川談笑（落語）／ソノダバンド（器楽演奏）

※3歳以上要チケット

山海塾

新作 『二つの流れ――から・み』
1/26㈬～30㈰

2/3㈭～6㈰

※開演時刻の段階で、ご着席
のないお席の指定を解除。
開演時刻後は、山海塾が指
定するお席にご案内。

劇  場
チケットセンター

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.3

ミナモザ『エモーショナルレイバー』

インパラプレパラート『ピアノピア』

文月堂『明るい表通りで　
― On The Sunny Side Of The Street ―』

ふみつきどう

各 2,300円 各 2,500円

1/20㈭～23㈰

1/27㈭～30㈰

2/3㈭～6㈰

3劇団セット券 6,000円 
※セット券は枚数限定。
店頭、電話のみ取扱。
未就学児童入場不可

1/10（月・祝）15:00開演

3/17㈭～21（月・祝）大駱駝艦・天賦典式 『灰の人』

■問大駱駝艦☎0422-21-4984
未就学児童入場不可

●区民  1/19㈬　S 4,400円 （1・2階指定）
●一般  1/20㈭　S 4,500円　A 3,000円（3階整理番号付自由）

2/11（金・祝） 15:00開演浜田真理子＋小泉今日子×久世光彦ライブ
マイ・ラスト・ソング～あなたは最後に何を聞きたいか～
 『第3回　美空ひばりのラスト・ソング』

■問DISK GARAGE
☎5436-9600（平日12:00～19:00）

3歳以上要チケット

●区民  12/26㈰　5,575円
●一般  1/16㈰　 5,775円

2/18㈮～27㈰ひばりプロダクション×世田谷パブリックシアター presents 
“HIBARI 7DAYS”フィルム、トーク＆ライブ！！

■問美空ひばりファミリークラブ
☎５７２２-7735（月～土11:00～19:00）

■問日韓演劇交流センター事務局☎3920-5232

発売日は決定次第、劇場HPにてお知らせします。
●区民  5,500円／6,100円
●一般  5,800円／6,300円

2/10㈭～２０㈰THE SHAMPOO HAT 『沼袋十人斬り』

■問劇場チケットセンター

未就学児童入場不可
●区民  1/9㈰　3,600円
●一般  1/10（月・祝）  3,800円

3/4㈮～6㈰BABY-Q 『私たちは眠らない』

■問レイヨンヴェール☎090-9023-4674（contact@lerayonvert.net）

未就学児童入場不可
●区民  1/9㈰　2,800円
●一般  1/10（月・祝）  3,000円　ユース2,500円 （25歳以下と学生対象、要身分証。）

2/25㈮～２7㈰日韓演劇交流センター 
『韓国現代戯曲ドラマリーディングⅤ』 未就学児童入場不可

●区民  1/9㈰　区民割引はございません
●一般  1/10（月・祝）  各1,500円（自由席）

チケッ
ト

1/15
発売開

始

３月２０日㈰ 
16:00開演（15:30開場）
玉川髙島屋S・C アレーナホール

せたがやMusicコレクションⅢ
「北村英治カルテット」
スウィング・ジャズ・タイム

一般
区民・劇場友の会（前売りのみ）

3,5００円
3,0００円

全席
指定 ※未就学児童入場不可

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「ピーターと狼」＆「展覧会の絵」

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
プロコフィエフ：交響的物語「ピーターと狼」
ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」他

曲目

田中良和（指揮）、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団　他出演
マスカーニ：
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
チャイコフスキー：イタリア奇想曲

曲目

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

Ｓ席 4,000円
　（区民・劇場友の会（前売りのみ） 3,500円）
Ａ席 3,000円、Ｂ席 2,000円

全席
指定

※未就学児童入場不可

ジュニアオーケストラ第１回定期演奏会について
12月19日の定期演奏会では、大勢の皆様にご来場いただき、誠にありがと
うございました。一同大感謝です。また、申込初日は多数のお電話を頂い
た為、回線がつながらず、大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び致します。

『降りくるもののなかで――とばり』

DISK GARAGE
☎5436-9600

（平日12:00～19:00）

山海塾
☎3498-9622

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

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

1月～3月の新プログラム　毎週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、様々な体験プログラムを開催しています。
ご家族、お友達と一緒にお気軽にご参加ください！

土曜 劇場プレイ・パーク

1月29日、2月5日、3月5日　※1/1はお休み。第5週目に振替。
「パントマイムで表現力を育てよう」　

※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。 

週目

 第2

週目

 第1

1月8日、2月12日、3月12日
「はじめての落語」　監修：林家木久扇 　

■￥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）  
■申劇場チケットセンター ☎5432-1515 またはHPから　■問劇場

■講パフォーマー パーツ（振付家・ダンサー・ヘブンアーティスト）

■講林家きく姫、林家久蔵、林家きく麿（落語家） ※講師は日替。

■講中村信子（人形劇俳優・美術家／どんきい劇場） 
週目

 第3 1月15日、2月19日、3月19日
「おもしろパペット　つくってあそぼ！」

■講新鋪美佳・福留麻里（ダンサー／ほうほう堂） 
週目

 第4 1月22日、2月26日、3月26日
「ほうほう堂のダンス教室」 

10:00～12:00　集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階） 

文月堂
『明るい表通りで』（07年）　　
撮影：相川博明

インパラプレパラート
『笑われガスター』
（08年）

ミナモザ
『エモーショナルレイバー』
（09年）　
撮影：服部貴康

チケットについては、「前売チケット情報欄」をご覧ください。　■問劇場チケットセンター☎5432-1515

地域を中心とした演劇界の活性化と若手演劇人の育成を目指してスタートした企画です。
40団体の応募から選ばれたタイプの異なる三作品。次代を切り拓くステージをお楽しみください！

ふみ つき どう

打楽器本来の“特徴”“表現”“響き”を重
視する「パーカッション・ミュージアム」
がいよいよ世田谷に登場！

※日替上演『道の上の家族』／『爾（イ）―王の男』／『タルチプ』

小学生を対象にした演劇＋？ワークショップ。みんなで｢？｣を体験してから、劇をつくります。
さぁ、今年の｢？｣は「スリランカ料理」。お正月ならではのスペシャルな企画でお待ちしています。

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.4  開催決定！　
2012年1月の上演に向けて、参加団体を募集します。　［応募期間］2011年2月14日㈪～28日㈪ 17:00まで　
応募詳細に関する資料は劇場HP、もしくは劇場にて配布します。　■問劇場／「ネクスト･ジェネレーション」担当

●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　

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） 

当日券は開演６０分前より劇場入口にて販売予定。
■問劇場チケットセンター

※演目、出演者は日替り。

（公演によって異なる）

〠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　休館・12/29～1/3
☎5432-1535 　 5432-1536   　　http://www.setagayamusic-pd.com/

世田谷文化生活
情報センター 音楽事業部 検索

詳しくはＨＰをご覧ください。

年末年始休館 12月２９日㈬～1月3日㈪


