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次回（6月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです
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Dream Jazz Band Workshop
開講式を迎えて

のワークショップのお話があった時、「一年きりだったら嫌
だよ。一生続けていいならやる」って言ったんです。そし

たら「いいです」って（笑）。世田谷区は文化・芸術を育んでいく
覚悟があることを知り、とても嬉しかったです。7年目になりま
すが、今年の新メンバーにも面白い子が多い。きっと自己主張

も強いから、日本も大丈夫だと思います。という
のは、被災地の精神科医から「気持ちの落ち着
かない方がたくさんいて、これはもう医者では
手に負えない。誰かミュージシャンを送って
ほしい」と相談されました。僕たちも、もし
かしたらDream Jazz Bandのみんなも、
どんどんジャズでヘルプしていかなくちゃ
いけないね。音楽家は自己主張が強いほ
ど、人に涙させ、心を開くことができるんで
す。世田谷区から文化を発信できることを
誇りに思っています。（談）

こ
日野皓正

ジャズ・トランペット奏者／
DJBワークショップ校長

ひ     の    てる   まさ

※10日16:00の回は、4歳未満のお子様はご入場いただけません。
※4歳～高校生までのチケットをご購入いただいた方は、公演当日、年
齢が確認できるもの（保険証、学生証など）をご提示ください。4歳未満
のお子様で、お席が必要な場合は要チケット。

6月10日㈮～19日㈰　シアタートラム

8月19日㈮～9月1日㈭　
世田谷パブリックシアター　

「見えない」こと以外は不自由なく暮らす美しい女性モリーと、夫
フランク、そして視力回復の手術を行う医者ライスの物語。果た
して3人はそれぞれの「光」を取り戻すことかできるのか・・・。

■作 ブライアン・フリール　■演 ■訳 谷賢一（DULL-COLORED POP）
■出 南果歩　小林顕作　相島一之

■作■演 前川知大
■出 仲村トオル　池田成志　小松和重　山内圭哉　ほか

現代能楽集Ⅵ 『奇ッ怪 其ノ弐』　

子どもとおとなのための●読み聞かせ

『お話の森』　
シアタートラム

 “Jazz for Kids” 　
日野皓正presents

●区民　6/11㈯ 発売開始  3,800円　
●一般　6/19㈰ 発売開始  4,000円　高校生以下  2,000円 　　　　

前　売
チケット

『モリー・スウィーニー』

こどももおとなも一緒に楽しめる！
世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアター恒例、ジャズ・トランペッター日野皓正
によるライブの季節がやってきます！ジャズの魅力を最大限に
お届けする日野皓正バンドの本格ライブ（1日目）と、世田谷区の
中学生で結成された“Dream Jazz Band（ドリバン）”とジャズ・
ミュージシャンによるコンサート（2日目）。熱い2日間をどうぞ
お楽しみください！
※Dream Jazz Band　【才能の芽を育てる体験学習事業「Dream Jazz Band 
Workshop」（世田谷区教育委員会主催）】で、結成された世田谷区の公立中学生に
よるジャズバンド。日野皓正が校長をつとめ、学校の授業では触れることの少ない
ジャズを体験する機会を提供することで、自己表現によって得られる喜びや達成感
を経験し、将来に向けた子どもたちの「夢」を育むことを目的としています。

夏夏

世田谷パブリックシアター

の公演をご紹介の公演をご紹介
●7月9日㈯14:00  ・10日㈰11:00開演 ■出 小林顕作
●7月10日㈰16:00開演 ■出 ROLLY

●8月13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）  田中徳崇（Ds）
Dream Jazz Band卒業生バンド・DJBplus＋（オープニングアクト）　

●8月14日㈰14：00開演 
　「Dream Jazz Band ７th Annual Concert」　
■出 Dream Jazz Band  日野皓正 ほか講師ミュージシャン

●区民　6/4㈯発売開始
●一般　6/５㈰発売開始　
　おとな　2,000円　4歳～小学生500円 　
　中学生・高校生1,000円

前　売
チケット

世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515
については、3面「前売情報」欄をご覧ください。

高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　

チケットのお申込み・お問合せ

チケット詳細は、3面「前売情報」欄をご覧ください！

3面「世田谷パブリックシアター」欄をご覧ください！世田谷区民招待あり ！ 

※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
お願いいたします。劇場スタッフがお
声掛けさせていただく場合もござい
ますので、予めご了承ください（託児
サービスあり☎5432-1530）。4歳
未満のお子様で、お席が必要な場合
は要チケット。

Dream Jazz Band 2011 メンバー▶
Dream Jazz BandDream Jazz Band日野皓正

アーティストが、子どもたちの前で読み聞かせ
をします。どんなお話を読むかは来てからの
お楽しみ！出演は、NHKこども番組「みいつけ
た！」のオフロスキー役でも大人気の小林顕作
と、あっという間に劇場を独自の世界に包み込
んでしまう音楽家で舞台でも活躍中の
ROLLY。初夏のひととき、お話を聞きながら、
とびきりの
時間を過ご
しましょう。

『『モモリリモリリリリ ススウウスウィウウィ ニィ ニィ
他にもおすすめの公演がいっぱい！

小林顕作　ROLLY  

きっかい

今年もワークショップが始まりました！今年もワークショップが始まりました！

撮影：野口 博
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からから見た日本についてお話を伺います。
■講ロジャー・パルバース（東京工業大学、世界
文明センター長）　
■￥500円／申込先着50名
■音広場「応援の輪」・チャリティー・ライヴ
6月26日㈰　19：00開場 19：30開演
被災された皆様へ少しでも何かできないか？
これまで音広場に出演して下さったミュージ
シャンにより、チャリティー・ライヴを開催しま
す。「応援の輪」を合言葉に、小さくとも美しい
善意の花を咲かせたいと思います。
■出鴻池薫＆HAWAIIAN SOUL FRIENDS、
CHOCOLAT PLUS、ビリー諸川＆HARVEST
MOON、日本大学RHYTHM SOCIETY 
ORCHESTRA   ■￥ 1,000円（当日、義援金を
募ります）／申込先着50名

抽象の風Ⅰ
開催中～9月25日㈰
清川泰次作品と朝妻治郎、
難波田龍起など世田谷美
術館が所蔵する抽象表現
の作品をご紹介します。

■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
●第5回 遊彩会展
●地主金 絵画展

●松井油絵教室作品展
●写真クラブ『すばる』写真展

●二人展
●パレット・サークル展

●世田谷平和美術展

 5/31 6/  5～

開催中 5/29～

 6/  7 6/12～

●MAMASET（25日より公開）
●アートカフェ「東京なう」（25日より公開）

●第17回 青人会展
●ニューヨーク メルローズ通りのスタジオから

●じゆうに12　●沙羅の会 陶展
●第15回 武蔵野会展 6/14 6/19～

●星の子展（22日より公開） ●千葉一夫 個展
●モロニ展8

●m-act展

 6/21 6/26～

■葉っぱワークショップ
「眠るセタビの12か月の木」
5月～2012年3月 毎月第2木曜日13：00～
16：00　当館（6月まで）、総合運動場軽運動
室（7月～翌3月）
当館の休館中を中心とした4月から翌3月ま
での1年間、月に一度の頻度で、季節の移り
変わりとともに、じっくり葉っぱを描くワーク
ショップです。翌年の開館時には、一本の大
きな木として展示する予定です。
■　講群馬直美（葉画家）
■￥無料／申込各回先着30名　■申当館HP
■建築意匠學入門
「銭湯パラダイス－特撰吟醸バージョン」
意匠を凝らした銭湯建築を鑑賞するとともに、
地域と共存する銭湯の役割を再考します。ま
た、今回は横浜コースも新たに設定し充実し
た内容になっています。勿論、全日程とも体
験入浴あり。お風呂道具をお忘れなく。
①6月25日、②7月2日、③7月9日、④7月16
日（全て土曜日）13：00（1・2日目）、13：30
（3・4日目）現地集合、17：00現地解散
場所：
①横浜山ノ手コース・山手「いなり湯」ほか
②隅田川スカイツリーコース・本所「荒井湯」
③神楽坂コース・大久保通り「第三玉の湯」
④目黒不動尊コース・武蔵小山「清水湯」
＊各コースの詳細は美術館HPでご覧いただけます。
案内人：町田忍（庶民文化研究家）、大森美津男
（横浜銭湯めぐりの会代表） ＊6月25日のみ
■￥3,000円（4回分、交通費など実費は別）／
先着25名　■申6月16日（消印有効）までに往
復ハガキ（4面欄外記入方法参照）で当館「銭
湯パラダイス」係まで。（連名申込可）
■世田谷美術館子どもコンサート企画
大人も楽しめる 子どものための
物語と邦楽のひととき No.6
5月29日㈰ 14：00～15：30　講堂

イタリアの部屋でみる夢
開催中～6月30日㈭　2階展示室
力強い幾何学的な形象を生みだしたジュゼッペ・
カポグロッシ、風の彫刻家と謳われたペリクレ・
ファッツィーニ、そして、1980年代のアートシ
ーンを席巻したニューペインティングの旗手
サンドロ・キア、ミンモ・パラディーノ、エンツォ・
クッキ、フランチェスコ・クレメンテ。イタリアの
6人の作家をご紹介します。洗練された色彩と
形、そして野性味がにじむ独創的な表現が満
ち溢れるイタリアの部屋で、素敵な夢をご堪能
ください。
■￥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

■ワークショップ「誰もいない美術館で」
Vol.33「びじゅつかんが眠る音楽 子ど
も＆大人編」
6月25日㈯・26日㈰ 13：00～18：00（発表会
19：00～）　講堂、2階展示室
館内で音を採集して、もうすぐお休みに入る
美術館の子守唄をつくりましょう！
■　講柏木陽（演劇家／NPO法人演劇百貨店代
表）  生形三郎（作曲家、サウンドアーティスト）
■￥無料（20歳以上2,000円）／申込先着（10
代10名程度、20歳以上10名程度）
■申当館HP

街・人・出来事 向井潤吉と桑原甲子雄
開催中～6月26日㈰
世田谷美術館の収蔵品
の中から、桑原甲子雄
が撮影した「世田谷ボ
ロ市」など、街のスナッ
プショットを集めて、
向井潤吉の作品ととも
に展示します。

「アフリカの貌」
開催中～9月25日㈰
世田谷美術館が所蔵
するアフリカの現代
美術作品、資料を展
示し、アフリカの一側
面をご紹介します。
宮本三郎作品は展示
室に一室を設け、
《ヴィーナスの粧い》
や絶筆《假眠》等、油
彩・素描合わせて11
点を展示します。

■6月のギャラリートーク
「宮本三郎の著作について」
6月18日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要
■人ひろばvol.12 「面白い日本の私」
6月11日㈯ 14：00～15：30（開場13：30）
1967年に初来日以来、日本に魅せられ、作
家、演出家など多彩にご活躍のパルバース氏

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

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※(　)内は20名以上の団体料金

曲目／花さき山、赤ずきん、さくら変奏曲
ほか
■￥1,000円（高校生以下無料）
■出牧原くみ子（筝）、冨緒清律（三絃）、

芦垣皥盟（尺八）、高橋章子（フルート）他、
こども邦楽教室有志　
司会：長谷川慎
■問 世田谷三曲協会･牧原 ☎3426-4163

ミュージアム コレクション 2011

世田谷美術館（砧公園）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

末松正樹《群像》1948～49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

コスモス会開催中～5/29
KOKUU展  ーレクイエムー5/31～6/  5
和紙造形展  六夢6/  7～6/12
香華の会6/14～6/19
１６１６会グループ展6/21～6/26

ジュゼッペ・カポグロッシ
《無題》1953年

ⓒSIAE,Roma&SPDA,
Tokyo,2011

桑原甲子雄
《世田谷ボロ市（世田谷区若林町）》1936年

★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￥中学生・小学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷美術館ミュージアム  コレクション・分館（3館）

世界中で愛されるリンドグレーンの絵本割　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・2階展示室 開催中～6月26日（日） 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。

イッサ・サンブ
《彼らは立っている》
撮影：上野則宏

田谷での活動を称える記念
ミステリー講演会です。今
回は、『行きずりの街』『きの
うの空』等の作品で人気の
高い、志水辰夫氏をお招き
してお話を伺います。
■　講志水辰夫（作家）
■￥500円／当日先着150名（30分前入場開始）

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
文学賞に向けた、選考委員による講座です。
応募を考えている方、創作に興味がある方な
ど、どなたでも参加できます。
7月10日㈰ ：川柳　■　講速川美竹
7月17日㈰ ：詩　　■　講三田洋
全て14：00～15：30　2階講義室
■￥500円／抽選30名　■申各講座開催2週間
前（必着）までに往復ハガキ（4面記入方法参
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枚。連名不可。

友の会との共催講座
■井上ひさしの人と作品
6月18日㈯ 14：00～　1階文学サロン
■　講小森陽一（東京大学大学院教授）
■￥700円　■申6月4日（必着）までに往復ハガ
キ（4面記入方法参照）で当館友の会へ

常設展  第1期
「文学に描かれた世田谷100年の物語」
開催中～6月26日㈰　2階展示室
■￥一般200円ほか ※企画展チケットで観覧可    
 6月4日㈯は地域祭事のため無料

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
「テグム」「ソグム」「タンソ」
7月1日㈮ 14：00～15：00　1階文学サロン
共催：韓国文化院
■　講朴炳五（パク ピョンオ、演奏家）
■￥無料／当日先着150名（30分前入場開始）
■韓国カルチャー講座
「韓国ドラマから味わう文学の魅力－『私
の名前はキム・サムスン』ほか」（仮題）
7月9日㈯  14：00～15：30　1階文学サロン
企画協力：女性と表現の会
■　講金惠信（キム ヘシン、学習院大学講師）
■￥500円／当日先着150名（30分前入場開
始）

第9回
大藪春彦記念ミステリー講演会

志水辰夫講演会
7月2日㈯ 14：00～15：30　1階文学サロン
ハードボイルド小説の先駆者、大藪春彦の世

イングリッド・ヴァン・ニイマン
『長くつ下のピッピ』1945年
© Astrid Lindgren &
 Ingrid Vang Nyman/
Saltkråkan AB

クリスティーナ・ディーグマン
『ペーテルとペトラ』
（表紙原画）2007年

© Astrid Lindgren / Saltkråkan AB
© Kristina Digman

ビヨーン・ベリイ
『エーミルと小さなイーダ』
（挿絵原画）1984年
© Björn Berg

ローレン・チャイルド
『長くつ下のピッピ』2007年

© Lauren Child

23年度は3つの分館を会場に、世田谷美術館のコレクションを使った展覧会を開催します。

世田谷文学館
〒157-0062 世田谷区南烏山1-10-10  ☎5374-9111　最寄「芦花公園」駅   
[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）  http://www.setabun.or.jp/LITERATURE

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル03-5777-8600  　  
[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）  http://www.setagayaartmuseum.or.jpART世田谷美術館

ピッピと出会えばみんなハッピー！
世界中の子どもたちに愛されている『長くつ下の
ピッピ』。作者のアストリッド・リンドグレーン(1907
～2002)は、子どもの憧れる生活を、ピッピという
日常の価値観を超越した女の子の物語によってか
なえてみせました。リンドグレーンは生涯にわた
り、ピッピのように＜子どもならではの時代＞を謳
歌する子どもたちの姿を書き続けました。それは、
大人の理想とする子どもの姿を払拭するもので、
子どもは大人とは全く異なる世界の中に
生きていることを明確にするものでし
た。本展では、「子どもの豊かな感性の
育成が、世界に平和をもたらす」という
リンドグレーンのメッセージを、約200点
の挿絵原画でご紹介します。

開催中～6月26日㈰　
1・2階展示室　
■￥一般600円　大・高生450円　
65歳以上・障害者300円　
※団体割引あり
  中学生以下無料　
  6月4日㈯は地域祭事
 のため無料

世界中で愛される
リンドグレーンの絵本

■申往復ハガキ、Eメール（4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



■問劇場チケットセンター☎5432-1515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 ※未就学児童参加不可　　

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！
6/4　 すがぽん流パントマイム初歩の初歩
6/11  地域の安全ワークショップ

6/18　はじめての狂言※受付終了
6/25　魅惑わくわくインド舞踊

■対世田谷区在住の方　※未就学児童入場不可　
■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（「様」をお書き添えください）・住所をご記入
の上、担当まで
■締5/31㈫必着　※結果は、6月上旬までにハガキにてお知らせいたします。
■問劇場／『奇ッ怪 其ノ弐』区民招待担当☎5432-1526

※持ち物など詳細は劇場HP、もしくはお問合せください。

シアタースケジュール

シアタートラム

255/ 26 32 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 3029282530 312927 28 2716/

公演詳細情報はホームページをご覧いただくか、劇場までお問合せください。

室内楽シリーズ
"せたがやの演奏家vol.7" 
～リスト生誕200周年に寄せて／アメリカン・クラシックス～

世田谷パブリックシアター
5/25～6/30

8月10日㈬ 15:00開演(14:30開場)　
世田谷区民会館

平山素子ソロプロジェクト『After the lunar eclipse/月食のあと』リ・クリエイション　
■問アルファルファ☎6317-2927（13:00～18:00）

イキウメ『散歩する侵略者』
■問イキウメ☎3715-0940

東京ELECTROCK STAIRS
『届けて、かいぶつくん』

『モリー・スウィーニー』

シス・カンパニー公演『ベッジ・パードン』　～7/31（日）

シャープな切れのあるタッチ、心に響く繊細な音色で皆さまを魅了します。
リスト：オーベルマンの谷、エステ荘の噴水　
コープランド：エル・サロン・メヒコ　
スターク：ウィングド  他

■¥ 一般2,000円　区民1,800円(前売のみ)　子ども(４歳～中学生)500円
■¥ 一般3,000円　区民2,800円(前売のみ)
※9/16・17公演とのセット券は下欄参照

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅 　
☎5432-1526   　5432-1559 
http://setagaya-pt.jpTHEATRE世田谷文化生活情報センター

世田谷パブリックシアター

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階　最寄「三軒茶屋」駅 　
[営業時間] 10：00～18:00　[休館日] 月曜日
☎5432-1535 　  5432-1536  http://www.setagayamusic-pd.com/MUSIC世田谷文化生活情報センター

音楽事業部

『奇ッ怪～小泉八雲から聞いた話』（09年 シアタートラム）の第二弾が、
野村萬斎芸術監督企画「現代能楽集」シリーズの最新作として登場しま
す。前作に続き、作・演出を手掛ける前川知大。SF的な枠組の中で人間
の本質を捉えるその手腕は、高く評価されています。実力派・個性派俳
優が集結してお届けする、この夏、見逃せない一本です！

曲目

三舩優子ピアノリサイタル 夏休みファミリーコンサート
7月2日㈯ 15:00開場(14:30開演)　成城ホール

発売中

街の劇場に行ってみよ
う！8月19日㈮～9月1日㈭　

世田谷パブリックシアター
　

現代能楽集Ⅵ『奇ッ怪 其ノ弐』
きっかい

世田谷区民招待のご案内

©武藤章

池田成志仲村トオル 山内圭哉小松和重

第1部：

第2部：

金聖響(指揮)、せたがやジュニアオーケストラ(演奏)
ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調作品67「運命」(第1・4楽章) 他
江戸家猫八(お話・ものまね)、祐ノ介＆フレンズ(演奏)
山本直純:オーケストラとものまねのコンチェルト《動物の四季》

江戸家猫八

発売中

［作・演］前川知大　［出］仲村トオル  池田成志  小松和重  山内圭哉  ほか
ちょっと恐いが笑わずにはいられない、
観る者を魅了する摩訶不思議な前川ワールド再び！！

○世田谷区民　6/12㈰ 発売開始　S6,200円  
○一般　7/2㈯ 発売開始　S6,500円　A4,500円 
■問世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515

現代能楽集Ⅵ 『奇ッ怪 其ノ弐』  各公演50名（抽選）
 ご招待対象日：8/19㈮19時・20㈯18時・22㈪19時開演　

未就学児童入場不可

■問世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515 ■問世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515

●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　
●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 Under24割引あり 高校生以下割引あり
車椅子スペースあり（定員有・要予約） 託児サービスあり（定員有・要予約☎5432-1530）

割引サービス／観劇サポート ■問世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515
　

三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階 10:00～19：00

http://setagaya-pt.jp/m携帯http://setagaya-pt.jpPC

窓口で

オンラインで（要事前登録・登録料無料）
●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。世田谷パブリックシアターと音楽事業部の公演チケットを取り扱っています。世世田谷パブリックシアタ と音楽事業部

世田谷パブリックシアターチケットセンター

前 売 情 報
☎5432－1515電話で 10:00～19：00

●｢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。
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世田谷パブリックシアター

シアタートラム

音楽事業部

未就学児童入場不可

［出］世田谷区民合唱団、世田谷区民吹奏楽団、世田谷フィルハーモニー管弦楽団

くらしっく音楽三昧音 楽 発売中

■￥500円(小学生以上)(全席自由)　■場世田谷区民会館　

6/19㈰
14:00開演

16日㈮トーク＆コンサート～チェンバロってどんな楽器？～
17日㈯デュオ・コンサート～オーボエ奏者 広田智之氏を迎えて～ ［出］曽根麻矢子　

　　 広田智之（9/17出演）

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

室内楽シリーズ "せたがやの演奏家 vol.7&8"
「鍵盤楽器の美神(ミューズ)たち」セット券音 楽 7/2㈯・9/1６㈮・17㈯

■￥区民 2,800円　一般 3,000円  　■場成城ホール  

室内楽シリーズ "せたがやの演奏家 vol.8"
曽根麻矢子チェンバロリサイタル音 楽 9/16㈮19:00開演　・17㈯15:00開演

［出］三舩優子　曽根麻矢子　他 　■場成城ホール
■￥３回券 定価9,000円より⇒8,000円　　２回券 定価6,000円より⇒5,500円
※オンラインでは購入できません。　
※2回券は購入の際、日程をご指定いただけます。同日日程ではお求めいただけません。

発売中

発売中

シス・カンパニー公演『ベッジ・パードン』　演 劇 前売予定枚数終了6/6㈪
～7/31㈰

■￥区民 割引はございません　 一般 S 9,000円　A 7,000円　　

6/13以降　㈪休  ㈫・㈮19:00  ㈬14:00/19:00  ㈭14:00  ㈯13:00/18:00  ㈰13:00

小学生未満入場不可

未就学児童入場不可

未就学児童
入場不可

6/6
㈪
7
㈫
8
㈬
9
㈭
10
㈮
11
㈯
12
㈰

14：00
13：00

18：00
19：00

［作・演］三谷幸喜　
［出］野村萬斎　深津絵里　大泉洋　浦井健治　浅野和之

当日券の詳細はシス・カンパニーへお問合せください。

9/3㈯15:00/18:00開演
　・4㈰14:00開演ダンス 発

売
区民
一般　6/4㈯  

6/3㈮

■￥区民 S 6,800円　一般  S 7,000円　A 4,500円  スペシャルシート9,000円

［構・演・振］佐藤浩希　
［出］鍵田真由美  佐藤浩希  フェルナンド・ソト（歌）  ホセ・ガルベス（歌）　
　　 アナ・デ・ロス・レジェス（歌）　マレーナ・イーホ（ギター）　　
　　 大儀見元（パーカッション）　斎藤誠（ギター）  他

フラメンコ舞踊家・鍵田真由美と佐藤浩希主宰の舞踊団。

シティボーイズミックス PRESENTS
『動かない蟻』

9/8㈭
～19（月・祝）演 劇 発

売
区民
一般　

6/24㈮

■￥区民 割引はございません   一般  S 7,000円　A 6,000円 

■問シス・カンパニー☎5423-5906

■問アッシュ・アンド・ディ・コーポレーション☎5456-8130

Nibroll『THIS IS WEATHER NEWS』ダンス 6/24㈮～7/3㈰
［作・演］ニブロール（矢内原美邦　高橋啓祐　
　　　  矢内原充志　スカンク　伊藤剛）
［出］カスヤマリコ　橋本規靖　鈴木拓郎　他

■￥全席自由・日時指定（整理番号付）区民 2,800円　一般 3,000円　
    学割はプリコグのみ取扱  ■問プリコグ☎3423-8669

6/24
㈮

19：30
17：00

25
㈯
26
㈰

7/1
㈮
2
㈯
3
㈰

発売中

ダンス 6/1㈬ ～5㈰
東京ELECTROCK STAIRS
『届けて、かいぶつくん』　
［振・演・出］KENTARO!!　　
［出］伊藤知奈美　川口真知　高橋幸平　高橋萌登　
       服部未来　山本しんじ　横山彰乃　aokid （50音順）

■￥全席自由（日時指定）区民 2,800円　一般 3,000円　学生2,500円（店頭、電話、CAN）
  

6/1
㈬
2
㈭
3
㈮
4
㈯
5
㈰

19：30
16：00

発売中

■問CAN
☎5457-3163
(平日10:00～18:00)

『モリー・スウィーニー』演 劇 6/10㈮ ～19㈰
■￥区民 4,700円　一般 5,000円　
★プレビュー公演 4,000円（各種割引なし）
※「劇場ツアー」6/12㈰19:00（要事前予約・有料）6/1受付開始　

発売中

★プレビュー公演 ◎ポストトークあり　
　

■問劇場チケットセンター

阿佐ヶ谷スパイダース PRESENTS 『荒野に立つ』 発
売
区民
一般　

6/17㈮
6/18㈯   演 劇 7/14㈭ ～31㈰

7/21㈭以降　㈪19：30　㈫休　㈬19：30　㈭㈮19：30但し28日は15：00も
㈯13：00/18：00　㈰13：00/18：00但し31日は13：00のみ

異界が見える女子高生・美雲と探偵・謎郎が数々の謎に挑む物語。
未就学児童
入場不可

スパカンファン（SPAC-ENFANTS）プロジェクト
 『タカセの夢』

発
売
区民
一般　

6/11㈯
6/12㈰ダンス 8/10㈬19:30開演　・11㈭19:00開演

オーディションで選ばれた静岡県内の中高生10名が、
世界水準のコンテンポラリーダンスに挑戦。お楽しみに。

未就学児童
入場不可

撮影 日置正光

撮影：川島浩之

8/19
㈮
20
㈯
21
㈰
22
㈪
23
㈫
24
㈬
25
㈭
26
㈮
27
㈯
28
㈰
29
㈪
30
㈫
31
㈬
9/1
㈭

18：00
15：00

19：00

13：00

6/10
㈮
11
㈯
12
㈰
13
㈪
14
㈫
15
㈬
16
㈭

14：00
13：00

18：00
15：00

19：00

17
㈮
18
㈯
19
㈰

休
演

6/25㈯

■￥区民 割引はございません  一般 5,800円 ★プレビュー公演4,500円  

■問ゴーチ・ブラザーズ
☎3466-0944
（平日11:00～19:00）

7/14
㈭
15
㈮
16
㈯
17
㈰

19
㈫
20
㈬

15：00
13：00

18：00
19：30

9/8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰
12
㈪
13
㈫
14
㈬

17：00
13：00

18：00
19：00

［演］天久聖一
［出］大竹まこと  きたろう  斉木しげる
      中村有志　辺見えみり　荒川良々
　

休
演

休
演

未就学児童入場不可

■問サンライズプロモーション東京☎0570-00-3337

18
㈷

休
演

■問プロジェクト大山(project-ohyama@hotmail.co.jp)■￥区民 2,800円　一般 3,000円  

同アワードで「次代を担う振付家賞」を受賞した主宰の
古家優里を中心とした女性のみのユニット。注目です！

トヨタコレオグラフィーアワード2010受賞者公演
プロジェクト大山 『キャッチ マイ ビーム』

発
売
区民
一般　

6/4㈯
6/5㈰   ダンス 8/5㈮　・6㈯

［構・演・振］古家優里　［出］プロジェクト大山
未就学児童
入場不可

■問SPACチケットセンター☎054-202-3399／劇場チケットセンター
■￥区民 3,500円  一般 4,000円　ペア 7,000円　他グループ割、学割あり  
［振・演］メルラン・ニヤカム　［出］スパカンファン

長塚圭史

8/5
㈮
6
㈯

18：00
14：00

19：30

ポストトーク開催予定。詳細はHPで

［作・演］長塚圭史
［出］安藤聖  川村紗也  黒木華  斉藤めぐみ  佐藤みゆき  
　　 伊達暁  中村まこと  中村ゆり  中山祐一朗  長塚圭史  
　    初音映莉子  平栗あつみ  福田転球  水野小論  横田栄司 　

9/15以降  ㈭・㈮19:00  
㈯・㈰13:00/17:00  （月・祝）18:00

コントユニット・シティボーイズの恒例ライブが、当劇場に登場。

アルテイソレラ
『愛こそすべて～華麗なるフラメンコ・レヴュー』



SPORTS 公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団
〒157－0074 世田谷区大蔵4－6－1   ☎3417－2811 　 3417－2813  　  
http://www.se-sports.or.jp/スポーツ はアイディクラブ協賛会員割引対象■ア

4

　　スキルウォーククリニック
6月25日㈯ 9：00～11：00
歩き方の基本を知り、健康ウォーキングをし
ましょう！日常生活の中から正しい姿勢づく
り。年齢問わず参加できます。
■対小学生以上　■￥大人1,000円、小・中・高
校生500円／先着60名　■締6月15日（必着）
■申ハガキ・FAXで総合運動場管理事務所へ
（〒157-0074大蔵4-6-1　☎3417-4276　
■FAX 3417-1734）

大蔵・千歳コース型フィットネス教室

7月～9月　3ヶ月継続して運動します。親
子体操・ヨガ・ピラティス・骨盤ストレッチなど。
一部託児サービスもあります。
※詳細はスポーツ振興財団ＨＰまたは各施
設に問い合わせ

①総合運動場　■￥ 7,200円～／定員はプ
ログラムにより異なる　■締先着順　※託児
サービス希望者は6月10日必着
■ア②千歳温水プール　■￥5,600円～／定員
はプログラムにより異なる　■締6月3日必着
①②■申ハガキ・FAXで各管理事務所へ
①総合運動場管理事務所（〒157-0074大蔵
4-6-1　☎3417-4276　■FAX3417-1734）
②千歳温水プール管理事務所（〒156-0055
船橋7-9-1　☎3789-3911　■FAX 3789-3912）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
①バスケットボール教室　6月7日～6月28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（中学生） 
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
婦人体操（月曜・水曜）、ヨガ（火曜・土曜）、
気功（木曜）、健康体操（金曜）
■申■問①大蔵第二運動場管理事務所（大蔵4-7-1
☎3416-1212 ■FAX 3416-1777）へ②はトレー
ニングルーム（☎3749-2223）へ※いずれも
先着、詳細はホームページをご覧ください。

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38回トリムのつどい
6月19日㈰ 10:00～　総合運動場体育館
■対区連盟加入クラブ及び区内在住・在勤・在学クラ
ブ　［内容］軽体操・リズムダンス・ゲーム　■￥無料
■申当日自由参加　 ■問区健康体操連盟・宮本
（〒157-0074　大蔵6-18-7-401☎3749-3406）
◆世田谷陸上競技会
7月2日㈯　総合運動場陸上競技場
［種目］中長距離　■対原則高校生以上　■￥1種目
1,000円／応募多数の場合抽選　■締6月9日（必
着） ■申所定の申込書を郵送またはFAXでスポーツ
振興財団へ。 ※種目、時間などの詳細は要項参照。

◆会長杯争奪なぎなた大会
7月10日㈰ 9:00～　代田小学校体育館
［種目］基本の部（小中高生の部）（一般の部）・
演技競技（段外の部）（有段の部）・個人試合（段
外の部）（有段の部）　■￥500円　■締 6月22日
（必着）　■申 ハガキまたはＦＡＸで区なぎなた連
盟・武田（〒157-0071 千歳台2-20-14
☎■FAX 5490-0640）へ
◆第61回世田谷区民体育大会
■ソフトテニス（壮年男女・一般男女・初級者・
中学男女）
①7月3日㈰②7月10日㈰③7月24日㈰④7月

コースレベル★★☆（一般向き）　集合時間6:50 出発7:00
⇒バス →徒歩 ［コース］世田谷区役所⇒練馬IC⇒（関越道）
⇒渋川伊香保IC⇒榛名湖畔→天神峠→氷室山→天目山→
七曲峠→松之沢峠→磨墨峠→ヤセオネ峠⇒渋川伊香保IC
⇒（関越道）⇒練馬IC⇒世田谷区役所（歩程約3時間30分）
■対18歳以上　■￥4,000円／抽選40名　■締6月5日（必着）
※弁当・水筒・雨具持参、軽登山靴着用（物品の貸し出しは
ありません）
※雨天の場合は中止・コース変更を行う場合があります

6月6日㈪～6月19日㈰
対象施設の受付にある用紙に似顔絵を
書いてご提出ください。
7月3日㈰まで館内で展示します。
似顔絵返却時に参加賞を差し上げます。
7月4日㈪～8月3日㈬
詳細については各施設にお問い合わせください。
総合運動場温水プール　☎3417-0017　■FAX3417-0013
千歳温水プール　☎3789-3911　■FAX3789-3912

募集期間
内 容

特 典

そ の 他

：
：

：

：

27日㈬⑤7月28日㈭⑥8月25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］①一般男子・壮年女子・成年女子②一般女
子・壮年男子・成年男子③シングルス・壮年Ⅱ部・らく
らく大会④中学生男子⑤中学生女子⑥高校女子　
■￥①②⑥400円③④⑤200円※③は壮年Ⅱ部のみ
400円　■締①②6月3日③④⑤⑥6月24日（必着）
■申所定の申込書で、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）
■ライフル射撃
7月17日㈰～10月9日㈰の内9日間 9:00～　
総合運動場エアーライフル場

［種目］ARS・ARP・AP・HR　■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 当日受付／各回先着24名　 ■問区ライフル
射撃連盟・佐田（☎■FAX 5477-6262）
■ゴルフ大会
７月21日㈭　太平洋クラブ御殿場ウエスト
［種目］18ホールストロークプレー（新ぺリア方式）
■￥3,000円（賞品代、保険料含む）・別途プレー代
17,550円　希望者は世田谷区大蔵第二運動場か
らバスが利用できます（3,000円）　■締6月21日（必
着） ■申ハガキまたはFAX（欄外記入例参照、生年月
日・バス利用の有無を明記）で区ゴルフ連盟・浜本（〒
158－0097　用賀3-27-7　☎■FAX 3709-0672）へ 

はホームページからも申込可能です　※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

父の日似顔絵展 日ごろの感謝の気持ちを込めて、
お父さんの似顔絵を書こう！

総合運動場温水プール
千歳温水プール

ハイキング「榛名山」6月26日㈰■ア

●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
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・氏名ハガキ・FAX・Eメール記入方法

関連トークイベント
1「DESIGN_素材と身体から」
6月25日㈯ 14：00～15：30　生活工房5Ｆ
建築やプロダクトにとどまらず、多彩に活動
し続ける黒川雅之氏。「素材と身体」をテー
マに、デザインに対する自身の考えを語って
いただきます。
■講黒川雅之（建築家・プロダクトデザイナー）
■￥500円／申込先着80名　■申Ｅメール（欄
外記入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ
2「未来のプロダクトデザインを考える」
７月２日㈯ 14:00～15:30　 生活工房５Ｆ
「日経デザイン」編集長である下川一哉氏に、
これまでの名作プロダクトデザインを紹介
いただくとともに、未来のプロダクトデザイ
ンの在り方について伺います。
■講下川一哉（日経デザイン編集長）　■￥500
円／申込先着80名　■申Ｅメール（欄外記入
方法参照、年齢も明記）で生活工房へ

連続セミナー第１回 眞田岳彦ディレクション
生命をつつむ未来繊維

衣 Ｆａｓｈｉｏｎ「身体化するファイバー」
5月28日㈯ 13：00～15：30　生活工房5Ｆ
先端繊維をテ
ーマに、企業や
専門家を迎え
て５つのカテゴ
リーのセミナ
ーから、私たち
の生命や暮ら
しの未来を考
える連続講座。
第1回目は防弾チョッキや新素材繊維等、私
たちの身体機能を広げる「衣Fashion」につ
いて探求します。※第2回「医療Medical」
7月23日㈯開催予定。

［詳細］生活工房HP
［企画］眞田岳彦（衣服造形家）　
■講水野伸介（日清紡テキスタイル株式会社）、
堀井二三男（株式会社廣瀬商会）　［聞き手］
吉川新吾（繊研新聞社）　■￥1,000円（学生
200円割引）／申込先着50名　■申Ｅメール
（欄外記入方法参照）か電話で生活工房へ

ITエンターテインメントセミナー特別編
「世田谷の歴史遺産・
駒沢給水塔を撮ろう！」 

6月5日㈰ 13：00～16：15　
生活工房5Ｆ⇔弦巻周辺
世田谷のまちを、
学んで撮る特別
企画。プロカメラ
マンから風景撮
影のコツやテク
ニックを学びなが
ら、デジタル一眼
レフカメラで駒沢給水塔を撮影します（敷地
内には入りません）。駒沢給水塔風景資産
保存会の方を案内役に、その歴史について
も探ります。写真は7月にギャラリーカフェく
りっく（キャロットタワー2階）にて展示します。
■￥5,000円(交通費別途)／申込先着20名
■講■申ソニーマーケティング㈱：☎0570-075-111

Ｌｉｆｅ ｉｎ Ｆｉｌｍ  Vol.１ 布と生活 
6月18日㈯・19日㈰　生活工房5Ｆ
ドキュメンタリー映像から、私たちの生活文化
の基層を探る連続企画です。第一回目は「布」
を取り上げ、織り・染め・刺繍の貴重な記録映
像から、「奄美の泥染」（1989年／31分）、「津
軽こぎん―高橋寛子―」（1978年／25分）な
ど7作品を紹介します。（1回70分前後の上映）
■￥１回券500円、3回券1,200円／各回当日
先着80名　［作品詳細＆上映時間］生活工
房HP参照　■申不要、直接会場へ

7つの海と手しごと<第1の海>
カリブ海とクナ族のモラ展

開催中～6月11日㈯ 9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー　 会期中無休
パナマのカリブ海
沿岸に暮らす先住
民・クナ族の女性た
ちが身にまとう、ア
ップリケ刺繍を施し
た民族衣装「モラ」。
モラ研究家である
宮崎ツヤ子さんの
コレクションから、
現地のモラ約50点
と写真、映像、立体
資料を展示し、クナ族の海の暮らしと手し
ごとをご紹介します。　■￥無料
※関連イベントあり、詳細は生活工房HP参照

Ｓｔａｃｋ-ｉｎｇ Ｄｅｓｉｇｎ
積み、重ねる、カタチ。

6月16日㈭～7月12日㈫ 11：00～19：00
3F生活工房ギャラリー＆生活工房４Ｆ　 
会期中無休
「便利」で「省ス
ペース」が大好き
な私たち日本人。
古くから重箱や
盆などの木製工
芸品の技術を伝える日本において、「積み」
「重ねる」工夫は生活を豊かにする知恵で
あり、私たちの身の回りには、スタッキング
チェアをはじめ、お皿やコップなど、収納性
や機能性を考慮した「積み」「重ねる」デザイ
ンが数多く存在します。本展では、デザイン
の視点から「積み」「重ねる」行為とその「カ
タチ」を考えます。 　■￥無料

企 画 展 関連トークイベント
「記録者の声を聞く―姫田忠義×伊勢真一」
6月19日㈰ 16：00～17：00　生活工房５Ｆ
上映作品の監督を招いてトークイベントを
開催します。
■講姫田忠義（民族文化映像研究所所長）、
伊勢真一（ドキュメンタリー映画監督）　
■￥300円（上映会の半券がある方は無料）／
当日先着80名　■■申不要、直接会場へ

朗読講座　豊かなことばの世界
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。
1水曜 7月6、20、27、8月3日
午前講座10：30～12：30　
午後講座13：30～15：30
作品：藤沢周平著「蝉しぐれ」
■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター）
2木曜講座 7月7、14、21、28日
各回13：30～15：30
＜はじめての朗読＞～初心者向け講座～
作品：星新一著「ふしぎな放送」　
■講金野正人（ＮＨＫ日本語センター）
3金曜講座 7月8、15、22、29日
各回13：30～15：30
作品：芥川龍之介著「蜘蛛の糸」　
■講古藤田京子（ＮＨＫ日本語センター）
いずれも生活工房５Ｆ
■￥20,000円（4回分）／申込先着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/

〈衣〉作品『人間化する被膜』

撮影者：黒田端

いのち

イメージ

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～6/11㈯

6/12㈰～7/9㈯ チンチン電車が走っていた街

Ｎｉｇｈｔ Ｆａｎｔａｓｙ（夜の幻想曲）

世田谷文化生活情報センター

生 活 工 房
〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅   
☎5432-1543 　  5432-1559 　  info@setagaya-ldc.net
http://www.setagaya-ldc.net/ 

ください


