
 世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント
ランニングクリニック

箱根駅伝出場常連校のランナーと一緒にトレーニングし、
ハーフマラソンへの出場を目指します。
◆基準タイムを超えた方のなかから抽選で、ハーフマラソン優先
　出場権を進呈
◆そのほかの方にも、ご希望により健康マラソン出場権を進呈
9月7日～21日　毎週土曜 16:00～18:30　全3回　
総合運動場陸上競技場　 中学生以上　 4,000円／抽選200
名　 希望クラス（10km走のタイムが30分台、40分台、50分台、
60分台、70分台～）と過去参加回数も明記し、スポーツ振興財団
へ　 8月20日（必着）

11月10日

申込方法

申込締切
募集パンフレット
配  布  先

日
駒沢オリンピック公園陸上競技場 8:30  Start （荒天中止）

開催日

募集パンフレットをご覧いただき、記載の誓約事項に同意のうえ、お申し込みください。

区内公共施設（総合支所、出張所、まちづくりセンター、区民センター、地区会館、図書館等（いずれも
部数に限りあり））、区スポーツ振興課、スポーツ振興財団　※専用ホームページからダウンロードも可
 http://www.se-sports.or.jp/246/

ハーフマラソン・健康マラソンともに抽選です

世田谷246ハーフマラソン

参加資格

せたがや文化財団のホームページがリニューアル!!
http://www.setagaya-bunka.jp/

QRコード

出場する部門に該当する健康な方で、その種目の制限時間以内で完走できる方。
※18歳未満は保護者の同意が必要

●インターネット8月15日（木）23:59まで　●専用郵便振替用紙8月15日（木）当日消印有効

●インターネット
 http://www.se-sports.or.jp/246/
QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイトに簡単にアクセスできます。
※一部エントリーできない機種もあります
　●専用郵便振替用紙（以下の施設で配布）
配布先：区内総合支所、出張所およびまちづくりセンター（いずれも部数に限りあり）、区スポーツ　
　　　   振興課（区役所第１庁舎１階）、スポーツ振興財団（区立総合運動場温水プール２階）

種  目 部  門 スタート（予定） 制限時間

5km
A  中学生男女 11:00

40分 高校生相当～39歳男女

B  40歳～59歳男女 12:00 60歳以上男女

2km
A  小学生低学年男女 13:10 20分B  小学生高学年男女 13:35
C  親子（小学生） 14:00 30分

※年齢は平成25年11月10日現在を基準とします

〈距離21.0975km〉日本陸上競技連盟公認コース
●定　　員：1,500名
●参 加 料：4,500円
●制限時間：130分（途中関門４カ所）
●部　　門：日本陸連登録者男女、高校生相当～39歳男女、
　　　　　　40～59歳男女、60歳以上男女

〈距離5km・2km〉
駒沢オリンピック公園（周回）　
●定　 員：各種目300名  ※2kmC［親子（小学生）］は300組
●参加料：高校生相当以上1,000円、小・中学生300円

ハーフマラソン

健康マラソン

抽選

抽選

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
公益財団法人  せたがや文化財団　〒154－0004 世田谷区太子堂4－1－1

http://www.se-sports.or.jp/
http://www.setagaya-bunka.jp/
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第8回 世田谷246ハーフマラソンゲストランナー

大島めぐみ

次回（8月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局
（（公財）世田谷区スポーツ振興財団内）

☎3417-2811（土・日・祝除く9:00～17:00）

世田谷246ハーフマラソンエントリー事務局
（スポーツエントリー内）

☎0120-711-951（土・日・祝除く10:00～17:30）

「あなたにとって走るとはどんなことですか？」と聞かれることがあります。
自分の限界に挑戦すること、健康維持やダイエット、
仲間との交流の場であったり一人になるための時間であったり。
きっかけはどんなことでも、走り続けることで沢山の楽しみ方を発見できる ！
それが走ることの魅力の一つだと思います。
子どもから大人まですべての人が一緒に楽しさを共有できる世田谷246ハーフマラソンで、
新しい自分の新しい楽しみ方を発見してください ！

川嶋伸次 さん
アテネ世界陸上マラソン代表
シドニー五輪マラソン代表

谷口浩美 さん
東京世界陸上マラソン優勝
バルセロナ五輪マラソン8位入賞
アトランタ五輪マラソン代表

入船 敏 さん
第54回 別府大分毎日マラソン優勝
ヘルシンキ世界陸上マラソン代表

新宅雅也 さん
モスクワ五輪3000m障害代表
ロサンゼルス五輪10000m代表
ソウル五輪マラソン代表

シドニー五輪 5000m代表
アテネ五輪  10000m代表

ハーフマラソン

ハーフマラソン

健康マラソン 5km

健康マラソン 5km

ハーフマラソン

ゲストランナー （5名）

大会に関する
お問い合わせ

申込みに関する
お問い合わせ

ハーフマラソン実況放送解説

ハーフマラソン実況放送解説

第8回

SETAGAYA 246 
HALF MARATHON

本大会は、チャリティーマラソンの一環として、ハーフマ
ラソンの参加料のうち500円分を東日本大震災の被災地
復興支援金とさせていただきます。
また、大会当日、会場内に募金箱を設置します。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。

募 集 要 項

参
加

者募集開始 !  募集期間

 7月 25日

8月 15日

木

木

7月号  印刷  7/11 



 
  

2013年7月25日2

■ジュブナイルSFの世界
開催中～9月23日（月・祝）　1階ロビー
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（少年少女向けのSF作
品）の数々を紹介します。　 無料

小学生〜高校生が選んだ「この夏、大人たち
に読んでほしい本」を文学館で展示する、毎
年恒例のジュニア堂書店。大人たちに夏休
みの宿題を出しちゃおう！　　　　 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展示します。

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　※企画展チケットで観覧できます

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
スの版画家による、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）

シナリオ、演出、カメラ、芝居、すべて子ど
もたちによる映画作りのワークショップ

杉田協士、保坂大輔、金子裕昌（世田谷美
術館美術大学映画講師）　 小学4年生～中
学生　 抽選30名　 3,000円　 当館HP

7月23日（必着）

閉館後の美術館を探検し、夜の美術館の秘密
を解き明かせ！

小学4年生～中学生　 抽選30名　 500
円　 当館HP　 8月17日（必着）

■中村太郎　宮沢賢治幻想紀行
開催中～9月16日（月・祝）　文学サロン
写真家・中村太郎さんが岩手を旅して四季
折々に撮影した写真をパネル展示します。

無料

■夏休み宮沢賢治
　おはなしフェスティバル
7月25日（木）、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）
どなたでも   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（画家・イラストレーター）

8月18日（日）　「永遠のそこ―幼年時代と
　原風景」　 伊勢英子（絵本作家）

8月24日（土）　「画本  宮沢賢治について」
　 小林敏也（画家・イラストレーター）

9月1日（日） 10:30～17:00
サイトウケイスケ（作家）　 申込先着16

名　 1,000円　 下記参照

9月21日（土） 11:00～17:00（開場10:30）
ワーグナー「ニュルンベルクの名歌手」

申込先着50名　 500円　 下記参照

開館10周年
清川泰次の世界Ⅱ
帰国、そして
再びアメリカへ
8月10日（土）～12月1日（日）
■ギャラリートーク（友の会共催）
8月10日（土） 14:00～（1時間程度）

「清川泰次の世界」
当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

Home, 
Sweet Home
宮本三郎の家族像
8月10日（土）～
11月4日（月・祝）
■8月のギャラリートーク
8月17日（土） 14:00～（30分程度）

「宮本三郎のアトリエ」
当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

8月14日（水）～18日（日）
13:00～17:00（受付16:30まで）

井上光太郎（画家）　 100円（1回）
事前申込不要、会期中随時受付

東日本大震災以降、再び注目を集めている
宮沢賢治の作品を、「雨ニモマケズ手帳」や
水彩画などの自筆資料のほか、賢治の童話
を題材にした絵本や挿絵の原画約200点に
よって展示紹介します。

一 般800（640）円 ／ 高 校・ 大 学 生600
（480）円／65歳以上400（320）円
 中学生以下無料
※（　）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり

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

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）

8月25日（日）　「銀河鉄道に乗らないで」
　 司修（画家・装丁家・小説家）

8月31日（土）　「創作のエピソード」　
　 ささめやゆき（画家・絵本作家）
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）
■絵本学会との共催　絵本研究会

「宮沢賢治原作の絵本について」
9月8日（日） 13:30～16:00　文学サロン

金井一郎（アーティスト）、松田素子（編集
者）、笹本純（筑波大学）　 当日先着150名

無料

日本SFを牽
けん

引
いん

した
星新一、小松左京ら
によって創立された

「日本SF作家クラブ」
50周年を記念して、
日 本SFと ア ニ メ ー
ションの歴史につい
て、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）

割　引
引換券

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館  2階展示室　開催中～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

観覧料 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

［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）、
展示替期間　 一般200（160）円／65歳以上、高校・大学生150（120）円／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

展覧会

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中～7/28  アートスペース・オー第19回クロッキーの会作品展 第7回 アートの会作品展

7/30～8/4  下条孟原画展「沖縄の海」

 Nami 's　色えんぴつ・パステルドローイング個展
 ～ありふれた日常に在る素敵＋Ballet展 vol.3～
 沙羅の会陶展 
 鈴木みどり　ガラスアートと写真－Picturesque

8/6～11
 言霊の徴し第2回 櫻賀一翠 写真展  第17回 木版画展
 第21回 みよう会展  子供の創造画と大人の油絵展

8/13～18  世田谷平和美術展  江戸表具を愛する会展

8/20～25  第63回 はたらく消防の写生会  「絵の寺子屋」教室展（10周年記念展）  ※21日から公開
 TAMAKO TSUDA 『Visual Chronicle』  ※21日から公開

世田谷美術館 区民ギャラリー

※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・区民ギャラリー （観覧無料）

開催中～7/28 ガラス彫刻展 涼
8/14～18 ゆかり美術教室展
8/21～25 陶絵付と吹きガラス展

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

日用品から未来の都市の姿までをデザイン
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

■100円ワークショップ
8月中の毎金・土曜日　14:00～16:00
時間中随時受付　地下創作室　 1回100円

90歳で現役の染色工芸作家の作品を紹介
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 
※障害者割引あり

［曲目］A.スカルラッティ「スペインのフォリア
による変奏曲」  他   大滝俊   抽選200
名　 入場無料   9月2日（消印有効）まで
に往復ハガキ（P4記入方法参照）で当館へ
※詳細はHP参照

往復ハガキかメール（P4記入方法参照）
で宮本三郎記念美術館「イベント」係へ。
または直接、ご来館（17:30まで）ください。
※1イベントにつき1通、2名まで  ※詳細はHP参照

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

関 連 企 画

関 連 企 画

関 連 展 示 関 連 展 示

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

榮久庵憲司とGKの世界
鳳が翔く

開催中～9月1日（日）  1階展示室

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）

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■ ■

9月22日（日） 14:00　講堂

プロムナード･コンサート
大滝俊　ピアノリサイタル

日本SF作家クラブ
50周年記念講演会

「日本SF作家と初期アニメの関わり」

8月14日（水）、15日（木）、21日（水）、22日（木）
［上映会：8月25日（日）］　地下創作室　他

夏休みこども映画ワークショップ2013

ナイトツアー2013

宮沢賢治
茂田井武 『セロひきのゴーシュ』 福音館書店、1956年

［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

次　回　展

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」

え く あん けん じ

おおとり ゆ

8月4日（日）　文学サロン

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−」

大蛇ワークショップ
「ぬり☆はり☆だいじゃ」

音と映像で楽しむ
クラシック講座 vol.24

ジュニア堂書店
大人たちに捧げる、夏休みの課題図書

8月1日（木）～9月1日（日）　文学サロン

8月31日（土） 18:30～20:00　館内　

会員割引対象 遊びと学びの子どもプロジェクト2013事業

 小学生・中学生は土、日、休日、夏休み期間、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  ●世田谷美術館ミュージアム コレクション  ●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 

《コーラルレッドの四角作品‐62》
1962年

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

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

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/

 開館20周年　向井潤吉と四季 春／夏
開催中～7月28日（日）

 開館20周年
向井潤吉と四季　秋
8月10日（土）～
12月1日（日）

展覧会

《秋酣》1973年

没後 80 年
宮沢賢治・詩と絵の宇宙

― 雨ニモマケズの心
開催中～9月16日（月・祝）　2階展示室

※資料保護のため、宮沢賢治「雨ニモマケズ手帳」は
7月26日まで、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

次　回　展

次　回　展

《町の人 （々指人形）１》
2004年

夏休み期間中、小・中学生はい
つでも無料で入場できます。会場
で配布している「ワークシート」を
使って、展示室をたんけんしよう！

《家族席》1934年

瀬戸内飛行機艇特区構想
水上飛行艇イメージ図

2013年

〒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

〒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
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発売中

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）

第 2 回 せたがやバンドバトル ～ 集まれGS世代！～　参加バンド募集
《大会概要》
◆予　選
　テープ審査
◆決勝大会
　2014年1月26日（日）
　烏山区民会館
　審査員および観客に
　よる審査

好奇心をくすぐる新たな音楽に出会える一夜です。
中川賢一（ピアニスト／演奏とお話）
武満徹：雨の樹素描Ⅱ—オリヴィエ・メシアンの追憶に—   他
全席自由  前売 2,800円　当日 3,000円  ※未就学児童入場不可

《応募資格》
●メンバーに世田谷区内

在住・在学・在勤者が
いること

●メンバーの平均年齢が
40歳以上であること

●全員がアマチュアであ
ること　他

《申込方法》
参加申込書（チラシ裏面または
HPからダウンロード）と、演
奏を収録した音源（CD・MD・
DVD）を、音楽事業部に持参ま
たは郵送

※詳細はHPをご覧ください
音楽事業部

昨年度、大盛況のなか幕を閉じた「せたがやバンド
バトル」の第2回開催が決定！ 今なお音楽に情熱を
ささげ、活動を続けるオヤジバンドを募集します。

©SHELLY

Photo:Sebastien Cirade

《募集期間》 
9月1日（日）～30日（月）

必  着

ボランティアスタッフ ＆
フラッグサポーター募集！！

 大人 2,000円　子ども［4歳～高校生］1,000円
一般 8月4日（日）発売開始　大人 2,500円　子ども 1,500円　U24 1,500円
※子どもチケットをお求めの場合は当日要年齢確認
※3歳以下のお子様もお席が必要な場合は要チケット、ひざ上は無料　  

『D
デ ュ エ ル

UEL ～チェロとピアノの
  ゆかいな決闘～』

三軒
茶屋で
楽しむ秋

ピアノとチェロ、ときどき大工道具、果てはバーベ
キューセットを片手に登場する我らがスター、ローラ
ンとポール。クラシックの名曲からお馴染のポップス
まで、音楽史上初！ 超ワイルドなコンサートのはじま
りです。思わず笑いがこぼれる、ローランとポールの
ミュージックバトル。さてさて本日の軍配や、いかに！
10月19日（土） 19:00開演
10月20日（日） 15:00開演 世田谷パブリックシアター

10月19日（土）・20日（日）開催

7 8
25 26 27 28 29 30 31 29 301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 317/25 ～ 8/31

シアター
スケジュール
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

『春琴』『春琴』 朗読劇『この子たちの夏』朗読劇『この子たちの夏』 日野皓正 presents “Jazz for Kids”シス・カンパニー公演『ドレッサー』
                               ☎5423-5906

日野皓正 presents “Jazz for Kids”シス・カンパニー公演『ドレッサー』

プロジェクト大山『ファンタジー』
　ROCK STAR ☎5272-0991

「お話の森」
鈴木ユキオ + 金魚

『Waltz』
YOUTH-PERFORMANCE2013

“ トバズニハ ”『コンパス グルグル』

「かもめ」前夜祭！
『ＦＭＧカフェであいましょう』
　エフ・エム・ジー ☎3400-7656

（平日10:00 ～18:00）

muro 式 .7 ショートストーリーオムニバス
『∴』 ーユエニー
A=B  B=C  ∴A=C （9/1 まで）　

muro 式 .7 ショートストーリーオムニバス
『∴』 ーユエニー
A=B  B=C  ∴A=C （9/1 まで）　

プロジェクト大山『ファンタジー』
鈴木ユキオ+ 金魚
『Waltz』

YOUTH-PERFORMANCE2013
“ トバズニハ ”『コンパス グルグル』

「かもめ」前夜祭！
『ＦＭＧカフェであいましょう』

「お話の森」

同日
開催7月28日（日）

発売開始

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
募集中です。詳細は公式ホーム
ぺージをご覧ください。

劇場「アートタウン」担当
http://setagaya-ac.

or.jp/arttown/

演 劇
世田谷パブリックシアター＋コンプリシテ共同制作

『春 琴』　谷崎潤一郎「春琴抄」「陰翳礼讃」より8/1（木）～10（土）

未就学児童
入場不可

※10/12（土）
 13（日）を除く

未就学児童
入場不可

音 楽 林英哲コンサート2013

演 劇 『TRUE WEST  ～ 本物の西部 ～』9/29（日）～10/13（日）

10/30（水）～11/3（日）

演 劇 子どもとおとなのための◎読み聞かせ「お話の森」
7/30（火）18:30開演
7/31（水）11:00/
 15:00開演

9/29 10/130 2 3 4 5

14:00
13:00

15:00
18:00
19:00

休  

演

10/30 31 11/1 2 3

17:00
14:00

19:00
休  

演

◀10/6以降（日）13:00、（火）19:00、（水）14:00/19:00、（木）（金）14:00、（土） 13:00/18:00、10/7休演

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）

〒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

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
高校生以下割引あり（購入時要年齢確認） 
高校生以下対象／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歳対象／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

車椅子スペースあり（定員あり・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（定員あり・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

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。

サム・シェパード　  スコット・エリオット
内野聖陽　音尾琢真　菅原大吉　吉村実子

 S席 8,300円　一般 S席 8,500円　A席 6,500円
※8/3（土）のみ☎0570-02-9855（10:00〜18:00）　店頭・オンライン販売なし

梅田芸術劇場　☎0570-077-039

林英哲　英哲風雲の会
 S席 6,700円　一般 S席 7,000円　A席 5,000円

東京音協　☎5774-3030

◎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（中学生・高校生メンバー）　  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）　 劇場チケットセンター

 サイモン・マクバーニー
深津絵里  成河  笈田ヨシ  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　本條秀太 （三味線）
 S席 7,200円　一般 S席 7,500円　A席 6,000円　１階立見 5,000円

劇場チケットセンター

演 劇 『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―9/5（木）～24（火）

 8/2（金）
一般  8/3（土）

発　売
開始日

 7/25（木）
一般  7/26（金）

発　売
開始日

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 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

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）

チケットご購入者限定の
トークイベント開催決定
８/１７（土） １２:30～
※詳細は劇場　 へ

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（当日要学生証）
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

発売中

演 劇

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=C

YOUTH-PERFORMANCE 2013
“トバズニハ”　『コンパス グルグル』

8/24（土）～9/1（日）

8/18（日）17:00開演
8/19（月）15:00開演◎

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

発売中

8/2425 2726 2928

18:00
19:00

14:00

30319/1

音 楽 日野皓正 presents “Jazz for Kids”
―JAZZ POWER ジャズの力―

8/17（土）15:00開演
8/18（日）14:00開演

  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）

8/1213

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

発売中

発売中

8/1 32 4 5 6

19:00
14:00

7 98 10

休
演

8月17日（土）   『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）
8月18日（日）   『Dream Jazz Band 9th Annual Concert』　 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、予めご了承ください。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。　 劇場チケットセンター

発売中

発売中

7月30日（火）  ＲＯＬＬＹ♠　7月31日（水）  小林顕作　お子様には終演後にかき氷をプレゼント
 割引はございません　一般  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、
公演当日に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。　 劇場チケットセンター

 8月3日（土） 14:00開演　世田谷区民会館

せたがやジュニアオーケストラ
夏のコンサート

せたがやジュニアオーケストラ
池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲　他  
500円  ※3歳未満ひざ上のみ入場可・無料　

※終演後ステージ上にて「オーケストラ楽器体験コーナー」を開催

まもなく開催
発売中

 10月5日（土） 18:00開演   成城ホール

せたがやの演奏家 Vol.9

白崎彩子 JAZZ ピアノトリオ
“Some Other Time” in 成城

白崎彩子＆最強のリズムセクションが贈る最高にグルーヴする夜！
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）
全席自由  2,800円　一般 3,000円  　 　※未就学児童入場不可

中川賢一現代音楽レクチャーコンサート Vol.2

現代音楽の迷宮へようこそ。

未就学児童
入場不可

チケットご購入者限定のトーク
イベント開催決定　８/17（土） 
12:30～   ※詳細は劇場 へ

2013年7月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

●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

 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）　 P C 携帯http://setagaya-pt.jp/ http://setagaya-pt.jp/m/

 電話で  ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00 　　　　　　　　　　　    会員先行発売・割引
（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）　

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」にお申し込みいただく
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。

劇場でも
楽しもう！

街を盛り上げよう！

遊びと学びの子どもプロジェクト2013事業

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 r m a t i o n

〒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音 楽 事 業 部

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

会員割引対象

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515
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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

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〜中学生　 各日抽選20名　 各日
500円　 往復ハガキ（欄外記入方法参照、
学年と希望日も明記）で生活工房へ

8月10日（必着）

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。

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

少子化にともない人口減少が進む日本にお
いて、これからの経済はどのようにあるべき
でしょうか。成長よりも継続を、グローバル
よりローカルを、そしてヒューマン・スケー
ルを尺度として考える「小商い」をキーワード
に、もうひとつの経済の可能性を探ります。

平川克美（株式会社
リナックスカフェ代表
取締役）　 申込先着
80名　 1,000円　
電話かメール（欄外記入
方法参照）で生活工房へ

休日の朝に楽しむ、大人のためのワーク
ショップ第2弾。日曜日のD.I.Y.といえば
日曜大工です。木材を切り、組み立て、色を
塗り、シンプルで機能的なオリジナルの「ス
ツール」をつくります。

白鳥浩子（デザイナー）　 中学生〜一般
抽選20名　 5,000円　 往復ハガキか

メール（欄外記入方法参照）で生活工房へ
8月16日（必着）

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　 往復ハガキ（欄外記入方法

参照、学年も明記）で生活工房へ
7月29日（必着）

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

開催中～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 !」

知の航海2013　Vol.01
人口減少社会と小商い

8月31日（土） 14:00～16:00　生活工房5Ｆ

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）

SUNDAY MORNING WORKSHOP #2
　　朝のウッド・クラフト

・ワークショップ　　
9月1日（日）・8日（日） 各日10:00～12:30

※全2回　生活工房4F

《city lights》

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

14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

［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　

写真：嶋本麻利沙
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～8/17（土） スケッチで遊ぶ　水彩画展

8/18（日）～9/14（土） 野本剛志作品展

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

バッグ・オーライ！

レイ・リケットさんのオリジナルバッグの展覧会。従来のバッグ
にはない自由な発想でデザインされたユーモラスで魅力的なハ
ンドメイドの世界は、私たちの生活をカラフルに演出してくれま
す。今回は、地球規模の問題をモチーフにしたバッグから、これ
まで制作してきた小さな世界のバッグまで約50点を展示。ぜひ、
ご覧ください ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無料

出展者募集 ！

2013年7月25日4

■ 弓  道
9月1日（日） 9:00～　総合運動場弓道場

区内在住・在勤・在学の方
一般500円、高校生300円、中学生200円

ハガキまたはFAXで種目も明記し、区
弓道連盟：藤田（〒158-0087 玉堤1-3-13-
303 3705-5275）へ、もしくは区弓道連
盟 ［http://setagayakyf.web.fc2.com/］
の行事案内から申込書をダウンロードし、

 kyudo.4160@gmail.comへ添付または
FAXで送信　 8月11日（必着）
■ ゲートボール
9月5日（木） 9:00～　総合運動場陸上競技場
※予備日9月6日（金）

2,000円／チーム　 区協会登録チー
ムは所定の申込用紙、未登録チームは往復
ハガキで区ゲートボール協会:村石（〒154-
0017 世田谷1-23-3 ☎3439-1108）へ

7月31日（必着）
■ バスケットボール
9月8日（日）～10月27日（日） 9:00～　
大蔵第二運動場体育館　他

区内在住・在勤の方で構成された団体
4,000円（未登録団体は別途登録料7,000

円）　 8月18日（11:00〜15:00）の み
受付、所定の申込書を区バスケットボール
協会：駒澤大学高校（〒158-0098 上用賀
1-17-12）体育館教官室別室へ持参　 区バ
スケットボール協会　☎090-5536-6455
■ 剣  道
9月23日（月・祝） 9:30～  総合運動場体育館

区剣道連盟加盟団体所属または区内在住・
在勤・在学の高校生以上で、剣道六段以下の
方　※ただし、学連加盟の大学生は除く

個人戦500円／人、団体戦2,500円／チー
ム（ともに別途保険料100円／人）

所定の申込書に参加料・保険料（と
もに現金書留）を添えて郵送で区剣道連盟

（〒154-0021 豪徳寺1-38-6 豪徳寺駅前郵
便局留 ☎090-9140-2494）へ

8月23日（必着）

動場第一武道場・体育室
軽運動やジムトレーニングを行います。
❷大蔵Bコース
10月24日～2014年2月27日　毎週木曜
※除外日あり   12:00～15:00   全18回
総合運動場第一武道場・会議室兼軽運動室
下半身に負担をかけない歩き方を指導します。
※例年は「大蔵の部」（総合運動場）と「千歳
の部」（千歳温水プール）で開催していました
が、今年度は千歳温水プールが改修工事のた
め、大蔵の部のみとなります
❶❷とも　 60歳以上で、医師から運動を
止められていない方　※健康チェックの結
果によってはトレーニングへの参加をお断
りする場合があります　 抽選20名　

20,000円　 8月23日（必着）

※種目の詳細は、大会要項でご確認ください
■ バドミントン
①8月25日（日） 9:00～　 ②9月1日（日）　
11:00～　③9月8日（日） 9:00～　①大蔵第
二運動場体育館・②③総合運動場体育館

①〜③とも区内在住・在勤・在学の方　
※学連加盟者は出場不可　 ①1,000円／
ペア　②800円／ペア　③400円／ペア

所定の申込書で区バドミントン協会： 
安藤（〒157-0074 大蔵5-8-6 ☎3415-0692）
へ　 ①8月16日　②8月23日　③8月30
日（各必着）
■ アーチェリー
9月1日（日） 9:00～　総合運動場洋弓場

小学生以上　 600円（中学生以下300
円）　 当日会場にて　 区アーチェリー協
会：松村（☎090-3247-4645）

※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、
区スポーツ振興課にあります。（一部当財団ホーム
ページからダウンロード可）

9月7日・21日、10月5日　いずれも土曜
10:00～11:30   全3回   オークラランド

中学生以上で軽度の知的障害のある方　
先着36名　 1回1,300円（ゲーム代・貸

靴代・保険料含む）　 ハガキまたはFAX
（欄外記入方法参照、参加できない日と年齢
も明記）でNPO法人サーンズ：北口（〒156-
0044 赤堤4-42-2  ☎090-9010-2275 
3323-8250）へ　 8月27日（必着）

9月10日 ～10月8日　 毎 週 火 曜 19:00～
20:30   全5回   九品仏小学校体育館

小学4年生以上　 抽選30名　 2,500
円（中学生以下1,500円）　 8月19日（必着）

❶くじら水泳教室　
10月21日～12月9日  毎週月曜  ※除外日あり
18:00～20:00　全7回　総合運動場温水
プール
❷烏山短期水泳教室　
10月1日～11月12日  毎週火曜 18:00～
20:00　全7回　烏山中学校温水プール
❸マンボウ水泳教室
10月12日～2014年6月　原則毎月第2・4
土曜  ※除外日あり  13:00～15:00　全14回
太子堂中学校温水プール
❹ラッコ水泳教室　
10月5日～2014年5月  原則毎月第1・3・（5）
土曜  ※除外日あり  14:00～16:00  全14回   
玉川中学校温水プール

いずれも軽度の知的障害のある方（❶中学
生以上　❷❸❹小学生以上）でトイレを使用
する際に介助不要で、事業開催中、付添人が
会場に待機できる方　 ❶❷❹抽選10名　
❸抽選15名　 ❶4,000円❷3,400円（中学
生以下1,700円）　❸ ❹8,000円（中学生以
下3,400円）　 欄外記入方法に加えて障害
の内容も明記し、スポーツ振興財団へ　

8月20日（必着）　※参加の可否について
事前に個別面談を行います

❶大蔵Ａコース
10月23日～2014年2月26日　毎週水曜  
※除外日あり　9:00～12:00  全18回  総合運

❶ 千歳の部
9月2日～11月25日   毎週月曜   ※除外日あり
13:30～15:00   全8回   千歳ゴルフセンター
❷ 成城の部
9月14日 ～11月2日　 毎 週 土 曜 18:00～
19:30   全8回   ニュー成城ゴルフセンター
❸  ジュニアゴルフ教室
9月21日 ～11月9日　 毎 週 土 曜 16:00～
17:30  全8回  成城ゴルフクラブ

❶❷18歳以上　❸小学3年生〜中学生
❶❷抽選10名　❸抽選14名
❶❷17,000円　❸9,000円
❶❷❸8月19日（必着）

■バスケットボール教室（キッズ・ミニ・
　ジュニア）
9月3日～24日　毎週火曜   全4回

5歳〜高校3年生　 先着各40名
各2,400円　 大蔵第二運動場管理事

務所（☎3416-1212 3416-1777）へ

❶ 9月4日～11月13日　毎週水曜　※除外日
あり　13:00～13:50  全10回
❷ 9月5日～11月21日　毎週木曜　※除外日
あり　11:00～11:50  全10回
❶ ❷とも　 18歳以上　 抽選各30名　

7,000円　 総合運動場温水プール管
理事務所で配布の所定申込書を持参または
郵送かFAXで同管理事務所（〒157-0074 大
蔵4-6-1 ☎3417-0017 3417-0013）へ　

8月15日（必着）

9月6日～11月29日　第1・3・5金曜　※除外
日あり　10:00～11:30／第2・4金曜 18:30
～20:00   全12回   粕谷区民センター

50歳以上　 抽選60名　 3,000円
8月19日（必着）

9月7日 ～10月5日　 毎 週 土 曜 19:00～
20:30   全5回   中町小学校体育館

小学生以上　 抽選40名　 3,000円（中
学生以下1,500円）　 8月19日（必着）

ふれあいボウリングスクール

  卓球教室

第63回区民体育大会

 元気なシルバー
いきいきトレーニング

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・氏名をご記入ください
●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

教室・イベント

大　会 （共催事業など）

総合運動場温水プール、千歳温水プール、
各中学校温水プール（太子堂、玉川、烏山、梅丘）、尾山台地域体育館
※当日、各施設前に集合 

　  世田谷打ち水 2013 8月7日（水） 10:00～10:30

暑い夏！！ 水をまいて地球を冷やそう！ ゴルフ教室

  生涯健康づくり体操

  障害児（者）水泳教室

  ショートテニス教室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

スイムレッスン   総合運動場温水プール

〒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

はアイディクラブ協賛会員割引対象　 はホームページからも申込可能　※小学生は保護者同伴　※対象学年は事業開催時の学年
※特に記載のない事業はハガキかFAX（欄外記入方法に加えて、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申込方法

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/

会員割引対象 遊びと学びの子どもプロジェクト2013事業
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