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次回（1月２５日号）は「区のおしらせ」に折り込まれますM
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サド侯爵夫人
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鮮烈で香り高い作品に

ャロットタワーに劇場ができた時、自分が住む街に
劇場があることをとてもうれしく思いました。海外

の演劇を吸収したいとイギリスの演劇学校に通いました
が、そこで出逢った演劇人がたくさん世田谷へ来ていま
す。風通しが良く、自由な匂いのある劇場で、芸術監督
が芸術性のアンテナと公共性のアンテナをはりめぐらせ
ているからこそだと感じます。『サド侯爵夫人』は、伝統

の継承という使命を背負い生まれ落
ちた萬斎さんが、私たち６人の女優
の身体に血を通わせ、日本の財産
ともいえる三島由紀夫の世界をど
のように料理するのか――。生々しく
も香り高い作品にしたいです。が、
どんな香りがするかはまだわかり
ませんので(笑)、劇場でお楽
しみください。萬斎さんをサド
侯爵だと思い、皆さんと稽古に
臨みます。［談］

キ
『サド侯爵夫人』出演  神野三鈴  (女優)

かん    の     み    すず

世田谷パブリックシアターチケットセンター（10:00～19:00 年末年始休）　
☎5432-1515　http://setagaya-pt.jp

作：三島由紀夫　　演出：野村萬斎
出演：蒼井優　美波　神野三鈴　町田マリー 
　　　麻実れい ／ 白石加代子

詩情あふれる美文が精緻を極めた三島由紀夫戯曲
の真骨頂『サド侯爵夫人』。1965年初演時、その衝撃
的な内容から“事件”といわれました。かねてよりその
秀麗な文体に魅せられ、注目していた当劇場芸術
監督野村萬斎が演出を手掛けます。600年の歴史を
誇る能・狂言の継承者として日本語の響きの美しさを
知る萬斎が、圧倒的な存在感を放つ6人の女優陣を
迎えて挑みます。

あらすじ
舞台は、絶対王政が爛熟を極める18世紀末
のパリ。数々の乱行により逮捕、脱獄を重ね、
残酷かつ放蕩なスキャンダルがつきまとうサド
侯爵をかばい、貞節を貫くサド侯爵夫人・ルネ
（蒼井優）。体裁や道徳を重んじる母・モントル
イユ夫人（白石加代子）は別離を企てるが、ル
ネの決意は固く、苛烈な対立が続く。フランス
革命勃発後、夫がついに牢獄から解放された
ことを知ると、ルネは不可解な行動をとる……。

演出ノート
能・狂言には日本語をしっかり語るという概念がありますが、近現代の日本の戯曲に
そういうものはないかと考えた時に三島由紀夫の作品に出会いました。
本作は三島の重厚な文体が際立ち言葉が主役ともいえる戯曲です。
今回は「言葉による緊縛」を演出の中心に据え、6人の女優とともに
言葉から立ち上がるゆるぎない世界を描き出したいと思います。　　　　　　　　　

前売
開始

せたがやアーツカード会員先行発売（要事前登録）　2012年1月28日㈯
一般発売　2012年1月29日㈰

チケットの
お申込み

●一般　S席7,500円　A席5,000円　★プレビュー公演　S席6,500円　A席4,000円
●高校生以下　一般料金の半額（世田谷パブリックシアターチケットセンターのみ取扱・要年齢確認）
●Ｕ２４　一般料金の半額（世田谷パブリックシアターオンラインチケットのみ取扱・要事前登録・枚数限定）

チケット料金（全席指定・税込）
※未就学児童入場不可●せたがやアーツカード会員割引　S席7,200円（本公演・前売りのみ）

世田谷区民の方ならぜひ１枚！入会・年会費無料でお得なアート生活があなたのものに！美術鑑賞もチケットもセミナーもこのカードで楽しめます。
※2012年1月より「世田谷区民割引」は「せたがやアーツカード会員割引」になります。

「せたがやアーツカード」は装いも新たに生まれ変わります！

2012年
3月6日（火）～3月20日（火・祝） 

世田谷パブリックシアター
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詳しくは5ページをご覧ください

photo 篠山紀信

★プレビュー公演
■視覚障がい者のための事前舞台説明会あり
　（要申込・無料・本公演チケットをお持ちの方）

★ ★ 休
演

休
演

■

photo 久家靖秀

詳細は7ページをご覧ください。

『サド侯爵夫人』演出　野村萬斎 



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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TOPIC!

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

2011年12月25日号

■申事前申込不要。直接会場へお越しください。

大竹英洋写真展
「北の森  ノースウッズの世界」

2012年1月8日㈰～28日㈯
粕谷区民センター１階ロビー（世田谷区粕谷4-13-6
9：00～22：00　第2、4月曜休館）
北アメリカに広がる原生林「ノースウッズ」の表情豊
かな四季を、現地で１０年以上写真を撮り続けてい
る写真家・大竹英洋さん
の写真でご紹介します。
主催：「移動文学館－子ど
も×創造体験プロジェク
ト」実行委員会　■￥無料

友の会との共催講座
『坂の上の雲』では描かれなかった日露戦争
2012年2月4日㈯ 14：00～　1階文学サロン
■　講半藤一利（作家）■￥一般700円 ■申1月21日（必着）まで
に往復ハガキ（P8欄外記入方法参照）で当館友の会まで。

特集  萩原葉子～出発に年齢はない～
開催中～2012年1月29日㈰　1階展示室
■￥一般200円／大・高生150円／65歳以上、中・小生、
障害者100円　※団体割引あり

第31回 世田谷の書展
2012年1月14日㈯～29日㈰　1階文学サロン
■￥無料

関連企画　会場：1階文学サロン
■鑑賞講座
出品書家が、見所や作品を分かり易く解説します。
（各回とも14：00～15：00）
①2012年1月20日㈮
■　講泉原壽巖（日展会員）
②2012年1月21日㈯
■　講池亀壽泉（読売書法会理事）
③2012年1月22日㈰
■　講後藤俊秋（毎日書道展審査会員）
■￥無料／各回とも当日先着30名　

常 設 展

撮影：大竹英洋

世田谷文学館は、2012年1月3日㈫まで、館内整備等のため休館しております。

応募総数＝344名（敬称略）
●詩（応募者数81名）
　一席／萩野洋子　二席／小野眞由子　三席／田中喜美子、久村美記
●短歌（応募者数85名）
　一席／石川佳世　二席／真鍋真悟　三席／藤森成雄、上岡智花子

●俳句（応募者数106名）
　一席／川　房子　二席／長谷川瞳　三席／南万里子、鳥山ひろし

●川柳（応募者数72名）
　一席／柏崎澄子　二席／城内光子　三席／望月皓美、岩崎能楽

第31回  世田谷文学賞入賞者

上記入賞者の作品は「文芸せたがや」31号（2012年3月発行予定、税込
500円、世田谷文学館にて販売。通信販売あり。）に掲載します。

魔法のことば「ミソヒトモジ」（31文字）の
タネから、素敵なウタの花を!短歌は初め
て･･･のあなたもＯＫ。「ケータイ短歌」の
生みの親、天野さんの親切指導付きだよ！
2012年2月19日㈰  11：00～15：30
活動場所：世田谷文学館
■講天野慶（歌人）　■対 中学・高校生　
■¥ 無料／抽選20名　
■締2012年2月4日（必着）

チーム対抗
短歌合戦！

「星空たんけん 作家・野尻抱影の足跡を
たどって」
区立教育センターを訪ねて、星座について学ぼ
う。そのあとは、星の研究家で作家の野尻抱影
ゆかりの地を訪ねます！
2012年1月14日㈯  10：00～16：00
活動場所：区立教育センター  ほか
集合解散：世田谷文学館

■対 小・中学生　■¥ 交通費 小学生260円・
中学生520円／抽選10名　
■締12月27日（必着）

はくぶつかん
たんけんシリーズ

中高生のことのははくぶつかん
対象：中学・高校生

子ども文学さんぽ
対象：小・中学生

「民話・昔話さんぽ ― 岡本村の金の火の
玉は救い神」
文学作品を素材にした野外活動です。民話に書
かれた土地を散策し、作品のイメージを、自分た
ちの五感で感じてみよう！
2012年2月25日㈯  10：00～16：00
活動場所：岡本公園民家園  ほか
集合解散：二子玉川駅
■対 小・中学生　■¥ 無料／抽選10名　
  ■締2012年2月10日（必着）

せたがや
フシギはっけんシリーズ

「やってみたい ＋ たんけんしたい を 
かたちにしよう！」
代々木公園でオリエンテーリン
グをしながら、「やってみたい活
動プラン」、「ゆめの子どもさん
ぽ」を考えます。
2012年3月3日㈯  9：30～16：30
活動場所：国立オリンピック記念青少年総合セン    
                    ター・代々木公園
集合解散：世田谷文学館
■対 小学3年生～中学生　■¥ 交通費 小学生
300円・中学生560円／抽選10名　
■締2012年2月18日（必着）

みんなでつくる　
子ども文学さんぽ

会員向けに講座・講演会・文学散歩などの開催、会報や文学館情報の提
供を行っています。詳しい内容や入会方法はお問い合わせください。
●特典…世田谷文学館の観覧料割引や講演会（一部）の優先参加など。
●会費…年会費1,000円
■　問 世田谷文学館友の会　☎5374-9111（文学館代表）

世田谷文学館   友の会 会員募集

全国の文学館で初の、連続子どもワークショップ「子ども文学さんぽ」や、
中学・高校生を対象にしたプログラムまで盛りだくさん！
ぜひ、ご参加ください。

各締切日までに往復ハガキ（P8欄外記入方法参照、連名可、参加者の年齢
も明記）で当館「ジュニア担当」まで。申込方法

世田谷文学館の
こどもワークショップ
参加者募集中！

の  じり ほう えい

■水道局指定工事店　東京都水道局 - 第 7969 号
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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。

世田谷美術館分館宮本三郎記念美術館では、世田谷美術館収蔵品から、日本を代表する写真家・
荒木経惟（1940～）の60年代から90年代の作品を、2回の会期に分けて展示しています。テーマは、
人と街。Ⅰ期のハイライトは60年代の作品、とりわけ1965年の初個展で発表された作品《さっちんと
マー坊》です。下町で遊び回る子どもたちを撮ったその作品は、子どもの視線に荒木の眼ざしが
同化するかのような一体感があり、見るものを
引きこむ力に満ちています。
Ⅱ期では、80年代後半から90年代前半の作品
が中心となります。Ⅰ期とⅡ期合わせて足をお運
びいただき、東京という巨大な街の移り変わりと、
その中で生きる人々の姿をご覧ください。

TOPIC!

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

抽象の風Ⅱ
開催中～2012年3月20日(火・祝)
具体的な「かたち」や「色」ではとらえきれな
い世界を探求することで生まれてきた抽象
的な表現に対峙し続けた作家の作品15点
をご紹介します。
出品作家：清川泰次、桑原盛行、堂本尚郎、
堀内正和ほか

向井潤吉と同時代の画家たち
開催中～2012年3月20日（火・祝）
本展では、宮本三郎、小堀四郎、後藤禎二、
内田巌などの作品を展示し、世田谷の美術
家たちの交流もご紹介します。

音広場・番外編 
「ニューイヤーコンサート」
2012年1月14日㈯ 19：30～20：30 （開場19：00）
新春の美術館で、弦楽四重奏の調べをお楽
しみください。
曲目：モーツァルト 喜遊曲（ディベルティメン
ト）ニ長調、ハイドン  弦楽四重奏曲 ハ長調、
ベートーベン  弦楽四重奏曲 ハ短調 
■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

宮本三郎記念美術館と地域の会共催
人ひろば vol.15

 「世田谷の水の路について」
2012年2月26日㈰ 14：00～15：30（開場13：30）
世田谷区内の小河川、緑道等の現在の姿を
解説していただきます。小河川の目的の移り
変わり、下水道との関係、灌漑用水の姿など。
■　講宮下正雄（せたがやトラストまちづくりボ
ランティア）　■￥ 500円／申込先着50名

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

INSIDE /OUT
黒沢美香ソロダンス『鳥日』
2012年1月18日㈬～22日㈰
各日とも　開演15：00～（開場14：45）
（上演時間約60分）
会場：瀬田四丁目広場　旧小坂家住宅
（世田谷区瀬田4-41-21）
「建築と身体」がテーマのパフォーマンス・
シリーズを美術館近くの文化財「旧小坂家
住宅」で展開します！
振付・構成・出演：黒沢美香（ダンサー、振付家）
■￥予約・当日とも2,500円／先着各回25名
■申予約受付中。世田谷美術館HPまたは電話にて
※ただし毎月曜（2012年1月9日を除く）、12月
29日～2012年1月
3日・10日を除く
［共催］NPO法人
Offsite Dance Project

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

向井潤吉
《水辺の曲り家》

1976年

■申宮本三郎記念美術館へ往復ハガキ、Eメ
ール（P8欄外記入方法参照）で、または直接ご来
館（17：30まで）の上、「イベント」係へ　
※1通につき1イベント、2名まで
　  miyamoto.event@samuseum.gr.jp

荒木経惟 ― 人・街 ― 
Ⅰ期：開催中～2012年1月9日（月・祝）
Ⅱ期：2012年1月14日㈯～3月20日（火・祝）

［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）、年末年始　■¥ 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

宮本三郎記念美術館
〠158-0083  世田谷区奥沢5-38-13　
☎5483-3836

中学生・小学生は土、日、休日、冬休み中、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設　●向井潤吉アトリエ館　●清川泰次記念ギャラリー　●宮本三郎記念美術館

荒木経惟《東京物語》  1988年

荒木経惟《冬へ》  1990年

荒木経惟《さっちんとマー坊》  1963年

世田谷美術館は、7月1日より来年3月30日まで、改修工事のため休館中ですが、分館にて所蔵作品を紹介する展覧会を開催しております。

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢5-38-13
交通：東急目黒線「奥沢」駅より徒歩8分、東急大井町線 
「九品仏」駅より徒歩8分、東急大井町線・東横線 「自由
が丘」駅より徒歩7分
※開館時間、休館日、料金は下記の分館基本情報をご覧ください。

展示風景　撮影：光川十洋

募集
［応募資格］世田谷区もしくは群馬県川場村 
在住・在勤・在学のアマチュアの方（年齢不問）
［作品受付］※受付会場が例年と異なります。
①世田谷文化生活情報センター5階会議室
A、B（世田谷区太子堂4-1-1／キャロットタ
ワー内）
2012年1月8日㈰・9日（月・祝）10：00～16：00
②指定各写真店
1月各店舗年始営業開始日～9日（月・祝）
各店舗営業時間内
［審査員］秋山亮二（写真家）、茅野義博（写
真家・女子美術大学教授）
［展覧会］2012年3月31日㈯～4月8日㈰ 
世田谷美術館区民ギャラリー  最終日に表
彰式あり
※詳細は世田谷文化生活情報センター、各写真店、
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。（申込書は、世田谷美
術館HPの新着情報からもダウンロードできます。）

第21回 世田谷区民写真展作品

世田谷美術館   友の会 会員募集

世田谷美術館分館
宮本三郎記念美術館

■1月のギャラリートーク
「荒木経惟の《東京物語》」
2012年1月14日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要
　

（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

小坂登日本画個展開催中～12/25
写真展～乙女たちの好奇心～20121/  9～  1/15
世田谷美術大学23期生展1/17～  1/22
花の旅  酒井ゆみ子日本画展1/24～  1/29

会員向けに、油彩やデッサンなどの実技講座・企画展鑑賞会・美術館巡りなどの開催、会
報や美術館情報の提供を行っています。
●特典…世田谷美術館及び分館（向井館等）の無料観覧、提携美術館の観覧料割引など。
●会費…入会金：1,000円　年会費：成人4,000円（その他学生、家族、法人会員などがあります。）
■　問 世田谷美術館友の会事務局  ☎3416-0607　      http://setabi-tomonokai.jp

※展覧会情報は上記トピックをご覧ください。

★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￥

世田谷美術館休館中の企画

とり     び

世田谷美術館臨時職員募集
■

【募集内容】入館者受付・案内、作品監視、入
場券販売、ショップ販売　【募集人数】20名
程度　【採用予定日】2012年4月1日（3月
中に研修あり）　【応募方法】募集要領をご
確認の上、申込書及び必要書類を郵送して
ください。募集要領・申込書は世田谷美術館
HPからダウンロードできます。世田谷美術
館を除くせたがや文化財団各施設の受付で
も配布いたします。【応募締切】2012年1月
15日（消印有効）

年末年始休館  12月29日㈭～1月3日㈫

旧小坂家・寝室
資料提供：

㈶世田谷トラストまちづくり



日本の伝統文化と歳時記vol.2
感謝をつなぐ祝いの決まりごと

～包む・結ぶ・折る
開催中～2012年1月29日㈰ 9：00～20:00
3F生活工房ギャラリー　※年末年始（12月
29日～1月3日）を除き会期中無休

祝福の華やかな場面が多くなる季節、日頃
の感謝をより豊かに表現する「決まりごと」を
知って、自分らしい贈答を演出してみません
か？　本展で紹介する「折形」は室町時代の
武家礼法のひとつで、ものやお金などを贈る
際の折り包みの礼法です。「礼の心」の表現
として、その造形美とともに伝承されてきた

企 画 展
日本特有の文化でもあります。誕生・入学・結
婚の祝い包みなどの贈進紙幣包みや、お箸
や粉（胡椒・胡麻）などの小物包みなど、歳時
記にあわせた折形をご紹介します。 
■￥無料　 ［企画］㈲アイ・エイチ ファクトリー

ドキュメンタリー上映会
Ｌｉｆｅ ｉｎ Ｆｉｌｍ Vol.3 紙にこめる
2012年2月18
日㈯・19日㈰ 
12：30～18:30
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3回目は「紙」
を取り上げ、『薩摩の紙漉き』（1990年／30
分）、『神と紙 その郷のまつり』（1993年／58
分）など7作品を上映します（1回60分前後）。
19日は監督を迎えてトークイベントも開催
（詳細は生活工房ＨＰにて案内）します。
■￥１回券500円、3回券1,200円／各回当日
先着80名　■申不要、直接会場へ

■紙に神がおりてくる。日本の白い切り紙
をつくる
2月25日㈯ 17：00～19：30　太子堂八幡神社
上映作品にまつわるワークショップを開催。
神社を会場に、紙と神のつながりや伝統の
切り紙を学び、清々しいかたちをつくります。
■講下中菜穂（造形作家＋もんきり研究者）　
■￥3,000円／抽選20名　■対中学生以上　
■申2月15日(必着)までに、年齢も明記のうえ
往復ハガキかEメール（P8欄外記入方法参
照）で生活工房へ

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。ご都合に合わせ
て受講曜日をお選びください。
1水曜講座　2012年2月1、15、22、29日
各回10：30～12：30 〈名作を読む〉 
作品：宮沢賢治著「注文の多い料理店」 　
■講岩井正（NHK日本語センター）
2木曜講座 2012年2月2、9、23、3月1日
各回13：30～15：30  

作品：太宰治著「走れメロス」　
■講金野正人（NHK日本語センター）
3金曜講座　2012年2月3、10、24、3月2日
各回13：30～15：30 〈はじめての朗読〉
（初心者向け講座）
作品：椋鳩十著「片耳の大シカ」　
■講青沼郁夫（NHK日本語センター）
いずれも生活工房５Ｆ　■￥20,000円（4回
分）、アーツカード会員は18,000円／定員
15名　■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/

留学生の写真展
12月25日㈰～2012年1月28日㈯  時間帯
は下欄参照　２Fギャラリーカフェくりっく
世田谷に住む留学生たちは、日々どんなも
のを見て、感じて、暮らしているのでしょう。
彼らがカメラで切り取った世田谷、東京、日
本の写真を展示します。　［協力］ＳＵＮＵＳ

関連ワークショップ

連続セミナー　眞田岳彦ディレクション 生命をつつむ未来繊維
いのち

　衣服造形作家・眞田岳彦氏とともに、先端繊維を通じ
て「生命」や「未来の豊かな暮らし」を考える連続セミナー

企画―。これまで３回にわたり、「衣」「医療」「食」をテーマに先端
繊維の専門家をお招きして、その多様な用途や今後の展望についてレク
チャーして頂きました。また眞田氏もテーマに合わせて繊維素材の作品を
発表してきました。
　身体を守る防護服や高い吸収力を実現した紙おむつ、河川水を飲料水
に変えるろ過膜など、先端繊維を用いた製品や技術は、今日の私たちの暮
らしに欠かすことができません。そしてその可能性は未来の暮らしに大きく
関わってくるといえそうです。セミナーは残すところ「移動」「住」の２回とな
りました。身近に溢れる先端繊維の知られざる
世界をのぞいてみませんか？　
［企画］眞田岳彦（衣服造形家）

2012年1月28日㈯ 13：00～15：30　生活工房４Ｆ
高い強度と軽量を実現した炭素繊維は様々な乗り物に利用される注目の繊維です。新幹線などを
手がけるデザイナーの福田哲夫氏、炭素繊維の研究開発を行う東邦テナックスの石山孝二氏をゲ
ストに迎え、先端デザインの現場から見た移動と繊維の関係や炭素繊維が可能にした航空・宇宙分
野での発展についてお話し
頂きます。
■講福田哲夫（インダストリア
ルデザイナー）、石山孝二
（東邦テナックス開発研究
所 所長）、吉川新吾（繊研新
聞社）　■￥1,000円（学生
800円）／申込先着50名

第3回のテーマ「食」に合わせて作られた眞田岳彦氏
の作品。新潟産の稲穂を原料とした先端技術素材を
使用し、農耕で営みを続けてきた日本人の感覚と記
憶をたどり、稲穂から得てきた豊かな心や自然の中
で生命を育み、恵みを得る喜びを呼び起こします。

移動 Transport第4回

■申電話かＥメール（P8欄外記入方法参照）で生活工房へ

眞田岳彦　作品 『プレファブコート・ライス』

2012年2月18日㈯ 13：00～15：30　生活工房４Ｆ
ドーム球場やスタジアムなど大空間建築を支える膜構造など、建築の世界でも繊維は資材として用
いられています。建築材料の研究開発を長年続ける竹中工務店の大野定俊氏、国内外で膜構造建
築を数多く手掛ける太陽工業の斉藤嘉仁氏をゲストに迎え、建築分野で活用される繊維や膜構造
建築の可能性についてお
話し頂きます。
■講大野定俊（㈱竹中工務店）、
斉藤嘉仁（太陽工業㈱）、吉
川新吾（繊研新聞社）
■￥1,000円（学生800円）／
申込先着50名

これまでの様子

『薩摩の紙漉き』

第3回 「食」
色水をろ過膜のついた注射
器で吸い上げ、透明の飲料
水にする実験

第2回 「医療」
最新の紙おむつの吸収力
を確かめる実験

第１回 「衣」
刃物などから身を守る防
護服を試着

人が移動するためのファイバー

住 Architecture第5回 人と空間を包む繊維

草花包み

新幹線N700系エアバスA380

東京ドーム繊維補強材

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/ 

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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年末年始休館 12月２９日㈭～1月3日㈫

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

2012/ 1/29㈰～ 2/25㈯ 塚原俊彦ガッシュ展
―宮沢賢治第二集―

12/25㈰～2012/1/28㈯ 留学生の写真展



2012年1月より「世田谷
区民割引」は「せたがや
アーツカード会員割引」に
なります。世田谷パブリッ
クシアターチケットセン
ター取扱のせたがやアー
ツカード会員割引・先行
発売を利用するには「せ
たがやアーツカード」の会
員登録が必要です。

世田谷パブリックシアター友の会会員先行予約・割引あり
2012年1月より、世田谷区民割引は、せたがやアーツカード会員割引になります。詳細は下記をご覧ください。

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世田谷パブリックシアターチケットセンターへ車椅子スペースあり（定員有・要予約）

せたがや名曲コンサート
ベートーヴェン 交響曲第９番ニ短調「合唱付き」
はＰ7「前売情報」をご覧ください。

このページのチケットの申し込み・お問い合せは、世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515へ。

「カルテット・スピリタス」
サクソフォン四重奏

「落語と音楽」
～小三治師匠とモーツァルトの
素敵な関係？！～

室内楽シリーズ

大石将紀サクソフォンリサイタル 「せたがやジュニアオーケストラ」団員募集

※本公演は公共ホール音楽活性化事業の支援を受けています。

異分野とのコラボレーション企画

世田谷区民の皆様、お得にアートに親しめる方法、ありますよ。「せたが
やアーツカード」は持っているだけであなたの生活に「アート」が加わりま
す。しかも入会＆年会費無料！「せたがやアーツカード」で地元でお得に
“好奇心”を満たしませんか？

◆特典
◎世田谷パブリックシアター／音楽事業部
●アーツカード会員割引チケットを電話・パソコン・携
帯電話で予約ＯＫ！　※一部の公演を除く
●一般発売日にさきがけての先行予約・窓口購入がＯＫ！
※一部の公演を除く

◎生活工房
●セミナー、ワークショップの受講料を割引！
※一部のセミナー、ワークショップを除く

◎世田谷美術館
●企画展観覧料を４名まで団体料金に割引！
※一部企画展を除く

◎世田谷文学館
●企画展観覧料を４名まで団体料金に割引！
※一部企画展を除く

◎せたがや文化財団各施設のお得で耳寄りな情報を
メールマガジンでお届け！（ご希望の方のみ）

　　　　　 2012年2月4日㈯　
玉川髙島屋Ｓ・Ｃアレーナホール

17:00開演 (16:30開場)

カルテット・スピリタス
イブニング・コンサート

2012年3月2日㈮ 19:00開演（18:30開場）　成城ホール

■￥区民 2,800円（前売りのみ）
　 一般 3,000円　※未就学児童入場不可

■￥一般 1,500円
　子ども(小～高校生) 500円
　※未就学児童入場不可

■￥区民 3,000円(前売のみ)
　一般 3,500円
　子ども（小～高校生） 1,500円
　※未就学児童入場不可

クラシックからジャズまで変幻自在でアイディア
あふれる演奏。親しみやすいトーク。
大人から子供まで、すべての人を魅了します。

12/18に第2回定期演奏会を終え、好評を博した「せたがやジュニアオー
ケストラ」。新規の団員を募集します。
対象 世田谷区在住・在学の高校3年生以下（2012年4月時点）であるこ
と。その他、楽器ごとに条件あり。
活動 2012年４月8日㈰から
募集 2012年2月（予定）
オーディション 2012年3月初～中旬頃
※募集の詳細については、2012年1月
24日以降にHPまたは募集チラシをご
覧ください。　　　　　■問音楽事業部

［出演］大石将紀(サクソフォン)　沢木良子(ピアノ)
［曲目］ヤコブTV：ガーデン・オブ・ラブ 
　　　B.ヴィヴァンコス：現代奏法の為の練習曲集より「蚊」　他

※曲目は予告なく変更する場合があります

落語界の重鎮・小三治師匠をお迎えし、進
行役の池辺音楽監督と音楽談義を繰り広
げます。師匠のリクエストを中心に、本格
的なアンサンブル演奏もお楽しみに！

新進サクソフォン奏者・大石将紀が世田谷に登場！ 映像と共におお
くりするヤコブＴＶ「ガーデン・オブ・ラブ」をはじめ、“現代音楽”のス
ペシャルメニューをご用意しました。目で耳で、遊びゴコロのたくさ
ん詰まった現代音楽の世界をお楽しみください。 チケット

発売中

チケット
発売中

※曲目は予告
なく変更する場
合があります

チケット
発売中

アートを楽しもう！
「せたがやアーツカード」は
世田谷区民のためのカードです

◆申込対象者　世田谷区に在住の15才以上の方
◆今すぐお申込みを！
①窓口で・・・（受付窓口：世田谷パブリックシアターチ
ケットセンター、世田谷美術館１Ｆ受付、世田谷文学館
３Ｆ事務室）※美術館は3月30日まで・文学館は1月3日まで休館中。
②ファックスで・・・（■FAX５４３２－１５５９）
③郵送で・・・（郵送先：せたがやアーツカード事務局）
※お申込みには所定の申込用紙（アーツカードチラシの
裏面またはホームページからダウンロード）をご利用くだ
さい。
※お申込みにはご本人の住所が確認できる書類（運転免
許証、各種健康保険証、住民基本台帳カード（写真付）、住
民票などの写しなど）のご提示または写しが必要です。
○ご利用には、申込みより3日程度かかる場合がご
ざいます。
○有効期限　３年間（カードに表記）
詳しくはチラシ・ホームページをご覧ください。

◆お問合わせ先　公益財団法人せたがや文化財団　せたがやアーツカード事務局
世田谷区太子堂４-１-１ キャロットタワー５階 （10時～19時） 年末年始を除く

☎５４３２-１５４８　■FAX５４３２-１５５９　■HPhttp://www.setagaya-bunka.jp/artscard/

入会・年会費無料

全席
指定

全席
指定

全席
指定

大石将紀 沢木良子

池辺晋一郎

柳家小三治

親子で楽しめる60分のコンサート
11:30開場（11:00開演）

■￥一般 1,000円 
　子ども（０歳～小学生） 無料
　※お子様の入場には
　「入場整理券」が必要です。

同日
開催 ［曲目］アンパンマンたいそう

　　　ジブリメドレー 他

全席
自由

［曲目］ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー
　　　シフリン：燃えよドラゴンのテーマ　他

柳家小三治(噺家)、池辺晋一郎（作曲家）、
石岡久乃（ピアノ）、伊藤 圭（クラリネット）、
白井 篤（ヴァイオリン）、
齋藤麻衣子（ヴァイオリン）、
村松 龍（ヴィオラ）、宮坂拡志（チェロ）、

［出演］

［曲目］オール・モーツァルト・プログラム

※落語の
公演では
ありません

2012年3月20日（火・祝） 
15:00開演（14:30開場）
北沢タウンホール

０歳から
ＯＫ！

2012年1月22日㈰ 14:00開演

TOPIC!

5 2011年12月25日号

〒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/

世田谷文化生活情報センター

音楽事業部

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。

★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￥

年末年始休館 12月２９日㈭～1月3日㈫



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。

62011年12月25日号

こどもの劇場2012『狼たちの午後 ―Hungry Like a W
olf―』2012年3月23日

㈮～27日㈫
世田谷パブリックシアター

シアタースケジュール

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 313029282530 312927 28 2711/

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。

世田谷パブリックシアター
12/25～1/31 古武道忘年会

『師走の協奏曲
（コンチェルト） Vol.3』

シス・カンパニー公演『その妹』　
［作］武者小路実篤　[演]河原雅彦　
[出]市川亀治郎  蒼井優  秋山菜津子  段田安則  他
■問シス・カンパニー☎5423-5906

〒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

とびきり楽しいダンスパフォーマンスの待望の再演です（2010年初演）。「3匹のこぶた」や
「赤ずきんちゃん」の童話をモチーフに、クイズやコント、歌も交えて、大人たちがエンジン全開！
舞台で真剣に遊びます。客席のみなさんも一緒に遊びましょう。こどもたちを対象としたダンス・
ワークショップも開催。ダンスのカッコよさと楽しさを存分に味わってください。

ミュージカル
『プリンセス・バレンタイン2～ROCK！PRINCESS～』

『大方斐紗子
エディット・ピアフに捧ぐ』

日韓友好 TOKYOドラマフェスタ Vol.13
第53回 東京私立中学高等学校演劇発表会（全席自由、入場無料）　
■問実行委員会☎3946-4434（京華学園）※託児サービスなし

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.4

①世田谷シルク『渡り鳥の信号待ち』 ②演劇ユニット てがみ座『乱歩の恋文』

TOPIC!

未就学児童は要保護者同伴。
4歳未満入場不可。

未就学児童
入場不可

［構成・映像・振付・出演］近藤良平
［出演］青田潤一　石渕聡　オクダサトシ　勝山康晴　鎌倉道彦　
ぎたろー　古賀剛　小林顕作　スズキ拓朗　田中たつろう　
橋爪利博　平原慎太郎　藤田善宏　山本光二郎

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

■¥ 区民 S席 4,200円　
一般 S席 4,500円　A席 3,000円　
4歳～高校生 一般料金の半額（当日要年齢確認）

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

■¥各公演　区民 2,300 円　
一般 2,500円　2劇団セット券 4,000円（※セット券は枚数限定。店頭、Telにて前売のみ取扱）

19：00
14：00

3/23
㈮
24
㈯
25
㈰
26
㈪
27
㈫

こどもの劇場２０１２コンドルズ
「こどもダンスワークショップ」開催！

シアタートラム ネクスト・ジェネレーションシアタートラム ネクスト・ジェネレーション
地元を中心に若手演劇人の育成を目指してスタートした企画も今年で4年目。第2回
世田谷区芸術アワード“飛翔”の受賞者公演として、脚本・演出・俳優・ダンス・宣伝美
術など多彩な才能を発揮する堀川炎主宰の「世田谷シルク」。そして、当企画46団体
の応募から選ばれた、心の機微を繊細に紡ぎ出す注目の劇作家・長田育恵率いる
「演劇ユニット てがみ座」による独創性あふれる2作品をお届けします。

 vol.4

美術家、写真家としても活躍するフランスの鬼才ナジがお
くる唯一無二のダンスパフォーマンス。世界中の観客に衝撃
と感銘を与えています。今回は、ナジの絶大な信頼を得る
ジャズミュージシャン、アコシュ・セレヴェニと競演。驚きと
不思議な懐かしさに溢れる奇想天外な舞台は必見です。

チケット発売中

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

■¥区民 4,000 円　
一般 4,300円　ペア 7,000円　 未就学児童

入場不可

ジョセフ・ナジ振付・出演『カラス／Les Corbeaux』

この男、鳥になる

会員向けに、公演のスケジュールやチケットの前売情報が満載の会報誌を
毎月お届けいたします。
●特典…世田谷パブリックシアター、シアタートラムでの公演（一部）
　チケットの先行予約／割引。企画イベントへのご招待またはご優待など。
●会費…入会金500円　年会費…3,000円（その他特別会員、賛助会員があります。）
■　問 世田谷パブリックシアター友の会事務局  
☎5432-1524（10:00～17：00  土日祝休） 　　http://setagaya-pt.jp/

世田谷パブリックシアター
 友の会（SePT倶楽部）  会員募集

1/7・2/4・3/3
1/14・2/11・3/10
1/21・2/18・3/17
1/28・2/25・3/24

探検！フィジカルシアター
コンテンポラリーダンスってなんだろう！？
ラップに挑戦！言葉で遊ぼう
日本の伝統芸を体験！

■講木村早智（俳優・演出家／Frying Eye主宰）
■講山田珠実（振付家・ダンサー）
■講秋山耕太郎 （高校でラップを指導する現役ラッパー）
■講丸一仙翁社中（江戸太神楽）

第1週目
第2週目
第3週目
第4週目

土曜 劇場プレイ・パーク
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、さまざまな体験プログラムを開催しています。

2012年 1月～3月のプログラム　10：00～12：00
劇場で遊んでカラダと心をぽかぽかに！

集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階）※動きやすい服装でお越しください。持ち物など詳細は劇場HPをご覧ください。
■￥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）　※未就学児童参加不可。
■申世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515またはＨＰから　 ■問劇場

撮影 伊藤雅章　

撮影 奥山郁

❶ 2012年1月19日㈭～1月22日㈰

世田谷シルク 『渡り鳥の信号待ち』
1/19
㈭
20
㈮
21
㈯
22
㈰

19：00
14：00

19：30

チケット発売開始

区民 12/25㈰　一般 2012/1/15㈰

田中たつろう
光二郎

ポストトークあり　

チケット発売中

12/29～2012/1/3
休館日

1月21日㈯～3月24日㈯　全13回＋3月25日㈰発表会
[進行役] 瀬戸山美咲（劇作家、演出家／ミナモザ主宰）
■¥ 5,000円／先着15名　

参加可否の結果は全員にお知らせします

『地域の物語』とは――世田谷を歩いて取材し、地域を
見つめ直し、さまざまな物語を掘り起こし、演劇
やダンス作品をつくりあげるワークショップ。
作品はシアタートラムの舞台で発表します。
今年のキーワードは「1960年代の世田谷」です。

世田谷パブリックシアター稽古場等

1
[進
■■■

劇
。

す。すす

■締1/12㈭ ■申①希望コース②氏名（ふりがな）③住所④電話番号⑤年齢⑥職業⑦ひとこと、を書いて、担当まで郵送か
ファックス、またはHPから。　■問劇場「地域の物語」担当☎5432－1526　※詳細は劇場HPをご覧ください。

Bコース「1964消えた○△□」 

平日昼間に開催。子育て中、お仕事リタイアされた方大歓迎。
1月20日㈮～3月24日㈯ 全11回＋3月25日㈰発表会
[進行役] 山田珠実（振付家、ダンサー）
■¥ 3,000円／先着15名

Cコース「カラダの未来」

Aコースは開催中です！

撮影 HARU 前回公演より

2012年3月25日（日）17：00～  ■講コンドルズ選抜メンバー  ■対小学生（おひとりでも参加できる方）
■￥500円／定員約30名　※申込方法、詳細は１月末頃、劇場HPに掲載予定です。

2012年2月15日㈬～17日㈮　各日19：30開演
★16日㈭ポストトークあり　世田谷パブリックシアター

撮影 Tadeusz Paczula

［脚］長田育恵　　
［演］扇田拓也（ヒンドゥー五千回）　
［出］尾﨑宇内　福田温子　西田夏奈子　岡野暢　
稲葉能敬　和田真季乃　宮沢大地　境宏子
久我真希人　金原直史　石井純　中村シユン

1/26
㈭
27
㈮
28
㈯
29
㈰

19：00
14：00

❷ 2012年1月26日㈭～1月29日㈰

演劇ユニット てがみ座 『乱歩の恋文』

ポストトークあり　

年末年始休館  12月29日㈭～1月3日㈫

［作・演］堀川炎　
［原作］宮沢賢治「銀河鉄道の夜」
［出］えみりーゆうな　守美樹　荒木秀智　
稲森みき　岩田裕耳　帯金ゆかり　
こいけけいこ　佐々木なふみ　高木健　
田中正伸　日澤雄介　松山樹香　他



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。

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）

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。

世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアター友の会会員先行予約・割引あり
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　

Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録、枚数限定） 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。オンラインのみ取扱。
高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　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。　　

車椅子スペースあり（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
託児サービスあり（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

●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。

☎5432－1515電話で 10:00～19：00

7 2011年12月25日号 ★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￥

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　

●せたがやアーツカード会員割引・先行発売は、世田谷パブリックシアターチケットセンター（電話・窓口・
　オンライン）で前売のみのお取扱いです。世世世世世世世世世田田田田田田田谷谷谷谷谷谷谷パパパパパパパブブブブブブリリリリッククシシアターと音楽事業部の公

世田谷パブリックシアターチケットセンター

前 売 情 報
年末年始休業  12月29日㈭～1月3日㈫

14：00
13：00

1/14
㈯
15
㈰

17：00
18：00

■問東京音協☎5774-3030
■￥区民 3,900円　一般 4,000円 ※3歳以下入場不可。４歳～要チケット 

NYの暗黒街を舞台に、孤児の犯罪集団が“小さなしあわせ”を探し求める群像ドラマ。
［作・演］犬石隆
[出]福沢良一　飯沼友規　飯田惣一郎　大胡愛恵　加藤梨里香　他
　Wキャストあり　

ミュージカル 
『プリンセス・バレンタイン2～ROCK! PRINCESS～』

2012/1/14㈯
・15㈰

■問ムジカキアラ☎5739-1739（平日10:00～18:00）
■￥区民 S席 5,200円　一般 S席 5,500円　A席 4,500円　他
 [出]大方斐紗子　森丘ヒロキ(ピアノ)

『大方斐紗子　エディット・ピアフに捧ぐ』2012/1/29㈰
14：00開演音 楽

発売中

発売中

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

■問オペラシアターこんにゃく座☎044-930-1720

■￥区民 A席 5,700 円　B席 4,700円　
一般 A席6,000 円　B席5,000円　他ペアシートなどあり

［原］尾崎紅葉　[台・演] 山元清多　[曲] 萩京子　[演]伊藤明子　
[出] オペラシアターこんにゃく座歌役者（20名）＋ピアニスト（服部真理子） 

オペラシアターこんにゃく座４０周年記念公演第４弾
山元清多追悼公演　オペラ『金色夜叉』

2012/2/10㈮
～12㈰

演 劇
音 楽 発売中

13：30
11：30

18：30
16：00

2/10
㈮

12
㈰

11
（土・祝）

1995年初演より

生き生きとした言葉と力強い音楽の群像オペラがよみがえります。

「愛の賛歌」など女優・大方の歌い手としての魅力をご堪能ください。

17：00
14：00

2/1
㈬
2
㈭
3
㈮
4
㈯
5
㈰

休
演19：00

■問東京音協☎5774-3030

■￥区民  S席 6,700円　
一般 S席 7,000円  A席 5,000円

［出］林英哲　英哲風雲の会

演奏活動40周年記念　林英哲コンサート2012 
『五輪具―あしたのために―』

2012/2/1㈬
～5㈰音 楽 発売中

演 劇
音 楽

20：00
15：00

2/23
㈭
24
㈮
25
㈯

珍しいキノコ舞踊団 新作公演 『ホントの時間』2012/2/23㈭
～26㈰ダンス

26
㈰

撮影：片岡陽太

ユニークかつガーリーなダンスが魅力、2年ぶりに当劇場に登場！
［振・構・演］伊藤千枝　
[出]山田郷美　篠崎芽美　茶木真由美　梶原未由　大穂綾子　他
※未就学児童入場不可。但し、土曜15時の回のみ3歳以上可

国内外で高い評価を受ける鈴木のソロ作品と女性ダンサー４名による新作の２本立てです。

■問金魚制作事務所☎090-5314-9281
■￥全席自由  区民 3,300円  一般 3,500円  学生 3,000円（当日要学生証）　

金魚（鈴木ユキオ）
『揮発性身体論「EVANESCERE」／「密かな儀式の目撃者」』 

2012/2/3㈮
～5㈰ダンス

16：00
15：00

19：30

2/3
㈮
4
㈯
5
㈰
［振・演・出］ 鈴木ユキオ　　
[出] 安次嶺菜緒　堀井妙子　赤木はるか　町田妙子

撮影：PICA PRESS CORPS

■問Habanera（ハバネラ） ☎5489-3740(平日11:00～18:00)

■￥区民 3,700円　一般 3,800円　★割引日 3,500円
※24歳以下割は劇団のみ取扱 

発売中モダンスイマーズ『ロマンサー～夜明峠編～』　2012/2/23㈭
～3/4㈰演 劇

未就学児童
入場不可

よあけとうげへん

蓬莱竜太の新作は、3部作を構想して描く壮大な人間ドラマの序章。

19：00
15：00

19：30

2/23
㈭
24
㈮
25
㈯
26
㈰
27
㈪
28
㈫
29
㈬

3/1㈭以降　㈭㈮19：30　
㈯15：00/19：00　㈰15：00

［作・演］蓬莱竜太　　
[出] 古山憲太郎　小椋毅　西條義将　佐藤めぐみ　千葉哲也
松永玲子　粟野史浩　斎藤ナツ子　宮崎敏行　石田えり
　

モダンスイマーズ

未就学児童
入場不可

■￥アーツカード 3,300円　一般3,500円　学生3,000円

Co. 山田うん『季節のない街』2012/3/8㈭
～11㈰ダンス

19：30
15：00

3/8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰
［振・演・出］山田うん

Yoichi Tsukada／塚田洋一■問Co.山田うん（office.coyamadaun@gmail.com）

発売中

発売中

未就学児童入場不可

山本周五郎の同名小説に想を得たユーモアあふれる悲喜劇的ダンス。

■問 世田谷パブリックシアターチケットセンター 
■￥区民 3,300円　一般3,500円　

爆笑寄席●てやん亭 2012スペシャル2012/2/7㈫・8㈬
18：30開演寄 席

2/7『三遊亭小遊三とその仲間たち（仮）』　
［出］三遊亭小遊三　三遊亭笑遊　桂小南治　ほか
2/8『動き出した六代目小さん（仮）』　
［出］柳家小さん　柳家花緑　ほか

演劇実験室◉天井桟敷の初演から世界30都市以上で上演を重ねた作品の登場です。

■￥区民 4,000円　
一般 4,200円　学生3,800円（当日要学生証）

演劇実験室◉万有引力『奴婢訓』2012/2/12㈰
～19㈰演 劇

[出] 旺なつき  伊野尾理枝  小林桂太  テツ  村田弘美  他
［作・演］寺山修司　[演・音楽] J・A・シーザー　[構成台本・共同演出・出] 髙田恵篤　

17：00
14：00

19：00

2/12
㈰
13
㈪
14
㈫
15
㈬
16
㈭
17
㈮
18
㈯

2/19㈰15:00 ◎ポストトークあり
■問演劇実験室◉万有引力
☎080-5008-8916（10:00～18:00） 『奴婢訓』過去公演より

発売中

発売中

三遊亭小遊三 三遊亭笑遊 柳家小さん 柳家花緑

シアタートラム

音楽事業部

世田谷で長く活動する区民団体による、管弦楽と合唱の共演をお届けします。
[出] 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　山田英津子(ソプラノ)　
　   菅 有実子(メゾソプラノ)　安藤英市(テノール)　黒田 博(バリトン)
[曲目] ベートーヴェン：カンタータ「静かな海と楽しい航海」
　                          交響曲第９番二短調「合唱付き」

※13:30から指揮者によるプレトークがあります

発売中せたがや名曲コンサート　
ベートーヴェン 交響曲第９番ニ短調「合唱付き」音 楽 2012/1/22㈰

14：00開演

■￥区民  S席 2,000円　一般  S席(1階) 2,500円 A席(2階) 1,500円
■場昭和女子大学人見記念講堂

©青柳聡

新演出でおくる平幹二朗の代表作。見逃せない一作です。

幹の会+リリック プロデュース公演 『王女メディア』演 劇 2012/4/11㈬
～15㈰

■問東京音協☎5774-3030
■￥アーツカード S席 9,800円　一般  S席 10,000円　A席 7,000円　

[原]エウリーピデース　[演]髙瀬久男
[出]平幹二朗／若松武史　三浦浩一／廣田高志　
城全能成　斉藤祐一　南拓哉／有馬眞胤　石橋正次　

未就学児童
入場不可

19：00
14：00

4/11
㈬
12
㈭
13
㈮
14
㈯
15
㈰

「せたがやアーツカード」は区民のためのカードです！  ２０１２年1月より「世田谷会員割引」は「せたがやアーツカード会員割引」になります。せたがやアーツカード
会員割引・先行発売を利用するには「せたがやアーツカード」（世田谷区在住の15歳以上の方対象）の会員登録が必要です。入会・年会費無料。詳細はせたがや文化財団HPまで。

第１部　組踊『執心鐘入』　［作］玉城朝薫　
［出］金城真次　西門悠雅　宇座仁一　嘉数道彦　阿嘉修　玉城匠　他
第２部　創作組踊『花の幻』　［作］大城立裕　
［演］幸喜良秀　［出］大田守邦改め玉城盛義　東江裕吉　佐辺良和　他

沖縄芝居実験劇場 『組踊 ―伝統と創作―』
くみおどり

演 劇 2012/4/1㈰
15：00開演

■問沖縄芝居実験劇場☎090-1949-4337
■￥アーツカード 5,700円　一般6,000円　※学生席(3F)はカンパニーのみ取扱

発
売

アーツカード
一　般　

1/14㈯
1/15㈰

未就学児童
入場不可

発
売

アーツカード
一　般　

1/19㈭
1/20㈮

■問珍しいキノコ舞踊団　mail@strangekinoko.com
■￥区民3,800円  一般4,000円  

未就学児童
入場不可

発
売

アーツカード
一　般　

1/14㈯
1/15㈰

［出］荒悠平　伊藤知奈美　飯森沙百合　川合ロン　木原浩太　
佐々木崇仁　城俊彦　広末知沙　長谷川暢　藤原治　三田瑶子

撮影：S.Oguma



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

◆第61区民体育大会
■卓球大会
2012年2月5日㈰ 9:00～　
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2012年1月20日（必着）　
■申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
◆フェンシング大会
①2012年1月21日㈯②22日㈰ 9:30～　

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
2012年1月10日～1月31日 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
②レディースバレーボール教室
2012年2月3日～3月23日 毎週金曜 
9:00～12:00（全8回）
■￥6,000円／定員40名
③コース型フィットネス教室　
201２年1月～3月末
婦人体操（月曜・水曜）、ヨガ（火曜・土曜）、
気功（木曜）、健康体操（金曜）
※参加費、定員はコースにより異なります。
■申■問①②大蔵第二運動場管理事務所(大蔵
4-7-1　☎3416-1212　■FAX 3416-1777
FAXは問合せのみ)へ　③はトレーニングル
ーム(☎3749-2223)へ　※いずれも先着

ふれあいボウリングスクール
2012年1月21日、2月4・18日 土曜 10:00
～11:30（全3回）　オークラランド（桜3－24）
■対中学生以上で軽度の知的障害のある方
■￥1回1,300円（ゲーム代、貸靴代、保険料含
む）／先着36名　■締2012年1月12日（必着）
■申ハガキまたはFAX（欄外記入方法参照、
参加できない日、年齢も明記）でNPO法人
サーンズ・北口（〒156-0044 赤堤4-42-2
(☎090-9010-2275　■FAX3323-8250）

　　世田谷ジュニアアカデミー
体験会

■世田谷テニスアカデミー体験会
2012年1月22日㈰　総合運動場テニスコート
■講坂井利彰（ミズノアドバイザリーコーチ）
■対Ａ年長～小学1年生 9:10～10:10　
B小学2～5年生（初級）10:15～11:25　
C小学4年～中学2年生（中級）11:30～
12:50　■￥1,000円／抽選各30名　
■締2012年1月9日（必着）

大 会 情 報

新しい年の幕開け！ みんなで総合運動場まで歩き、新年を祝いましょう！

2012年
1月1日（日・祝）

　  ■ア40歳からの脂肪燃焼講座
2012年2月9日～3月8日　毎週木曜 　
13:00～15:00（全5回）　総合運動場
会議室兼軽運動室、第2武道場（床）
体成分分析測定や、体幹トレーニングなど
豊富な内容となっています。日頃の運動不
足を解消してみませんか。
［内容］体成分分析測定、筋力トレーニング、
有酸素運動等　■￥2,000円／抽選20名　
■対40代～50代　■締2012年1月25日（必
着）

　  ■アわくわくサッカー教室
2012年2月25日～3月17日　毎週土曜　
9:30～11：00（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
付添者の同伴が可能な方　■￥1,000円／
抽選25名　■締2012年2月8日（必着）　
■申障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ

■世田谷器械運動アカデミー体験会
2012年2月9日㈭ 15:10～16:10　
総合運動場体育館
■講高橋正典（日本体操協会ナショナル強化コ
ーチ）　■対年少～年長　■￥1,000円／抽選
30名　■締2012年1月31日（必着）

　　めざせトップアスリート
■ライフセービング＆スイミングクリニック
2012年2月6日㈪ 16:20～17:50　
総合運動場温水プール
■講飯沼誠司(世界選手権準優勝)　
■対年中～小学3年生　■￥1,000円／抽選
40名　■締2012年1月22日(必着)

大蔵第二運動場体育館
［種目］①男女エペ・サーブル個人戦②男女
フルーレ個人戦　■対中学生以上の区連盟
登録者　■￥200円(中学生は100円)
■締2012年1月14日(必着)　■申ハガキ（欄外
記入方法参照）で区フェンシング協会・浅田
（〒152-0035 目黒区自由が丘2-19-8 
東京フェンシングスクール内）へ
◆第49回寒稽古明け新人剣道大会
2012年2月12日㈰ 9:00～　
総合運動場体育館
［種目］個人戦のみ①小学生②中学生男女

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

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（保険込）　■締2012年1
月7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　☎090-9140-2494）へ
◆　　第21回 世田谷区小学生ドッジボー
ル大会
2012年3月11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2012年1月16日(必着)　■申ハガキまた
はFAX（欄外記入例参照）でスポーツ振興財
団へ※代表者会議を2012年2月15日㈬に
開催予定(参加団体には
後日通知)。

※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、区スポーツ振興課、申込先にあります。ホームページからダウンロード可。

テニスアカデミーのようす

しょしょうう！

1月1月1日（日・祝）

昨年の
様子

新年を
祝う
お囃子

はやし

石井戸囃子
保存会

■￥無料　■申当日直接集合場所へ　
※荒天・降雪時中止。参加者に参加賞（干支の根付）とおしる
こをお配りします。

集合場所 集合時間
／歩行距離

10:00／約5km

世田谷公園噴水横（池尻1-5-27）
世田谷区役所第1庁舎前広場
（世田谷4-21-27）
駒沢公園管制塔前（駒沢公園1-1）
羽根木公園テニスコート前
（代田4-38-52）
芦花公園交番裏（粕谷1-25）
砧総合支所前（成城6-2-1）
玉川総合支所前（等々力3-4-1）

  9:10／約7km

10:00／約5km

  9：30／約5km

  9：30／約5km

  9：40／約6km
10:40／約2.5km

8

●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
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 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

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。


