
いま伝えたい思いがある
　『注文の多い料理店』『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』などの童話で広く親しまれて
いる宮沢賢治（1896～1933）の作品が、東日本大震災以降、再び注目を集めています。
　賢治が生きていたころ、岩手では2度の三陸地震と凶作に見舞われました。そんな
苦しい時代のなかで、賢治は岩手県を架空の「イーハトーブ」と名付け、そこに理想郷
を築こうとしました。いま、賢治の作品が、未曾有の震災被害から復興をめざす人たち
に希望の光を灯しているのです。
直筆資料と原画200点の迫力！
　本展では、賢治自身の「雨ニモマケズ手帳」や水彩画
などの直筆資料のほか、賢治の童話を題材とした絵
本の原画や挿絵約200点を一堂に展覧いたします。
　震災の苦難から立ち直ろうとする日本人にとって、
賢治の「雨ニモマケズの心」が未来を照らす糧となる
ことを願って開催します。
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世田谷文学館 （京王線「芦花公園」駅徒歩5分）
［休 館 日］ 月曜日（ただし7月15日、9月16日は開館、7月16日は休館）
［開館時間］ 10:00 ～ 18:00（展覧会入場は17:30まで）
　 一般800（640）円／高校・大学生600（480）円／
65歳以上400（320）円／
※（　）内は20名以上の団体料金　　　※障害者割引あり

￥

① ② ④ 

①

⑤ 

④③

宮沢賢治・詩と絵の宇宙
― 雨ニモマケズの心

没後80年

7月13日　 ～9月16日土 月祝

中学生以下無料

会期中、「絵本作家によるトーク＆サイン会」や「宮沢賢治おはなしフェスティバル」など、
多彩な関連イベントを開催します。 詳細はP2をご覧ください

① 宮沢賢治　1926年初めごろ
② 宮沢賢治「雨ニモマケズ手帳」1931年（展示期間：7月13日～26日）
③ 東逸子『銀河鉄道の夜』　1993年、くもん出版
④ 宮沢賢治「日輪と山」 制作年不詳（展示期間：8月3日～16日）
⑤ いせひでこ『よだかの星』　1986年、講談社

※資料保護のため、宮沢賢治「雨ニモマケズ手帳」は7月13日～26日、宮沢賢治水彩画は8月3日～16日のみ
　の展示となります。その他の期間は複製の展示となりますので、あらかじめご了承ください

②

み うぞ

 

もうひとつの原画――3.11との交信。　　いせひでこ （絵本作家）

次回（7月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

　雪の記憶に導かれる思いで、列車とバスとタクシーと徒歩をつないで、石巻か
ら北上川をさかのぼった。北上川の蛇行に沿って枯れた葦

あし

の原がどこまでもつづ
いていた。ときどきその葦の群れから子どもたちの顔がひょいひょいと覗

のぞ

いてい
るような気がした。川に架かる大橋も集落も、そこに住む人々も、思いがけない
大津波に持って行かれ、小学校の校舎だけが遺ったあの地にたどり着いた。
　2013年3月。
　校舎の向こうに無彩色の林と雪の残る斜面が見えた。2年前子どもたちはここ
を登れなかった。その残酷な風景から突然、色鮮やかな行列が現れた。まるで降り
しきる雪から湧

わ

き出してきたとしか思えない。様々な民族衣装に身を包んだ世界

中の人たちが手を繋
つな

ぎあって行進しながら、こちらを見ていた。
　先頭を歩いている黒いシルエットの男、帽子を被

かぶ

ってうつむきかげんに大地を
みつめているのは、――宮沢賢治だった。
　「雨ニモマケズ風ニモマケズ」の詩と、「世界全体が幸福にならなければ個人の
幸福はない」のことばを連れて。
　石巻市釜谷の大川小学校、奥の校舎のコンクリートの壁に描かれていた行進の
絵。壁画はたった今描かれたように燦

さん

然
ぜん

とひかりを放っていた。自ら発光体となっ
て『よだかの星』のように、世界を照らしていた。
　描いた子どもたちは賢治といっしょに今、どこを歩いているのだろう。

み 遊びと学びの子ども
プロジェクト 2013

夏休み期間に実施する、子どもの豊かな感性や創造力を
育むことをめざす総合プロジェクトです。世田谷区共催。夏 集 号特休



2013年6月25日 2

講 演 会

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館  2階展示室  7月13日（土）～9月16日（月・祝）   
　　　　  没後80年  宮沢賢治・詩と絵の宇宙―雨ニモマケズの心
一般800円→700円  高校・大学生600円→500円  65歳以上400円→350円   ※中学生以下は無料です
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます   ※他の割引との併用はできません

一般700（560）
円／高校・大学生
500（400）円／小・
中学生250（200）
円／65歳以上350
（280）円
※（　）内は20名以上
の団体料金
※障害者割引あり

詳細はP1をご覧ください

中村太郎　宮沢賢治幻想紀行
7月13日（土）～9月16日（月・祝）  文学サロン
写真家・中村太郎が四季の岩手を旅して撮
影した写真を展示します。
無料

観覧料

8月6日（火）・7日（水）・8日（木）
　10:30～15:30　ことばとびじゅつ　
　 こぺんなな（アーティスト）
9月28日（土） 10:30～15:30

　ことばのことば 1　 石津ちひろ（詩人）
11月24日（日） 10:30～15:00

　ことばとしぐさ　 林家きく麿（落語家）
12月15日（日） 10:30～15:30

　ことばとからだ　 もび（パフォーマンス
　グループ）
2014年1月12日（日） 10:30～15:30

　ことばのことば 2　 天野慶（歌人）
小・中学生（原則として全5企画参加）　
抽選20名　 無料　 往復ハガキ（P8記

入方法参照、連名可、年齢も明記）で世田谷
文学館「子ども担当」へ　 7月16日（必着）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8月31日（土）  「創作のエピソード」
   ささめやゆき
各回14:00～16:30　文学サロン
当日先着150名（11:00からロビーで整理

券配布）　 各回500円（中学生以下無料）

世田谷区内成城・多摩川界隈に着目し、ゆか
りの作家とその作品を、図書、自筆資料、調
度品などの収蔵品やパネルで展示紹介しま
す。また、大正末より成城に移り住み、流行
作家として活躍した加藤武雄と、映画監督・
小林正樹の旧蔵資料をあわせて紹介します。
一般200(160)円／高校・大学生150

（120）円／65歳以上、小・中学生100（80）円
※（　）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり　※企画展開催中は企画展チ
ケットでご覧いただけます

小・中学生を対象
に「ことば」のワーク
ショップを開催しま
す。「ことば」にまつ
わるプログラムを連
続して体験すること
で、言語感覚を中心
に幅広く感性を育む
ことができます。原
則として全5企画に
参加していただくプ
ログラムです。

■記念講演会「祖父清六から聞いた兄・賢治」
　 7月13日（土） 14:00～15:30
　文学サロン
宮沢和樹（林風舎代表）　 当日先着150

名　 無料　 不要。直接会場へ。
■ 子どもレセプション―家族無料招待デー
　 7月20日（土）・21日（日）
　 各日14:00～16:00
子どものためのギャラリートークやサイン
会を行います。子どもに同伴の保護者（子ど
も1名につき2名まで）は、展覧会が観覧無
料になります。さらに、参加した子どもたち
全員に記念品をプレゼント！
20日：ささめやゆき、東逸子、片山健、
川上和生、松成真理子　21日：竹内通雄、
名倉靖博、堀川理万子　 子どもとその保
護者　 無料　 不要。直接会場へ。
■ 夏休み  宮沢賢治おはなし
　 フェスティバル
　 7月23日（火）～26日（金）、
　 30日（火）～8月2日（金）
　 各日14:00～／15:30～　講義室
賢治作品のおはなし、読み聞かせ、紙芝居、
ブックトークなどを行います。
（協力：世田谷おはなしネットワーク）
小学生～一般　 無料　
不要。直接会場へ。
■ 賢治童話を描く絵本作家による
　 トーク＆サイン会
8月17日（土）  「宮沢賢治を描いてきて」

    矢吹申彦
8月18日（日）  「永遠のそこ―幼年時代

   と原風景」　 いせひでこ
8月24日（土）  「画本 宮沢賢治について」

   小林敏也
8月25日（日）  「銀河鉄道に乗らないで」

   司修

関 連 展 示

文学に描かれた世田谷
　　  ― 成城・多摩川界

かい

隈
わい

開催中～9月23日（月・祝）　1階展示室

連続講座
ことのははくぶつかん2013

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  子 ど も 文 学 館  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コレクション展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

宮沢賢治

上を向いて歩こう展
奇跡の歌から希望の歌へ

開催中～6月30日（日）　2階展示室

没後 80年
宮沢賢治・詩と絵の宇宙
― 雨ニモマケズの心

7月13日（土）～9月16日（月・祝）  2階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次 回 企 画 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

当館ではこの秋（10月5日～12月8日）、「幸田
文展」を開催します。暮らしやしつけ、看取
り、自然といった身近なテーマをもとに『流
れる』『おとうと』 『木』 『崩れ』 など数々の
名作を書いた幸田文。そこで、あなたのお
すすめの幸田作品、または幸田作品とあわ
せて読みたいおすすめの本について、ブッ
クレビュー（書評）を募集します。すぐれた
レビューは展覧会の広報紙、ホームページ
などでご紹介します。採用された方および
応募者の中から抽選で50組の方に展覧会の
ペア招待券をプレゼント！
［応募方法］ハガキ、封書、FAX（5374-
9120）、メールkoudaaya@setabun.or.jp
のいずれかで、①幸田文の単行本、または
幸田作品とあわせて読みたいおすすめの
本（例：暮らし、看取り、木、崩れをテーマ
にした本。ジャンル不問）のタイトル  ②レ
ビュー（150～200字）  ③氏名  ④年齢  ⑤
職業  ⑥住所・電話番号を明記し、世田谷
文学館「幸田文展」係へ　 7月20日（必着）

日本SF作家と初期アニメの関わり
8月4日（日） 14:00～15:30　文学サロン
日本SFを牽

けん

引
いん

した星新一、小松左京らによって1963年に創立された「日
本SF作家クラブ」は今年50周年を迎えます。創立50周年を記念して、星、
小松とも親交が深く、ともに日本SFを支えてきた作家の豊田有恒氏による
講演会を開催します。
豊田有恒（作家）　 当日先着150名（11:00からロビーで整理券配布）
500円（中学生以下無料）

ジュブナイルSFの世界
7月13日（土）～9月23日（月・祝）　1階ロビー
星新一、小松左京、筒井康隆 etc。いつの時代も子どもたちが
夢中で読んでいるジュブナイルSF（少年少女向けSF）の数々
を紹介します。会場ではお気に入りの本を手に取って読むこ
とができます。　　　　　　　　　　　　　　　　  無料

朗読会でもお話会でもないフシギなお話空間。1階文学サロンや展示
室、はたまたエレベーターの中にまで ？　あのNHK「みいつけた！」
オフロスキー役の小林さんが“流し”となり、宮沢賢治の著作や館内
にある本を、その時、その場所にいるあなただけのために朗読して
まわります！
小林顕作（俳優・脚本家・「コンドルズ」脚本担当）　 内容は小学生

向き（どなたでもご参加いただけます）　 抽選150名（未就学児可）　
無料　 往復ハガキ（P8記入方法参照、連名可）で世田谷文学館「お話

の森」係へ　 8月8日（必着）

「この夏、大人たちに読んでほしい本」を教えてください。リクエストの多かった上位10タ
イトルを、「ジュニア堂書店」と題して館内で展示します（8月1日～9月1日）。また、リクエ
ストのあったすべての本のリストも配布します。
小学生～高校生　［応募方法］ハガキまたは 5374-9120で、①本・マンガのタイト

ル（1冊のみ） ②選んだ理由（イラストでも可） ③学校名 ④学年を明記のうえ、当館「子ど
も担当」へ　 7月20日（必着）

ジュニア堂書店　リクエスト募集中！

「お話の森」in 文学館
8月22日（木） 14:00～15:00　文学サロン

関 連 企 画

ブックレビュー募集！

昨年度の様子

幸田 文展

遊びと学びの子どもプロジェクト2013事業

関 連 展 示

豊田有恒

日 作 周年記念イ日日本本本本 作作作作作家家 ラ 周周周年年年記記記念念念念念イイ日本SF作家クラブ50周年記念イベント日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本SSSSSSSSSSFFFFFFF作作作作作作作作作作家家家家家家家家家家ククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ55555555550000000000周周周周周周周周周年年年年年年年年年年記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念イイイイイイイイイイベベベベベベベベベンンンンンンンンンントトトトトトト

「お話の森」は、劇場シアタートラムでも開催 ！  詳しくはP6参照

小学生・中学生は、土、日、祝日、夏休み中、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館コレクション展  ●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

坂本九　LP 「SUKIYAKI
（AND OTHER JAPANESE HITS） 」

（Capitol Records） 1963年

会員割引対象会員割引対象

〒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/Li t e r a t u r e世田谷文学館

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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90歳の染色工芸家・
柚木沙弥郎のモダンな
テキスタイル・アート
の世界をご紹介します。
一般200（160）円／

高校・大学生150（120）
円／65歳以上、小・中
学生、障害者（一般）100
（80）円　※（　）内は20
名以上の団体料金 

［曲目］ブラームス「アルトのための二つの
歌」、林光「四つの夕暮の歌」　他
秋本悠希（メゾソプラノ）、飯野和英（ヴィ

オラ）、山中惇史（ピアノ）　 抽選200名　
入場無料　 7月8日（消印有効）までに往

復ハガキ（P8記入方法参照）で当館へ
※詳細はHP参照

視覚障害者が美術を見るための触察本は、ど
のように制作されるのでしょうか？ フラン
スの専門家による、貴重なレクチャーです。
クリスチャン・ベッシニュール（エティエ

ンヌ産業・芸術グラフィック高等学院名誉
教授）　 当日先着150名　 500円
※障害者とその介助者は無料

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

割　引
引換券

世田谷美術館　1階展示室　開催中～9月1日（日）　榮久庵憲司とGKの世界  
　　　　   一般1,000円→900円  高校・大学生・65歳以上800円→700円  小・中学生500円→450円
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます  ※他の割引との併用はできません
観覧料

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　画　展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

開館10周年
清川泰次の世界 Ⅰ
初期作品から渡米時代まで
開催中～7月28日（日）

宮本三郎のアトリエ写真を素材に、水彩で描
き、コラージュするワークショップ。
井上光太郎（画家）　 100円（1回）
事前申込不要、会期中随時受付

向井は、早春の
武蔵野、遅春の
東北地方や中部
地方で盛んに絵
筆を握りました。
春の息吹のなか
に佇む民家と春
から初夏にかけ
ての魅力あふれる風景を中心にご紹介します。

初期の具象的な画風の作品から、渡米時期の抽
象的な表現を模索していた時期までの作品を紹
介します。

女優の雪村いづみや
鰐淵晴子、ヴァイオ
リニストの巌本真理、
そして踊り子やバレ
リーナたちを描いた
作品をご紹介します。

■7月のギャラリートーク
7月6日（土） 14:00～（30分程度）
「宮本三郎とモデル」
当館学芸員　 無料　 不要

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中～6/30
 十和の会   世田谷美術大学21期生作品展 
 環境ポスター展  第2回 世田美 24期アート展

7/2～7  第51回 世田谷アトリエ会展
 ’13陶響展～彩りの土の舞～ 
 モロニ展10 

7/9～14  地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展  モナミ会展 

7/15～21
 ’13子供のアトリエくれぱす展 

 紫陽花の会 第14回作品展 こどもの造形リトピカ+芦花ホーム合同展
 高橋銀次郎・將美親子展

7/23～28  アートスペース・オー 第19回クロッキーの会作品展
 （24日から公開）   第7回 アートの会作品展（24日から公開）

世田谷美術館 区民ギャラリー

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）
開催中～6/30 紙わざ展2～小林家の展示～
7/3～7 手彫りガラスを楽しむ会グラスリッツェン
7/9～14 1616会グループ展
7/15～21 代田水墨画会
7/24～28 サンドブラスト工芸展
※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

［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）
一般200（160）円／高校・大学生150（120）円／65歳以上、小・中学生、障害者100（80）円

※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

世 田  谷  美  術  館  分  館

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　☎5450-9581
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

宮本三郎記念美術館
〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483-3836
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/
miyamoto.event@samuseum.gr.jp

展 覧 会 関 連 企 画

展覧会

※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頃終了
※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

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/
展覧会

開館20周年　向井潤吉と四季 春／夏
開催中～7月28日（日）

展覧会

《山峡初夏》制作年不詳

《踊子》1962～64年頃
会場風景

柚木沙弥郎
いのちの旗じるし

開催中～8月18日（日）   2階展示室

《春のけはい》1999年

一般1,000（800）円／65歳以上、高校・大学生
800（640円）、小・中学生500（400）円　
※（　）内は20名以上の団体料金。障害者割引あり 

榮久庵憲司と、彼が率いる創造集団GK。
本展では、実際の製品やその模型、プロト
タイプ、さらに道具の思想を具現化した
インスタレーション等で、彼らのデザイン
の世界像をご紹介します。

7月6日（土）～9月1日（日）
榮

え

久
く

庵
あん

憲
けん

司
じ

とGKの世界̶鳳
おおとり

が翔
ゆ

く

美術と演劇のワークショップ 「えんげきのえ」 
7月14日（日） 13:00～18:00　地下創作室
展示物、建物、公園の植物…美術館で出会うモノから、演劇のはじめ
の一歩をふみだします。
柏木陽（演劇家・NPO法人演劇百貨店代表）　 10代以上の方
申込先着20名　 10代 500円、20代以上 1,500円　 当館HP

100円ワークショップ
 8月の毎金・土曜日 14:00～16:00
 時間中随時受付　地下創作室
 どなたでもその場で気軽に参加できる工作など。
 1回100円

記念講演会 「生活美を求めて」
7月21日（日） 15:00～16:00　講堂
榮久庵憲司（GKデザイングループ会長）
当日先着150名　 無料

※当日10:00からエントラスホールにて整理券配布　※手話通訳付

7月28日（日） 14:00　講堂

プロムナード･コンサート
秋本悠希 メゾソプラノリサイタル

夏のオープンワークショップ
「きみがそだてる『家』

かいてみよう＋はってみよう」
8月14日（水）～18日（日）

13:00～17:00（受付16:30まで）

［募集部門］ 日本画・洋画・水彩画・版
画　［受付日時］ 8月17日（土）・18日（日）
10:00～16:00　［受付場所］ 講堂
［展覧会］ 10月2日（水）～6日（日） 
※詳しくは美術館、区役所、支所、出張所、図書
館、区民センターなどで配布の募集要項参照

第36回
世田谷区民絵画展作品募集

関 連 企 画 〈池中蓮華〉2011年、新宿パークタワーでのインスタレーション風景 〈VMAX〉2008年 〈しょうゆ卓上びん〉1961年

8月7日（水） 14:00　講堂

ミュージアム・セッション
「全く同じものではないし、
全く別のものでもない !
－触察本の制作現場から」

デ
ザ
イ
ン
が
導
く
未
来

女優・踊り子・バレリーナ
― 宮本三郎が描いた女性たち ―
開催中～7月28日（日）

■ ■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション Ⅰ ■ ■ ■ ■ ■

会員割引対象

〒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.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）世田谷美術館 Art

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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ウズベキスタン共和国の伝統絹織物「アトラ
ス」を通し、“人とモノと技術”の交流が中央ア
ジアと日本を脈々とつなげる、「現代のシルク
ロード」の様子をご紹介します。       無料

カメラで“世界の過酷な現実”を伝える報
道写真誌『DAYS JAPAN』が主催する、
【DAYS国際フォトジャーナリズム大賞
2013】受賞作の写真展。人類と地球が抱え

る問題、人間と自然の尊厳を謳い上げる作
品を約60点展示します。
［共催］㈱デイズ・ジャパン 　 無料

「バッグはお財布とハン
カチが入るアート」と言
い切るレイ・リケット
さんの、ユーモラスで
かわいい手作りバッグ
の作品展。今回は地球
規模の問題をテーマに
したバッグから、これ
まで作った小さな世界
のバッグまでをふりか
えります。　    無料

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

20回を迎える世田谷アートフリマでは、オ
リジナルのクラフトやアート作品を制作し
ている個人やグループを募集します。応募
はアートフリマ公式HPからお願いします。
7月15日よりhttp://artfleama.net/にて。

8月15日（必着）　 世田谷アートフリマ
プロジェクト：中根（世田谷233）☎5430-
8539（12:00～20:00／火・水曜を除く）　
setagaya@artfleama.net

世界初のデジタル地球儀「触れる地球」の実
演とともに、開発者・竹村真一氏が最新科
学に基づく「新たな地球の見方」をお話しし
ます。
竹村真一（京都造形芸術大学教授・Earth 

Literacy Program代表）　 申込先着50名
1,000円（学生800円）　 電話かメール

（P8記入方法参照）で生活工房へ

開催中～6月30日（日） 11:00～19:00
生活工房4Ｆ　会期中無休

7月17日（水）～8月25日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

レイ・リケット バッグ展

BAG,ALL RIGHT !
開催中～6月30日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

中央アジアと日本
「現代につづくシルク交流」展 7月20日（土） 17:00～19:00　生活工房4F

「触
さわ

れる地球」セミナー
地球目線で未来をデザインする 

［開催日］9月21日（土）・22日（日）
11:00～18:00　生活工房3～5F

世田谷アートフリマ Vol.20
出展者募集 ！

2Ｆギャラリーカフェくりっく壁面展示
8:00～22:00（土・日・祝は11:00～21:00）

開催中～7/20（土） 水彩画の会“美匠”展覧会

7/21（日）～8/17（土） スケッチで遊ぶ 水彩画展

❶～❹はいずれも往復
ハガキ（P8記入方法参照、
❶～❸は学年も、❹は学
年と希望日も明記）で各締
切日までに生活工房へ

14歳の心と体を記録するワンピースをつくります。自分
の好きな歌詞などの言葉を集め、思いを色や形に表して、
その心模様を布にプリントします。布は工場で仕立てて、
後日、記念撮影会を行います。
spoken words project 飛田正浩　 中学2年生女

子　 抽選15名　 4,000円　 7月29日（必着）

❸14歳のワンピース
8月9日（金）～11日（日） 各日11:00～17:00
※3日間で完結　生活工房4F

遊びと学びの子どもプロジェクト2013事業

《sink or swim》

バッグ・オーライ！

夏休みのおもしろNEWSをコマ撮りアニメーションで再現して、ニュース
番組をつくります。会場は砧にあるNHK放送技術研究所。最新の映像技
術について学びながら、本格的なスタジオ撮影にも挑戦します。
小柳貴衛（アニメーション作家）　 小学3年生以上　 各日抽選20名
各日500円　 8月10日（必着）

❹夏のNEWSなアニメーション ！
8月24日（土）・25日（日） 両日10:00～16:00
※各1日完結　［会場・共催］ NHK放送技術研究所（世田谷区砧1-10-11）

「触れる地球」を使って地球の魅力や面白さを語る、子どもデモ
ンストレーターを募集します。操作の習得とともに、地球環境へ
の理解を深めることで新たな発見を導く2日間の体験学習です。
竹村真一（京都造形芸術大学教授・Earth Literacy Program

代表）　 世田谷区在住・在学の小学5年生～中学生　 抽選
30名　 無料　 7月13日（必着） 

❶「触
さわ

れる地球」を体感しよう ！
7月20日（土）・21日（日） 各日14:00～16:00
※2日間で完結　生活工房4F

世田谷で活動するおはなしの会が大集合 ！　紙芝居や大型絵本、すば
なしや手遊びなど、様々なプログラムを上演します。3日間で計18グ
ループが出演。午前は幼児向け、午後は小学生向けの内容です。
※プログラムの詳細はHP参照
［共催］世田谷おはなしネットワーク
幼児～小学生（親子でも参加可、幼児は保護者と参加）　 無料　
不要、当日直接会場へ

❺おはなしいっぱい
8月21日（水） 13:00～15:00
22日（木）・23日（金） 11:00～15:00　生活工房4F

うるしは樹液からとれる天然の塗料です。うるしはどう
やって固まるのか、実験もしながらひみつを探り、拭きう
るしのスプーンをつくります。
※うるしはスタッフが扱います。スプーンは9月に完成します
桐本泰一（輪島キリモト）、コド・モノ・コト  小学3

年生以上　 抽選15名  1,000円  7月13日（必着）

❷くらし・うるし・研究室
7月27日（土） 10:00～16:00　生活工房4F

DAYS JAPAN写真展2013
地球の上に生きる

世界の未来を作るために

毎日つかう食器、いつも着ている服はどうやって作っ
ているんだろう ？  日々の暮らしのフシギを見つめる
ワークショップ、今年も開催します !

〒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/生 活 工 房 Des ign

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

会員割引対象

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



　　　　　　　　　オーケストラ楽器体験コーナー
　　　　　　　　　8月3日（土） 15:00頃　世田谷区民会館
オーケストラの楽器って、どうやって音をだすのかな？「夏のコンサート」
終演後のステージ上で開催します。みんな演奏家になってみよう！
「夏のコンサート」をご覧の方　 無料　 不要　 音楽事業部

毎年恒例せたがやジュニアオーケストラ夏の発表です。オーケストラの名曲や、メンバー有志
による弦楽四重奏などを披露。また、2011年に委嘱・初演した「次の時代のための前奏曲」は、
作曲者・池辺晋一郎が自ら指揮します。せたがやジュニアオケの魅力たっぷりの1時間です。
せたがやジュニアオーケストラ
L.モーツァルト：おもちゃの交響曲　池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲

　ドヴォルザーク：交響曲第8番より第3、4楽章　メンバー有志による弦楽四重奏
500円  ※3歳未満ひざ上のみ入場可・無料　

Ⓒ増田典子

Ⓒ増田典子
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区内では毎日、世田谷パブリックシアター、生活工房、世田谷美術館、世田谷文学館の展覧
会や公演をはじめ、ワークショップや音楽事業部主催のコンサートなど、たくさんのイベント
が開催されています。それぞれの開催情報や見どころを、いち早くご紹介。カレンダー機能で
「今日、何やってる？」も見つかります。

今日、何やってる？
せたがや文化財団のアートイベントを紹介するサイトです。

音見 て 聴いて さ てわっ 楽 体 験
せたがやジュニアオーケストラ 夏のコンサート
 8月3日（土） 14:00開演　世田谷区民会館

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

チケットの ☎5432-1515お申し込み・お問い合わせ世田谷パブリックシアター友の会会員割引あり　 車椅子スペースあり（定員有・要予約）

～現代音楽の迷宮へようこそ Ⅱ ～
9月18日（水） 19:00開演
サロン・テッセラ（三軒茶屋駅徒歩すぐ）
昨年、好評を博したレクチャーコンサートの第2弾！
難しいと思われがちな現代音楽ですが、本当は作曲家や演奏家の
遊びゴコロや面白さがたくさんつまった音楽なのです。
迷い込んだら出口はない！？ 現代音楽の迷宮でお待ちしています。
中川賢一（ピアニスト／演奏とお話）　 O.メシアン：「幼子イエスに

注ぐ20の眼差し」よりX.喜びの精霊の眼差し　他
全席自由  前売 2,800円  当日 3,000円　※未就学児童入場不可

白崎彩子（ピアノ）　中村健吾（ベース）　ジーン・ジャクソン（ドラムス）　
 2,800円　一般 3,000円　※未就学児童入場不可　

ピアノが鳴って絵が動く！？ 「いろ」と「おと」から生まれる音楽会
7月21日（日） 11:00開演／14:00開演 　北沢タウンホール

『３本の手のスケルツォ』

ダリオ・モレッティ　並河咲耶
バルトーク：『子供のために』 より
全席自由  2,000円（前売のみ）

一般 2,500円　子ども（3歳～中学生） 500円
※3歳未満入場不可　

変わる変わる、絵が変わる。光と影と音楽と。
次はなんだろう？ どうなるんだろう？
音楽を道しるべにして、ライブ・ペインティングや
影絵がつくりだす不思議な世界に行ってみよう。
小さな子どもから大人まで、魔法のような世界に
夢中になる ！

ワークショップ　『ドレミ・ド・リ？－耳を澄まして絵と遊ぼう』
7月20日（土） 14:00～15:30　北沢タウンホール
リズムとメロディーとハーモニー。3つの音楽の要素に注目して、絵にしてみよう。
ダリオ・モレッティ  並河咲耶　 小学1～3年生　 申込先着20名
1,500円　 メールまたはFAX（P8記入方法参照、学年を明記）で音楽事

業部「ワークショップ係」へ　 音楽事業部

関 連 企 画

中川賢一現代音楽レクチャーコンサート せたがやの演奏家 Vol.9

発売中

発売中

募集中

昨年の“夏休みワークショップ”より

白崎彩子 JAZZ  ピアノトリオ
10月5日（土） 18:00開演　成城ホール
ジャズの本場“ニューヨーク”を拠点に活躍
する白崎彩子は、繊細かつ奔放なタッチ＆
フレーズで多くの聴衆を魅了しています。
ジャズへの熱い思いを、彼女の地元 “世田
谷”でぜひ感じてください！

6月25日（火）
発売開始

7月11日（木）
発売開始

  文学   生活デザイン　

親子で楽しむ夏休み

終演後ステージにて

  美術　

舞台

  音楽　

〒154-0004 世田谷区太子堂４-１-１キャロットタワー５F　最寄「三軒茶屋」駅　☎5432-1535 （月～金：10:00～18:00）
5432-1536　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i c

会員先行発売・割引対象

音 楽 事 業 部
世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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シアター
スケジュール

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

2013

穂の国とよはし芸術劇場 PLAT プロデュース『父よ！』
　 プリエール ☎5942-9025（平日11:00～18:00）

シス・カンパニー公演『ドレッサー』 　シス・カンパニー☎5423-5906
▽ ▽ ▽ ▽

▽= 休演日

大橋可也＆ダンサーズ『グラン・ヴァカンス』
SACミュージカル『山椒太夫』
　 SAC 事務局 ☎070-6985-3933

戯曲リーディング◆時代を築いた作家たち①
アルベール・カミュ

プロジェクト大山
『ファンタジー』 お話の森

遊びと学びの子どもプロジェクト2013事業 2013年6月25日 6

8月17日（土） 15:00開演 
『日野皓正 Live』
日野皓正カルテット［日野皓正（Tp）

石井彰（Pf）　須川崇志（B）　田中徳崇（Ds）］
※オープニングアクトあり　DJBplus+（Dream 
Jazz Band卒業生バンド）

日野皓正presents“Jazz for Kids”
―JAZZ POWER ジャズの力―
世田谷パブリックシアター

発売中 YOUTH-PERFORMANCE 2013
新作パフォーマンス『コンパス グルグル』

シアタートラム

8月18日（日） 17:00開演
8月19日（月） 15:00開演 ◎

適当な用紙に ①ワークショップのタイトル・コース名 ②氏名（ふりがな） ③住所 ④電話番号
⑤性別 ⑥学校名・学年⑦生年月日 ⑧ワークショップ経験の有無 ⑨ひとこと（コメント）を書いて［郵
送］または で　【送付先詳細は本ページ右上参照】　※応募者多数の場合は抽選（結果は全員に連絡します）
劇場「夏休みワークショップ」 担当

発売中

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 子どもとおとなのための◎読み聞かせ

「お話の森」
中学生・高校生の“熱い”夏 ！

8月に本番を控えた2つのグループを紹介します。
YOUTH-PERFORMANCE 2013

“トバズニハ”“Dream Jazz Band”
ド リ バ ン

シアタートラム

  割引はございません　
一般6月30日（日）発売  4歳～小学生500円　中学生・高校生1,000円　おとな2,000円
♠ 小学校高学年以上対象、4歳未満入場不可
※4歳～高校生までのチケットをご購入いただいた方は、当日要年齢確認（保険証・学生証など）　
劇場チケットセンター

ここお話の森にはみんなが知っているお話、
知っていると思っていても忘れているお話、
はじめて聞くお話がいっぱい。この夏お話を
読んでくれるのは、音楽活動はもとより舞台
でも活躍しているロックスターのROLLYさ
んと、ダンスカンパニー「コンドルズ」をはじ
め俳優・演出家としても活躍し、TVのオフ
ロスキー役で人気の小林顕作さんです。
何を読むかは、来てからのお楽しみ ！

4月28日にスタートしたワークショップ。5月
は担当楽器ごとにパート練習に励み、6月に
入ってからはアンサンブル練習も始めました。
講師の厳しくも丁寧な指導のもと、他のパー
トと音と呼吸を合わせ、曲のイメージをふく
らませていきます。ワークショップの日には
早く来て練習をしている積極的なメンバーた
ち。みんなで最高の“ドリバン”をつくるため、
それぞれが練習を重ねています。

5月19日からスタートしたワークショップが
着々と進行中。10名の中高生メンバーがアー
ティストと共に作品を創造し発表するという
プロジェクト。総合演出の伊藤キムさんはメ
ンバーに「誰かが作ったものを真似るのではな
い、自分にしかできない何かを見つけていこ
う」とエールを送っています。ワークショップ
では、ストレッチで体を伸ばした後、2人組
の動きで相手の声を聞きながら真似るなど
体を使ったり、言葉を使ったりしながら様々
な表現を試しています。じっくりと丁寧に作
品づくりが始まっています。

  ノゾエ征爾　 山本光洋　たにぐちいくこ　井本洋平　ノゾエ征爾
劇場になかなか足を運べない方々にも気軽にお芝居を楽しんでいただこうと、毎年おこなっ
ている「あっとほーむ公演」。今年は新作登場 ！  森に住む女の子とロボットのお父さん親子と、
ふたりをとりまく青年と動物がおりなすドタバタ人情物語です。区内特別養護老人ホーム、
デイ・サービス、障害者施設で上演。この様子は でご紹介します ！  ぜひご覧ください。

世田谷パブリックシアター＠
あっと
ホーム公演

『きみといつまでも  ～わたしのお父さんはロボットです～』  上演中

公 演 情 報　　 劇場チケットセンター

公 演 情 報　　 劇場チケットセンター

日野皓正　Dream Jazz Band　他講師
ミュージシャン
 各日  4,300円  一般 4,500円

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をさせ
ていただく場合もございますので、あらかじめご了承くださ
い。4歳未満のお子様も、お席が必要な場合はチケットをお求
めください。

撮影：梶山かつみ前回の公演より

☆Dream Jazz Bandとは…
世田谷区立の中学生を対象とした「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・世田谷パブリックシアター企画制作）で
結成される中学生ビッグバンド。日野皓正を校長に迎え、
ジャズを通して自己を表現することを体験し、子どもたち
の夢をはぐくむことを目的としています。

☆トバズニハとは…
伊藤キムの呼びかけにより結成された現役中学生・高校
生によるパフォーマンスグループ。パフォーミングアーツ
の世界で活躍するアーティストを講師に迎え、ダンス・演
劇・音楽・美術など様々な表現スタイルを体験し、オリジ
ナルパフォーマンスを創作・発表する試みです。表現者と
してだけでなく、ひとりの人間として大きく成長すること
を目指しています。

世田谷パブリックシアター
（＝世田谷みんなの劇場）では、
みんながスペシャルな夏休みを過ごせるよう、
とびきりの体験プログラムをそろえて待っています！

★小学生のためのおどるワークショップ
7月29日（月）・30日（火） 13:00～15:00 〈全2回〉
［進行役］スズキ拓朗（　　　　　）　 小学3～6年生　 抽選20名　 1,000円　 7月19日（必着）
★小学生のための遊ぶ演劇ワークショップ
①低学年前半コース　8月2日（金）～4日（日） 10:00～15:30 〈全3回〉
［進行役］花崎攝（演劇デザインギルド）　 小学1～3年生　 抽選20名
1,500円　 7月19日（必着）

②低学年後半コース　8月30日（金）～9月1日（日） 10:00～15:30 〈全3回〉
［進行役］大西由紀子（NPO法人演劇百貨店）
小学1～3年生　 抽選20名　 1,500円　 7月19日（必着）

③高学年おでかけコース　8月7日（水）・8日（木）・10日（土）・11日（日）  10:30～16:00 〈全4回〉
［進行役］すずきこーた（演劇デザインギルド）　市川徹（まちづくりコーディネーター）
小学4～6年生　 抽選20名　 2,000円　 7月19日（必着）
★中学生のための演劇ワークショップ
7月24日（水）～28日（日） 10:00～16:00 〈全5回〉
［進行役］柏木陽（NPO法人演劇百貨店）
中学生　 抽選20名　 2,500円　 7月10日（必着）
★高校生のための演劇ワークショップ
8月20日（火）～23日（金） 10:30～16:30 〈全4回〉
［進行役］とみやまあゆみ
高校生、それくらいの年齢の人　 抽選20名　 2,000円　 8月6日（必着）

「夏休みワークショップ」
参加者募集 ！

様々な面から『三茶de大道芸』を一緒に盛り上げてくださる、
ボランティアスタッフ、メッセージフラッグサポーターを募集します。
詳細は公式ホームページをご覧ください。

ボランティアスタッフ ＆
フラッグサポーター募集！！

世田谷アートタウン2013

劇場「アートタウン」 担当　 http://setagaya-ac.or.jp/arttown/ ⒸSHELLEY

ROLLY

7月30日（火）
18:30開演 ♠

小林顕作

7月31日（水）
11:00開演／15:00開演

◎19日公演終了後にポストトークあり、本公演
チケットで入場可
トバズニハ　  伊藤キム（振付家・

ダンサー）　 伊豆牧子（振付家・ダンサー）　
今井朋彦（俳優）　川瀬浩介（作曲家・美術家）　
杉山至（舞台美術家）
  2,200円　一般 2,400円

高校生以下 1,000円（要年齢確認）
　未就学児童入場不可

撮影：牧野智晃

「お話の森」は、世田谷文学館でも開催 ！  詳しくはP2参照

8月18日（日） 14:00開演
『Dream Jazz Band 

9th Annual Concert』

コンドルズ／
たまごプリン

6月29日（土）
発売開始

会員先行発売・割引対象

〒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.jp/Thea t r e世田谷パブリックシアター

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

★子どもは、かき氷つき ！ かき氷タイムは終演後

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



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カ月～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-
1526へ

割引サービス／観劇サポート 世田谷パブリックシアターチケットセンター
席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。
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。

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認） 
高校生以下を対象とし、劇場がおすすめする
公演のチケットを一般料金の半額、あるいは
割引価格で提供。

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳を対象とし、劇場主催公演（一部除
く）のチケットを一般料金の半額、あるいは割引価
格で提供。また、主催以外の公演もご案内する場合
あり。オンラインのみ取扱。

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

世田谷パブリックシアター（主劇場）

シアタートラム（小劇場）

  木村光一
かとうかず子　島田歌穂（13日のみ）　高橋紀恵（12日のみ）　床嶋佳子

西山水木　根岸季衣　原日出子 （五十音順）
  2,900円　一般 3,000円

ファミリー割引 1,000円（保護者同伴の中学生以下、要年齢確認）
劇場チケットセンター

演 劇 朗読劇『この子たちの夏 1945・ヒロシマ  ナガサキ』8/12（月）・13（火）

原爆で大切な人を亡くした人々の手記をもとに、命の尊さを朗読で届ける。

 6/26（水）
一般  7/3（水）

発　売
開始日

ダンス 鈴木ユキオ+金魚『Waltz』8/8（木）～10（土）

  美術   鈴木ユキオ
安次嶺菜緒　堀井妙子　赤木はるか
全席自由（整理番号付）  3,400円　一般 3,500円　学生 3,000円（要学生証）
金魚制作事務所　☎090-5314-9281　 kingyo.company@gmail.com

8/8 9 10

19:30
14:00

ポストトークあり、
本公演チケットで入場可

発売中

演 劇 muro式.7  ショートストーリーオムニバス
『∴』 －ユエニ－ A=B B=C ∴ A=C8/24（土）～9/1（日）

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

  ムロツヨシ
 福田雄一　ふじきみつ彦　 高橋努　若葉竜也
  割引はございません　一般 4,200円
アッシュ・アンド・ディ・コーポレーション　☎5456-8130

発売中

8/2425 2726 2928

18:00
19:00

14:00

30319/1

世田谷区在住の方 ※応募はお1人様1枚のみ、未就学児童入場不可
往復ハガキの往信に ①希望日時②お名前（かな）③住所④電話番号⑤年齢

⑥申込希望人数（1名か2名）⑦世田谷パブリックシアターへのご来場の有無
（回数も）⑧ をお持ちですか？「はい」または「いいえ」 
返信に 住所とお名前（「様」をお書き添えください）をご記入ください。
宛先 〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1 5F 世田谷パブリックシアター
『ジャンヌ』区民招待
6月30日（必着）　結果は７月上旬までにハガキにてお知らせいたします
劇場『ジャンヌ』区民招待 ☎5432-1526

バーナード・ショー
中川龍一　小田島雄志　  鵜山仁
笹本玲奈　今井朋彦　伊礼彼方　大沢健　浅野雅博　馬場徹

石母田史朗　金子由之　今村俊一　酒向芳　石田圭祐　新井康弘
小林勝也　中嶋しゅう　村井國夫
  S席 7,200円

一般 7月6日（土）発売開始
S席 7,500円　A席 5,000円　B席 3,800円
劇場チケットセンター

世田谷パブリックシアター

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

9月5日（木）～24日（火）

8月1日（木）～10日（土）

7月20日（土）・21日（日）各日14:00開演

『誤解』『正義の人びと』　※1公演2作品
◎各日ポストトークあり　※要開催回のチケット

盲目の娘　春琴は美しく　音曲の才に秀でていた。
数々の演劇賞を受賞した舞台『春琴』。
最後のワールドツアーへ始動！
　 サイモン・マクバーニー
深津絵里　成河　笈田ヨシ　本條秀太 （三味線）

立石涼子　内田淳子　麻生花帆　望月康代　瑞木健太郎
高田恵篤
　  S席 7,200円　一般 S席 7,500円　補助席 7,500円
A席 6,000円
劇場チケットセンター

リーディングの新シリーズ。小説「異邦人」「ペスト」で知られ、劇
作家・演出家・俳優としても活躍したカミュの戯曲二篇を読み
ます。かつて時代を築いた劇作家と、今、まっすぐと向かい合い
その声に耳をすます時。何が聞こえてくるでしょう。お楽しみに！

アルベール・カミュ
『誤解』　 鬼頭哲人　『正義の人びと』　 白井健三郎

 中屋敷法仁　 久世星佳　黒木華　菅原永二　中村靖日
中山祐一朗　町田マリ―　山中崇 （五十音順）

 1,800円　一般  6月30日（日）発売開始  2,000円
劇場チケットセンター

『ジャンヌ』―ノーベル賞作家が暴く  聖女ジャンヌ・ダルクの真実―

『春 琴』 戯曲リーディング◆時代を築いた作家たち①

アルベール・カミュ発売中

7月5日（金）
発売開始

世田谷パブリックシアター＋コンプリシテ共同制作
谷崎潤一郎「春琴抄」「陰翳礼讃」より

撮影：細野晋司

8/1 32 4 5 6

19:00
14:00

7 98 10

休
演

ダンス プロジェクト大山  新作公演『ファンタジー』7/26（金）・27（土） 発売中

日程

日程

日程

会場

会場

会場

応募方法

撮影：久家靖秀

6月29日（土）
発売開始

世田谷区民ご招待　抽選各日20名（ご応募はいずれか１公演のみ）

   大橋可也　  大谷能生　伊藤匠　舩橋陽
皆木正純　古舘奈津子　とまるながこ　山田歩　唐鎌将仁　平川恵里彩　檀上真帆

後藤ゆう　山本晴歌　阿部遥　野澤健　後藤海春　三浦翔　中山貴雄　香取直登　玉井勝教
全席自由（整理番号付）  3,300円　一般 3,500円

〔U29（29歳以下） 3,000円　U19（19歳以下） 2,000円　 のみ取扱〕
大橋可也&ダンサーズ　☎6905-9264　 office@dancehardcore.com

ダンス 大橋可也＆ダンサーズ  新作公演 『グラン・ヴァカンス』
―飛浩隆「グラン・ヴァカンス 廃園の天使 」より―7/5（金）～7（日）

未就学児童
入場不可7/5 6 7

19:00
14:00

ポストトークあり、
本公演チケットで
入場可

発売中

9/5 76 8 9 10

19:00
13:00

11 1312 1415161718 202122232419

休
演

休
演

ポストトークあり、要開催回のチケット
視覚障害者のための舞台説明会あり
（劇場まで要事前申込み・無料、要本
公演のチケット）

7/2627

18:30
19:30

14:00

ポストトークあり、
要開催回のチケット

出演：
7/26 ＝常盤貴子
7/27 14:00 ＝白井晃
7/27 18:30 ＝野村萬斎

   古家優里
 梶本はるか　加藤未来　菅彩夏　西田沙耶香

長谷川風立子　松岡綾葉　三浦舞子　三輪亜希子
  3,400円  一般 3,500円  大学生 2,500円  高校生以下 1,500円（要学生証）
ROCK STAR　☎5272-09918/1213

14:00
17:00

13:00 ポストトークあり、
本公演チケットで
入場可

久世星佳 黒木華

山中崇

菅原永二

中屋敷法仁

中村靖日

町田マリー

中山祐一朗

ご招待日時　9月5日（木） 19:00開演　9月7日（土） 13:00開演
区民の皆様をご招待いたします。ぜひこの機会に劇場にお越しください。
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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。

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも
お引取りが可能です。　手数料105円／1枚

携帯 http://setagaya-pt.jp/m/
P C http://setagaya-pt.jp/ 電話で   ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00

 窓口で   三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階　10:00～19:00
オンラインで
 （要事前登録・

登録料無料）　

田園
都市
線

世田谷通り

キャロット
タワー
キャロット
タワー

三軒茶屋駅

三軒
茶屋
駅

世田谷線

地下連絡通路

至 渋谷

▲

マクドナルド

世田谷パブリックシアター（3F）
世田谷
パブリックシアター
チケットセンター（5F）

シアタートラム（1F）

世田谷区在住の15歳以上の方を対象としたサービスです。公益財団法人せたがや文化財団が発行する「せたがやアーツカード」にお申
込みいただくと、世田谷パブリックシアターチケットセンター（電話・窓口）及びオンラインチケットにてご予約・ご購入いただけます。

会員先行発売・割引（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

T世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 世田谷パブリックシアター／シアタートラムと音楽事業部の公演チケットを
取り扱っています。

i c k e t  I n f o rma t i on
会員先行発売・割引対象

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp



世田谷ジュニアアカデミーでは空きのある
種目・カテゴリーを随時募集しています。
最新の空き情報をHPの「空きカテゴリー一
覧」でご確認のうえ、お申し込みください！

参加費6,000～12,000円／月
　入会金・年会費5,000円
電話でスポーツ振興財団へ

泳法は初心者対象・CPRは制限なし
プール利用料金
当日開始時間にプール監視室前に集合

してください。
※詳細はHPをご覧いただくか、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　 3417-0013
　千歳温水プール
　☎3789-3911　 3789-3912

プールスタッフがプールサイドで泳法や
心肺蘇生法のアドバイスをします。 家族みんなで比べてみよう。

スイミングアカデミーの様子
柔道アカデミーの様子

※各種目の詳細はホームページをご覧ください。
http://www.se-sports.or.jp/stja/index.php

○ 空きあり　△ 一部空きあり

 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デイタイムテニススクール
月曜コース 8月19日～10月28日　 金曜コース 9月6日～
10月25日　大蔵第二運動場
※ABともすべて午前中、初心者から上級者のクラス分けあり　
18歳以上   抽選各8～16名   7,500円、11,000円（クラ

スにより異なります）   7月6日（必着）　※時間・クラス等は要
問合せ   ハガキ（欄外記入方法参照、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レディースバレーボール教室
8月2日～9月20日  毎週金曜　9:00～12:00（全8回）
18歳以上女性　 先着40名　 6,400円
大蔵第二運動場管理事務所（〒157-0074 大蔵4-7-1

☎3416-1212　 3416-1777）へ

 トレッキング「霧ヶ峰高原」
7月21日（日） 6:50集合・7:00出発～22日（月）

⇒‥バス　→‥徒歩　難易度‥一般向き
［コース］（1日目）世田谷区役所⇒調布IC⇒（中央道）⇒諏訪IC⇒
大門街道⇒車山→車山乗越→蝶々深山→物見岩→八島湿原キャ
ンプ場→八島湿原駐車場⇒白樺湖ビューホテル（歩程約3時間10
分）　（2日目）白樺湖ビューホテル⇒白樺湖ローヤルヒル・スキー
場→八子峰→ヒュッテアルビレオ→親湯温泉→プール平駐車場
⇒白樺リゾート池の平ホテル（昼食）⇒諏訪IC⇒（中央道）⇒調布
IC⇒世田谷区役所（歩程約4時間20分）
18歳以上　 抽選40名　 19,000円　 7月3日（必着）

※初日弁当・水筒・雨具持参、登山靴着用（物品の貸し出しはあ
りません）

 めざせトップアスリート バレーボールクリニック
8月1日（木） 9:30～11:30　総合運動場体育館

落合真理（元全日本代表）　 小学5年～中学3年生
抽選40名　 1,000円　 7月15日（必着）

 スポーツ教室

イベント

※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（水
泳大会は区内温水プール）にあります。ホームページからダウンロード可。大　　会

世田谷区学年別水泳大会
8月4日（日） 9:30～　玉川中学校温水プール

［種目］競泳（タイムレース）　自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフ
ライ、リレー、メドレーリレー　※1人2種目まで（リレー種目
を除く）
区内在住・在学の小・中学生
個人300円／種目、リレー400円／チーム
所定の申込書・個人票に参加費振り込み済みのコピーを

添付し郵送で区水泳協会：赤木（〒158-0082 等々力7-23-
11　☎3701-6605）へ　 7月2日（必着）

第63回 世田谷区民体育大会
■サッカー大会
①社会人大会（一般大会・土曜大会）8月24日～12月22日の
土日・祝日　②壮年大会（四十雀・五十雀）8月25日～平成
26年1月6日の土日・祝日　二子玉川緑地運動場　他
4,500円　 所定の申込書を区サッカー協会のホームペー

ジからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記メールア
ドレスへメール添付送信
①7月22日　②7月29日（ともに必着）
info@setagayaku-fa.comまで

※詳細は http://setagayaku-fa.com/ 
※代表者会議は、①8月3日18:30～　②8月10日18:30～
ともに会場はキャロットタワー5階セミナールーム
■水泳大会
9月1日（日） 9:30～　総合運動場温水プール
［種目］競泳（タイムレース）　自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフ
ライ、個人メドレー、リレー、メドレーリレー　※1人2種目ま
で（リレー種目を除く）
区内在住・在学・在勤者
個人400円／種目（小・中学生は300円）、リレー500円／

チーム
7月17日～23日（必着）の間に、所定の申込書・個人票

に参加費振り込み済みのコピーを添付し郵送で区水泳協会：
飯野（〒156-0054 桜丘4-1-11-405　☎3439-2089）へ

■陸上競技大会
9月8日（日） 9:00～　総合運動場陸上競技場
※一般の部は1人2種目まで、小・中学生・高校生の部は1人1
種目のみ（リレーを除く）
個人500円／種目（小学生100円・中学生200円）、リレー

1,200円／チーム（小学生400円・中学生800円）　振込もしく
は現金書留　 郵送で東京農大一高：上野（〒156-0053　桜
3-33-1へ）　※詳細は http://www.setagayarikujyo.org/　
8月20日（必着）
 setagayarikujyou@gmail.com
■アクアスロン大会
9月15日（日）　総合運動場陸上競技場　他
［種目］①一般　②中学生　③小学4～6年生　④小学4～6年
生親子ペア　⑤小学1～3年生　⑥小学1～3年生親子ペア
高校生以上1,000円、中学生以下500円、親子ペア1,000円　

（いずれも傷害保険料込み）　 ハガキまたはFAX、メール
で種目も明記し、区トライアスロン連合：荒井（〒213-0033 
川崎市高津区下作延5-35-6-701　☎・ 044-844-5057　
stu@setatora.com）へ　 8月30日（必着）

■ソフトテニス大会
中学生男女・高校生女子・小学生男女・一般男女
8月19日（月）～10月16日（水） 9:00～　総合運動場テニス
コート
［種目］①中学生男子　②中学生女子　③高校生女子　④ミッ
クス（バラ・スミレ）　⑤小学生男女　⑥ミックス（アジサイ・
ユリ）　⑦小学生団体戦　⑧シニア 部団体戦
区連盟登録者および区内在住・在勤・在学者
①②⑤400円　③④⑥700円　⑦1,200円／1チーム

⑧2,100円／1チーム　 所定の申込書、郵便振込で区ソフト
テニス連盟：山根（〒154-0004　太子堂5-17-15　☎3410-
7886）へ　 ①②③7月21日　④⑤⑥8月10日　⑦8月23日　
⑧9月14日（いずれも必着）
■ライフル射撃
7月7日（日）～9月8日（日） 9:00～   総合運動場エアライフル場
連盟会員および区内在住・在勤者でエアライフル銃の保有者　
先着24名　 無料（ただし、弾・電子標的用ロール紙、標的

紙は各自持参）　 当日受付（午前10時まで）
区ライフル射撃連盟：佐田（☎5477-6262）

親子で参加（家
族等も含む。1人で
の参加も可能）
プール利用料金
開始時間は日に

よって異なります
ので、詳細はHPを
ご覧いただくか、
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　 3417-0013

11:50～、13:50～、
15:50～、17:50～（各10分）

水泳ワンポイントレッスン 夏休み親子体力測定会
肺活量・握力測定を期間中毎日開催

空きカテゴリー
募集中！！

毎日7/15
月 祝

8/31
土

毎日7/15
月 祝

8/31
土

2013年6月25日 8

種　目 曜　日 対　象 総合監修
世田谷アスレティクスアカデミー △ 毎週水曜 小学1年～ 高野　進
世田谷フットボールアカデミー △ 毎週火曜・水曜 年少～中学3年生 北澤　豪
世田谷器械運動アカデミー △ 毎週木曜 年少～中学3年生 高橋正典
世田谷柔道アカデミー ○ 毎週金曜 年中～中学2年生 瀧本　誠
世田谷ベースボールアカデミー △ 毎週水曜・木曜 年中～小学6年生 倉田　誠
世田谷スイミングアカデミー △ 毎週火曜・木曜 年中～高校3年生 飯沼誠司
世田谷テニスアカデミー △ 毎週水曜 小学1年～中学3年生 坂井利彰

4月～
2014年3月
総合運動場・
大蔵第二運動場

日程

会場

プールイベント

は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（8面欄外記入方法参照、参加希望教室、
学年、年齢、性別を明記）でスポーツ振興財団へ

①イベント名  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・氏名をご記入下さい。
●宛先は各記事申込み先へ ●重複申込み不可 ●特別に条件がある場合は明示します。 ●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・メール記入方法

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/

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

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。

申込
方法


