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次回（2月25日号）は「区のおしらせ」に折込まれます

今月
の

つれ
づれ

トー
ク

地球を救うＥＶ

ロンティアを求めて米国大陸を発見した人類は、そ
れに飽き足らず、ついに月に人類を送りました。

　しかし、そこは人類が住めない死の世界でした。そんな
とき、ふと見上げると青い地球がぽっかりと浮いていまし
た。そして、人類が生きられるのは地球しかないことを
知ったのです。その地球は、地球温暖化と石油の枯渇で
荒れ果てていました。地球を救わなければならないことを
学んだのです。
　ＥＶ＝電気自動車は、ＣＯ2の排出量がエンジン車の5分
の１ほどです。また、石油以外のエネルギーで走れます。
　エンジン車からＥＶに転換することで、私たちの未来は
広がります。ＥＶこそが人類が希求するフロンティアなの
です。

フ

去る12月4日、電気自動車（EV）のルーツであり、1899年に自動車史上初の
時速100kmへ達した『ジャメ・コンタント』号を、観客の目前で再現するイベン
トが行われました。舞台上では日本EVクラブの舘内代表が、『ジャメ・コンタン
ト』の組立ての様子を解説しながら、現代に至るまでの人類の移動手段の変遷
を紹介。そして環境やエネルギー問題に直面した現在、『ジャメ・コンタント』を
きっかけにEVの果た
す役割を考えました。
再現された『ジャメ・
コンタント』はボディ
こそ鉄から木へと変
わりましたが、動力
構造や原理は当時
とあまり変わりませ
ん。展覧会でぜひご
覧ください。

EVEVが約束する未来展
電気自動車

  3月20日㈰～
4月5日㈫ 11：0

0～19：00　会
期中無休／入場

無料

        会場：生活
工房  ４階ワー

クショップA・B
、３階生活工房

ギャラリー 企画制
作：日本EVクラ

ブ

■問生活工房☎5
432-1543

▲サーキット
を疾走する

　『サイド・バ
イ・サイド』（

EV体験教室
にて）

Q そもそも「E
V」とは

何の略ですか
？

「Electric 
Vehicle」。つ

まり電気自動
車のこ

とです。ガソ
リン車やハイ

ブリッド車で
はなく、

リチウムイオ
ン電池などの

電気のみを動
力源

とし、モータ
ーにより走行

する自動車で
す。

Q なぜ「EV」が
必要なのですか

？

地球環境・エネ
ルギー問題は深

刻で、石油も

数十年後には尽
きてしまいます

。人類にとっ

て、環境への配
慮は不可欠であ

り、次世代の

移動手段である
EVを普及させ

ることは重要

課題といえます
。

人類にとって
次世代のモビ

リティ（移動手
段）を獲

得することは
重要課題のひ

とつです。生
活工房で

はこれを題材
としたワーク

ショップやセミ
ナーを

日本EVクラブ
等の専門家と

ともに数多く
開催し

てきました。

本展のテーマ
は“電気自動

車（EV）とこ
れからの

私たちの生活
”。自動車の歴

史を振り返り
ながら、日本E

Vクラ

ブの活動記録
を通じてEVの

可能性を探る
とともに、次世

代に

向けた企業の
取組みもご紹

介します。19
世紀に自動車

史上で

初めて時速1
00㎞を超えた

EV『ジャメ・コ
ンタント』（下

欄参

照）の再現車
をはじめ、生

活工房のワー
クショップで活

躍して

きたEVの実物
も展示予定で

す。これから

の私たちが生
活の中で向き

合うべき

課題を浮き彫
りにする展覧

会です。

撮影：三浦康史

旅する絵描き　いせひでこ展
「佐藤忠良展」関連企画
世田谷ジュニアアカデミー体験会（スイミング・柔道）
箱”しまう・はこぶ・おくる”展　　
野村萬斎劇場芸術監督企画「MANSAI◉解体新書 その拾八」
「パーカッション・ミュージアム」コンサート

舘内  端日本ＥＶクラブ代表

▶555ｋｍを

無充電で走破
した

日本EVクラブ
の

『ミラEV』（
ギネス記録）

蘇った伝説の電気自動車
『ジャメ・コンタント』！▲1899年当時の

『ジャメ・コンタント号』©MICHELIN

目前で組み立てられる
『ジャメ・コンタント』▶

現代仕様で復元された
“１9世紀のEV”
『ジャメ・コンタント』



■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

●桜丘写友会写真展　●岡本福祉作業ホーム作品展（2日より公開）

●ガラス-それぞれの表情-展　
●「花の旅」酒井ゆみ子 日本画展　●第40回ミモザの会絵画展

●父母娘（OYAKO）展
●雅遊会作品展

●第29回かしのき会児童美術展

●雅水会作品展
2/  1 2/  6～
1/26 1/30～

2/  8 2/13～

●第20回世田谷区特別支援学級連合展覧会

●静水書道会書作展 ●世田谷美術大学23期卒業生有志作品展　
●翠月同人展2/15 2/20～

2/22 2/27～

『ルリユールおじさん』と『大きな木のような人』
3月21日（月・祝）14:00～15:00
『よだかの星』ほか
■　出山の木文庫　■￥無料／各回先着100名
（各日、当日12時より整理券配布）　
4チェロとピアノのコンサート
3月6日㈰ 18:00～19:00
■　出佐藤光（パリ管弦楽団チェリスト）、百武恵子
（ピアニスト）　■￥1,000円／抽選150名
5講演会
「文学としての絵本～心の再生のために」
3月13日㈰ 14:00～15:30
■　出柳田邦男（ノンフィクション作家・評論家）
■￥500円／抽選150名
6ワークショップ＋ギャラリートーク「１
本の“気になる木”をみんなで育てよう！」
3月27日㈰13:00～16:00
■　講いせひでこ　■　対5歳～12歳（保護者の見学
可）　■￥500円／抽選30名
■　申1、4、5、6のイベントは、いずれも開催
日の2週間前（必着）までに、往復ハガキ（3面
欄外記入方法参照、1イベントにつき1枚、3
名まで連名可）で当館「いせひでこ展関連企
画」係へ　※6は参加者の年齢も明記

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
開催中～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、上映当日10時より整理券配布）
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㈯　トーク13：30～ 上映14:40～
『めし』（1951年、東宝、97分、出演／上原謙、
原節子ほか）
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／

旅する絵描き　いせひでこ展
2月11日（金・祝）～3月31日㈭　1階展示室
『ルリユールおじさん』、『大きな木のような人』
をはじめとする創作絵本や、宮沢賢治作品に取
り組んだ『よだかの星』、『水仙月の四日』等の
絵本で知られる作家・いせひでこの作品世界
を、原画や関連資料によってご紹介します。
 ■￥一般600円、大・高生450円、65歳以上・障
害者300円　※中学生以下無料

関連企画　会場：1階文学サロン
1トークショー＆サイン会
「旅から生まれる本たち」
2月20日㈰14:00～
■　出いせひでこ　■￥500円／抽選150名
2芦花小おはなし会
「伝えよう　わたしたちの思い」
（共催：世田谷区立芦花小学校）
2月25日㈮ 10:30～11:30
■　出芦花小学校6年生　■￥無料／当日先着100名
3おはなし会
2月27日㈰ 14:00～15:00

加山雄三、司葉子ほか）
2月6日㈰ トーク13：30～ 
上映14:40～　『浮雲』
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）

 土曜ジュニア文学館
■子ども映画劇場「西の魔女が死んだ」
（DVD上映）
3月20日㈰　2階講義室
①10：30～12：30 ②13：00～15：00
■対小学生以上　■￥無料／各回抽選50名　
■申2月19日（必着）までに往復ハガキ（3面欄
外記入方法参照、希望の回も明記）で当館
「ジュニア担当」へ

次 回 企 画 展

次 回 企 画 展

企 画 展

ミュージアム コレクションⅢ

《微雨》1974年

《Painting №897》1997年

 世田谷文学館アルバイト募集
［勤務内容］①展覧会監視業務、②ライブラ
リー受付及び学芸課補助業務、③受付及び
総務事務補助業務　［募集人数］若干名　
［契約期間］平成23年4月1日より1年間（更
新の場合あり）　［勤務条件］勤務時間①②
10:00～18:00（実働7時間）③9:30～18:15
（実働7時間45分）、週2日程度勤務できる方
（土日祝日含む）時給830円（交通費別途支
給）　［応募方法］2月1日（必着）までに履歴
書〈市販の履歴書に写真添付、希望の勤務内
容の番号（①～③）、出勤可能な曜日を記
入〉を当館総務課へ郵送または持参

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
■￥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「ブロンズ粘土
でメダルを作ろう！」
3月5日までの毎土曜日 13：00～15：00
当館地下無料休憩所
■￥1回100円　■　申時間中随時受付
■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～）　当館創作室ほか
■　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）　■申当館HP
■幼児対象プログラム
≪ぷる・ま・しぇり～こどもといっしょに～≫
「忠良さんの絵本をパフォーマンスと朗
読で楽しむ」
パフォーマンス：2月8日㈫　■　出柏木陽（演劇
家、ＮＰＯ法人演劇百貨店代表）
朗読：2月13日㈰　■　出富本京子、荒木たくみ、
高橋純ほか（山の木文庫）
各日①10：30～11：30 ②14：00～15：00
（内容共通）　当館講堂
■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）／各回先着40組　■申当館HP
■どうやってつくるの？ブロンズ彫刻編～
指で作った形が金属になる？？
金属なのに、指のあとがくっきり残るブロンズ
彫刻。その作り方を体験とレクチャーで学び、
実際に低融点合金でメダルを鋳造します。
①2月11日（金・祝） ②2月20日㈰（内容共通2
回開催) 13：00～16：30　当館創作室
■　講染矢義之(彫刻家)　■　対小学4年生～一般
／各回20名（応募多数の場合抽選）
■￥3,000円（材料費込み）
■　申当館ＨＰにて　■　締①2月1日 ②2月10日

《ボタン》1967-69年 photo by Norihiro Ueno

■講演会「佐藤忠良のしごと」
2月19日㈯ 14:00～15:30　当館講堂　
■　講三上満良（宮城県美術館学芸員） ■￥無料／当
日先着150名（10:00より整理券配布）手話通訳付

生誕100年特別展
世田谷美術館開館25周年記念

白洲正子  神と仏  自然への祈り
3月19日㈯～5月8日㈰　1階展示室
白洲正子が訪ねた、寺社の国宝・重文を含む
名宝約120件を一挙公開！ （展示替有）
前売券販売中！（3月18日まで）
当館、主要プレイガイドなどで販売
■￥一般1,000（1,200/900）円／65歳以上、大・高
生800（1,000/700）円／中・小生400（500/400）
円※（　）内は当日料金/20名以上の団体料金

保田春彦―デッサンによる人間探求 
開催中～4月10日㈰　2階展示室
※コーナー展示にて北大路魯山人の名品を紹介
■￥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
■北大路魯山人関連プログラム
Ｗａを楽しむ　～春のおもてなし～ 
3月24日㈭13：30～15：30　当館講堂
■　講浜裕子(フラワー&テーブルコーディネー
ター)　■￥500円／先着100名　■申当館ＨＰ

パフォーマンス・シリーズ
トランス／エントランスvol.10
「ほうほう堂＠入口」 

3月3日㈭ ①19:00～ ②20：20～
（開場は各回１５分前）　当館エントランス
■　出ほうほう堂（新鋪美佳＋福留麻里） ■￥予約・
当日とも2,000円（中学生以下無料）／各回40
名　■申当館HPまたは電話にて。名前、連絡先、
希望の回、チケット枚数をお知らせください。

プロムナード・コンサート
ソプラノ 松岡万希 異国の調和
～イタリアのうた、日本のうた 

3月12日㈯ 14:00～　当館講堂

「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）
■「向井潤吉アトリエ館
で俳句を作ろう！」
（企画協力：世田谷文学館） 
3月15日㈫ 13:00～15:00
■　講高橋悦男（俳人／「海」主宰）　■対初心者
（「歳時記」、筆記具持参）　■￥500円／15名
（連名、連記は不可、申込多数は抽選）　■申2月
8日（必着）までに往復ハガキ（3面欄外記入方
法参照）、向井潤吉アトリエ館「講座」係へ

「宮本三郎と連載小説」
開催中～3月21日（月・祝）
■2月のギャラリートーク「宮本三郎と獅子文六」
2月12日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料　■申不要
■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
■シリーズ「作り手から見た宮本三郎」
第5回「画家と挿絵」
3月12日㈯ １４：００～１５:３０（開場１３：３０）
■講諏訪敦（画家）  ■￥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面欄外記入方法参照）ま
たは直接ご来館（17:30まで）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

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
清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

本目哲郎写真展～巴里の街角・路地の裏1/25～1/30
遊墨の会作品展(2日10：00から公開）2/  1～ 2/  6
洸工房陶芸展（9日10：00から公開）2/  8～ 2/13
世田谷ステンドグラススタジオ美　
作品展（16日10：00から公開）2/15～ 2/20

いろは会（23日10：00から公開）2/22～ 2/27

■出松岡万希（ソプラノ）、野山真希（ピアノ）
■￥無料／抽選200名　■申2月17日（消印有
効）までに往復ハガキ（３面欄外記入方法参
照）で当館まで。
※未就学児は入場不可。
※ハガキ1枚につき２名まで申込可。

  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
■　講末盛千枝子（絵本編集
者）　■￥ 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（3面
欄外記入方法参照）当館「友の会」へ※友の
会会員は会員番号を明記

詳細は
当館HP参

照

『おかあさん』

撮影：
清水朝子

3月31日は
開館記念日
として無料

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）

旅する絵描き いせひでこ展割　引
引換券 一　 般 600円→500円　大・高生 450円→400円

65歳以上・障害者    300円→250円観覧料

世田谷文学館1階展示室 2月11日（金・祝）～3月31日㈭ 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）

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。

★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￥

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。

2



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～2/19㈯
2/20㈰～3/19㈯ 花に魅せられてⅢ

和紙をたのしむ

関連イベント
1レターボックスワークショップ
3月5日㈯ 
世界でひとつだけのオ
リジナルレターボックス
（ハガキ大）を、ワークシ
ョップ限定のリボン留め
タイプで作ります。　■￥3,000円／抽選20名
2帽子ボックスワークショップ
3月6日㈰ 
人気の帽子箱（直径25
cm）を作ります。おもちゃ
入れや、インテリアとして
もおすすめです。　■￥5,000円／抽選10名

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（ケーキは１人１ホ
ール持ち帰り）。詳細HP参照

■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

ITエンターテインメントセミナー特別編
世田谷の春を撮る
せたがや梅まつり編

2月19日㈯ 12：30～16：30　
生活工房５F⇔羽根木公園
梅まつりでにぎわ
う梅林を散策しな
がら、世田谷の春
を探しませんか？
プロカメラマンか
らデジタル一眼レ
フカメラの基本操
作を学び、羽根木公園で梅を撮影します。
■講吉住志穂（写真家）　■￥3,000円（移動に
伴う交通費は各自負担）／申込先着20名
（親子2人1組の参加も可）　■申ソニーカス
タマーサービス株式会社（下段参照）

在日外国人との文化交流会
国際交流in世田谷2011

2月26日㈯ 13：00～16：00　生活工房4Ｆ
アトラクションやお茶・生け花などを体験しな

がら互いの理解を深めます。
大使館展示ブースもあります。
［共催］世田谷海外研修者の会　■￥ 1,000
円（飲み物込）／申込先着30名　■申岸田
（☎・■FAX 3417-2013 欄外記入方法参照）へ

市民活動支援講座
エクセル使いこなし講座

3月4日㈮ 18：00～21：00　生活工房５Ｆ
エクセルの達人から、「名簿管理」「スケジュール
管理」などエクセルの活用術を楽しく学びます。
■講田中亨　■￥1,000円／申込先着30名　
■対福祉団体やNPO等で活動中で、当日ノー
トPCを持参できる方　■申Eメール（欄外記
入方法参照、所属団体名・普段使うExcelの
バージョンも明記）で生活工房へ

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　
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）は、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」
とも言われます。江戸中期から全国に伝わ
る特色豊かなものを一堂に集め、「祈りの
デザイン」として紹介します。　■￥無料

「酒器・酒盃台」
伊丹国際クラフト展 東京巡回展

開催中～2月6日㈰ 11：00～19：00　
生活工房４F
“清酒発祥の地・伊丹”
から届いた、新年の宴
を彩るような展覧会
です。10カ国94名に
よる手づくりの入選・
入賞作品を展示、一部
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

箱“しまう・はこぶ・おくる”展
2月11日（金・祝）～3月12日㈯ 9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　
丈夫な箱にしまう、大切にはこぶ、きれいな
箱でおくる…、箱に込められた想いと創意
工夫を展示します。日頃は見ることのできな
い箱の製作工程など、箱にまつわる物語を
お楽しみください。　■￥無料 

両日とも13：00～15：00　生活工房4F
■講大西景子（BOX&NEEDLE） ■申2月21日
（必着）までに往復ハガキかEメール（欄外
記入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ

［勤務内容］受付業務、事務補助　［募集人
数］若干名　［契約期間］平成23年4月より1
年間（更新の場合あり）　［勤務条件］①昼間
勤務8:45～19:00（2交代制、1日5.5時間）／
②夜間勤務18：30～22：15、月10～15日（土
日祝日の勤務有）、時給850円（交通費別途
支給）　［応募方法］2月10日（必着）までに
履歴書（市販の履歴書に写真添付、①②の希
望を明記）を生活工房へ郵送または持参

　  Lifesaving Spirit
世田谷スイミングアカデミー体験会
2月13日㈰ Ⓐ10:20～11:50Ⓑ12:20～13:50
総合運動場水泳場
水泳・ライフセービングを通
して泳力の向上を目指し、
セルフレスキューの大切さ
を学びます。
■講飯沼誠司（全日本ライフセービング選手
権5連覇） ■対Ⓐ年長～5年生Ⓑ小学2年生～
中学2年生　■￥1,000円／抽選Ⓐ60名Ⓑ
80名　■締1月31日（必着）※重複申込不可

　  世田谷柔道アカデミー体験会
2月19日㈯ Ⓐ9:10～10:20Ⓑ10:30～11:50
総合運動場第一武道場
柔道を通して体力・基
礎運動能力の向上を
目指します。
■講瀧本誠（シドニーオ
リンピック金メダリス
ト） ■対Ⓐ幼児（年少～
年長）Ⓑ小学1～3年生
■￥1,000円/抽選各30
名　■締2月2日（必着）

　温水プール　スタンプラリー
スタンプを10個集めて
施設利用1回券をもらおう！

2月24日㈭～3月13日㈰　対象施設：総合
運動場温水プール・千歳温水プール
対象施設を利用してスタンプを集めましょう。
1回券でスタンプ2個、1時間券でスタンプ1個
スタンプ2倍デー：総合運動場温水プール→
火曜日、千歳温水プール→金曜日　
■対小学生以上　
■問総合運動場温水プール☎3417-0017
千歳温水プール☎3789-3911

     めざせトップアスリート
ソフトテニスクリニック

3月5日㈯10:00～12:00　
総合運動場テニスコート
■講ヨネックスソフトテニスチーム
■対小学4～6年生　■￥800円／抽選30人　
■締2月22日(必着)

      ハイキング「四阿屋山」
3月6日㈰ 6：50 区役所第三庁舎前集合 
コースレベル★★☆（一般向き）
展望広場では、美しいフクジュソウが見られ
ます。尾根道などもぜひお楽しみください。
［コース］区役所
⇒（関越自動車
道）⇒道の駅両
神温泉・薬師の
湯→薬師堂→両
神神社→あずま
や山ハイキング
道鳥居山コース→両神神社奥社→展望広
場→フクジュソウ自生地→山居広場→桜本
コース→道の駅両神温泉・薬師の湯⇒（関
越自動車道）⇒区役所（歩程約3時間）
※⇒バス、→徒歩　※山頂へは行かず、ハイ
キングコースを歩きます。
■対18歳以上　■￥ 4,000円／抽選40名
■締2月13日(必着)　　
※弁当・水筒・雨具持参、軽登山靴着用

　  障害児運動教室
①ひまわり運動教室（尾山台地域体育館）
②ハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月16日～2012年3月3日の原則第1･3･
（5）土曜 14:00～15:30 
③みつばち運動教室（砧中学校格技室）
4月20日～2012年3月7日の原則第1･3･
（5）水曜 15:30～16:45 
④中学生運動教室（尾山台地域体育館）

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

※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）

◆第23回 世田谷区弓道選手権大会
（男子の部・女子の部）
2月20日㈰9:00～　大場代官屋敷弓道場
■￥300円　■締2月10日(必着)　■申■問ハガキ
またはＦＡＸ（欄外記入方法参照）で区弓道連
盟・熊澤（〒156-0055　船橋6-17-13　
☎・■FAX 3303-0412）へ
◆第13回 世田谷オープンティーボー
ル大会
3月6日㈰ 9:30～（受付9:00～）
世田谷公園野球場 ※雨天中止
■対①小学生の部②ふれあいの部（親子、高齢
者、障害者などさまざまな人の混成可） ※各
チーム10名以上15名以内　■￥ 1チーム
1,000円　■締2月28日（必着） ■申■問所定の申
込書を郵送またはＦＡＸで日本ティーボール協
会世田谷区連盟事務局（〒157－0071 千歳台
3-21-14 ☎3482-7732　■FAX3482-3090）へ 

障害児運動教室指導員募集
■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（3月上旬予定）　■申 2月23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　［事前見
学会］教室運営の様子を見学できます。①2
月12日、②2月19日※両日とも13：30から。
見学を希望する日の2日前の17:00までに
スポーツ振興財団へ電話で連絡ください。

スポーツのしおり冬号配布中！
教室やイベント情報満載。区内公
共施設などで配布しています。

大 会 情 報

⑤コアラ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月9日～2012年3月10日の原則第2･4土
曜 14:00～15:30
①～⑤すべて■対軽度の知的障害のある小・
中学生。付き添い者の同伴が可能で、トイレ
を使用する際、介助を必要とされない方。
①③⑤は小学生、②④は中学生　■￥4,000
円（全18回）／抽選各若干名(当選後、事前
説明会を行います。）■締2月13日(必着)　■申
障害の内容、保護者氏名も明記）でスポー
ツ振興財団へ　※参加は１人１教室まで

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。
施設休館のため、①②とも2月8日～10日を除く
①バスケットボール教室
2月1日～22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6期ヨガ
2月15日～3月29日　毎週火曜　
10：00～11：30（全7回）
■対18歳以上　■￥9,800円／定員45名
■申■問①大蔵第二運動場管理事務所へ②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）

第2回ニュースポーツのつどい
1月29日㈯10：00～16：30　総合運動場体育館
■ニュースポーツ体験
ドッヂビー、スポーツチャンバラ、ショート
テニス、ユニカールを体験しよう。
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
［主催］世田谷区体育指導委員協議会

「生活工房」アルバイト募集急募

企 画 展

はる    ひ

（イメージ）

日　程 時　間 一般料金（税込み）
★

★

★

★

★

★

デジタル一眼レフカメラ　テーマ別撮影講座 人物撮影の基礎

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）

デジタル一眼レフカメラ基礎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）

【特別編】世田谷の春を撮る～せたがや梅まつり編

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）

2/16㈬

2/17㈭

2/17㈭

2/18㈮

2/18㈮

2/19㈯

2/20㈰

14：00－15：30

10：30－12：30

14：00－16：00

10：30－12：00

13：30－15：00

12：30－16：30

10：30－12：30

¥3,150

¥4,200

¥4,200

¥3,150

¥3,150

¥3,000

¥4,200

講　座　名

生活工房 　　　 特別編以外は各講座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 2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

今月は写真の撮影や加工、映像など、
充実の内容で開催します。
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/

大賞『Colorful』

参考作品

参考作品

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/

〠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

3
●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

ス
教
共



■問劇場土曜 劇場プレイ・パーク
■￥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　

10：00～12：00　集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階）
土曜日の午前中に劇場をオープン。演劇やダンスをはじめ、様々な体験プログラムを開催！
2/5　 パントマイムで表現力を育てよう
2/12  はじめての落語

2/19  おもしろパペット  つくってあそぼ !
2/26  あら ！ ま !  ふたりのダンス

MANSAI◉解体新書 獅子虎傳阿吽堂 

恒例の人気企画。今回は、歌舞伎囃子方の
田中傳次郎、ゲストに歌舞伎俳優の中村芝雀、
日本舞踊宗家藤間流家元の藤間勘十郎を迎え、
邦楽の世界を多面的にお楽しみいただきます。

■問劇場チケットセンター☎5432-1515
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。

3/5㈯から一般発売あり

世田谷区民のお客様へ　チケット購入のお申し込み方法

『大地～恩寵と重力の知覚～』

[企画・出演] 野村萬斎　
[ゲスト] 首藤康之（バレエダンサー）
■￥ 4,000円　全席指定（抽選）

芸術監督・野村萬斎によるシリーズ第18弾。世界的バレエダンサー首藤康之
登場！『三番叟』と『ボレロ』をモチーフに自らの身体のよりどころを語ります。

世田谷区に在住・在勤・在学の方は、お一人様ハガキまたはオンラインどちらか１件に限り２枚まで、お申
し込みいただけます。（応募者多数の場合は抽選、重複申し込みは無効となります。ハガキ・オンライン
共に先着順ではございません。お座席はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。）
◆往復ハガキの場合 ： 往信に①氏名（フリガナ）②郵便番号・住所（在勤･在学の方はその名
称と住所も）③連絡先の電話番号④希望枚数（1枚か2枚）、返信に①氏名（｢様｣をお書き添
えください）②郵便番号・住所を記入の上、世田谷パブリックシアター「ＭＡＮＳＡＩ 世田谷
区民」担当宛に郵送してください。■締 2/2㈬必着　※発表は、2月初旬頃に返信ハガキにて。
◆オンラインの場合（｢せたがやアーツカード｣にご登録の方のみ） ： Ｋから始まる会員番号
とパスワードでログインの上、画面案内に従ってお申し込みください。【受付期間】1/27㈭
10:00～2/2㈬23：59まで　※発表は、2月初旬頃にEメールにて。

中村芝雀 藤間勘十郎

その
拾八

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

3月28日㈪19:00開演　世田谷パブリックシアター
　　

パーセプションおん ちょう

※未就学児童参加不可　
※持ち物など詳細は劇場HP、もしくはお問合せください。

ししとらでんあうんどう

4

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

251/ 26 32 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 282530 312927 28 2712/

夢の共演！ 秋山和慶氏の指揮と元N響アワーコンビ檀ふみさん・池辺音楽監督
のトークをお楽しみ下さい。(演奏: せたがやシンフォニエッタ)

Jazzクラリネットのスター北村英治さんが、
ピアノ・ベース・ドラムを加えた至極のステージ
をお贈りします。

※曲目は予告なく変更する場合があります

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。

『第3回 美空ひばりのラストソング』 『“HIBARI 7 DAYS”フィルム、トーク＆ライブ!!』

インパラプレパラート『ピアノピア』 THE SHAMPOO HAT『沼袋十人斬り・改訂版』 『韓国現代戯曲ドラマリーディングⅤ』

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

世田谷パブリックシアター
2011/1/25～2/28

Percussion Museum出演

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）

※未就学児童入場不可

2,0００円
1,8００円
１,0００円

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

世田谷パブリックシアター
チケットセンター

S 4,300円
S 4,500円
A 3,500円
　　　　（３階）

大駱駝艦
☎0422-21-4984

※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。

チケッ
ト

発売中

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」

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

山海塾

『二つの流れ――から・み』
1/26㈬～30㈰

2/3㈭～6㈰
『降りくるもののなかで――とばり』

5,575円 5,775円
浜田真理子＋小泉今日子×久世光彦
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』

大駱駝艦・天賦典式 『灰の人』

※3歳以上要チケット

S 4,400円 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

3/17㈭～21（月・祝）

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

打楽器だけのアンサンブル「パーカッション・ミュージアム」が登場！ 
その迫力をぜひ味わって下さい。

●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　

シアタートラム
3/17㈭～23㈬サスペンデッズ『カラスの国』

●区民  2/6㈰　3,200円
●一般  2/7㈪　 3,500円 

未就学児童入場不可

♪来年度募集について♪
情報ガイド2月号にて
詳細をお知らせします。

昨年12月に大盛況の中、第１回定
期演奏会が終了！応援して下さった
皆様、本当にありがとうございまし
た。力いっぱい最高の演奏ができ、
ぐんと成長したメンバーたち。
今月からはまた通常練習が始まり、
楽しく活動しています！

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
北村英治カルテット
(北村英治、高浜和英、山口雄三、八城邦義)

出演

メモリーズ  オブ  ユー
シング  シング  シング　　他

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

※未就学児童入場不可

３月６日㈰ 15:00開演（14:30開場）  成城ホール

全席
指定

　　　ジャック＆アンドレ・フィリドール：
「2組のティンパニの為のマーチ」

バッハ：マリンバアンサンブルによる
「G線上のアリア」　　　　　　  他

池辺晋一郎：「雨のむこうがわで」
4人の打楽器奏者のために

ストラヴィンスキー：
『兵士の物語』より「兵士のマーチ」

劇  場
チケットセンター

劇  場
チケットセンター

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

1/27㈭～30㈰

2/3㈭～6㈰
未就学児童入場不可

ユース2,500円 （25歳以下と
学生対象、要身分証。）

割引は
ございません

3,600円 3,800円
THE SHAMPOO HAT
『沼袋十人斬り・改訂版』

未就学児童入場不可2/10㈭～２０㈰

レイヨンヴェール
☎090-9023-46742,800円 3,000円

Dance Company BABY-Q 
『私たちは眠らない』 未就学児童入場不可

3/4㈮～6㈰

日韓演劇
交流センター
事務局

☎3920-5232

各1,500円

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』 3作品セット券  3,000円

（店頭、電話のみ取扱。）

2/25㈮～２7㈰

※日替上演『道の上の家族』／
　『爾（イ）―王の男』／『月の家』

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.3

2/22・26 2/22・26

（全席自由）

DISK GARAGE
☎5436-9600

（平日12:00～19:00）

5,500円
2/18・19・20・24・25・27
6,100円

2/18・19・20・24・25・27
6,300円

5,800円
ひばりプロダクション×
世田谷パブリックシアター presents 

『“HIBARI 7 DAYS”
フィルム、トーク＆ライブ！！』

※演目、出演者は日替り。

ホットスタッフ・
プロモーション
☎５７２0-9999

（平日15:00～18:00）

（1・2階指定）
未就学児童入場不可

東京音協
☎5774-3030

ミュージカル

『プリンセス・バレンタイン2
～ROCK! PRINCESS～』

4/2㈯・3㈰
※3歳以下入場不可。
4歳から有料。

4/9㈯17：30開演

■問Ｍ＆Ｉカンパニー☎5453-8899

4/10㈰17：00開演『沖縄 八重山の唄者
大島保克  島唄会  2011 桜月』

■問Ｍ＆Ｉカンパニー☎5453-8899
●区民  1/27㈭　4,700円
●一般  1/28㈮　 5,000円  

3/7㈪19:00開演

■問劇場チケットセンター

田中傳次郎　田中傳次郎　

山海塾 『二つの流れ―から・み』 山海塾 『降りくるもののなかで―とばり』

シアタートラムネクスト・ジェネレーションvol.3

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

チケット
申込

古謝美佐子『沖縄のこころのうた～日々是好日』
●区民  1/27㈭　4,700円
●一般  1/28㈮　 5,000円

2/18（金）～27㈰

3,900円 4,000円

劇場友の会会員先行予約・割引あり Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録、枚数限定） 高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　

未就学児童入場不可

首藤康之野村萬斎
©操上和美

3/27㈰16:00開演邦楽コンサート『獅子虎傳阿吽堂 Vol.6』

■問劇場チケットセンター
未就学児童入場不可●区民  2/12㈯　4,800円

●一般  2/13㈰　 5,000円

4/15㈮～17㈰サインミュージカル
『CALL ME HERO! ～もう声なんかいらないと思った～』

■問サインアートプロジェクト・アジアン info@sapazn.jp ■FAX5378-8026

未就学児童入場不可●区民  1/28(金)　大人 4,400円
●一般  大人 4,500円　小人 2,500円(小学生以上中学生以下、要年齢確認)
※4/15はプレビュー公演、大人3,500円、小人2,500円(4/15のみ全席自由)。ペア、親子割引など、
　カンパニーのみ取扱い。プレビュー以外、パンフレット付。

※受付終了

『Gen・Jyo・Raku
－－John Zorn & Bill Laswell with Gagaku Orchestra－－』

還 城 楽

■問東京ロテーション☎070-5518-0307（平日10:00～17:00）

未就学児童入場不可●区民  1/28㈮　S 7,200円
●一般  1/29㈯　S 7,500円  A 5,800円

3/3㈭・4㈮19：00開演『春風亭昇太プロデュース公演』

■問ティルト☎3462-5606（平日11:00～18:00）
未就学児童入場不可

●区民  2/5㈯　3,300円
●一般  2/6㈰　3,500円

〠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 音楽事業部 検索

詳しくはＨＰをご覧ください。

チケット発売
開始！

チケッ
ト

発売中

今月の
ジュニアオーケストラ

Vol.7

3月27日㈰16:00開演　
世田谷パブリックシアター
[企画] 田中傳次郎　
[構成・演出] 藤間勘十郎
[出演] 中村芝雀、藤間勘十郎、
　　   田中傳次郎　ほか

Vol.6 

し　　し　　とら　　でん　 あ　 うん　 どう

邦楽コンサート


