
  

若手アーティストを応援します！

 

今日、何やってる？ が見つかります！ 
http://www.setagaya-bunka.jp/ 次回（6月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

携帯版もできました！ こちらのQRコードからアクセスできます→

世田谷から飯舘村までの距離は直線にしてわずか280キロ。
車で往復、日帰りすることだってできる。それでもなお、
福島ははてしなく遠い。遠さの感覚は現実の距離ではなく、
心の距離から生まれるのだろうか。
だれかが「日本は」「経済界は」と大きな主語で語るたびに、
福島はどこか遠く、冷たい場所へ漂い去っていくようだ。

そこでは今もなお、ひとりずつの命とくらしが途切れること
なくつづいているというのに。いま、もういちど「わたしの」
写真と一片のことばに戻ってみよう。これはフクシマの写真
展ではない。代わりに話してくれる専門家はいない。わたし
たち自身の、かけがえのない一部を手放さないための、ちい
さな闘いの試みである。

ひとりずつで起
た

ち上がるために　　新井卓（写真家）

「写真とことば、記憶の種  福島－東京」

3月11日、福島を語るときにこぼれ落ちるなにか ―――
犬のさんぽ、朝ごはん、土のにおい、鳥の鳴く声、「いってらっ
しゃい」と「いってきます」。
福島に暮らす、または暮らした１人１人が日々の中で撮影した写
真。それらをもとに記憶を語り、そのことばを様々な人が聞きと
り、詩をつくりました。写真とともに、それらの詩を展示します。
あわせて複数の写真家による「写真とことば、記憶の編み方」
と題した展示や、関連イベントを開催します。 
「いってらっしゃい」と「ただいま」の間に、それぞれの記憶を
もって、ぜひお立ち寄りください。

［写真出品］
〈福島から〉安斎徹／岡本易／佐川美佳子／西本豊／原田晃 ほか
〈写 真 家〉新井卓／村越としや／LOST&FOUND PROJECT（高橋宗正）／
　　　　　鷲尾和彦／Thomas Neumann

11:00～19:00
生活工房ワークショップB ／生活工房ギャラリー

（三軒茶屋キャロットタワー3・4F）
☎5432-1543　 http://www.setagaya-ldc.net/

入場無料会期中無休

せたがや文化財団は世田谷区との共催で文化・芸術分野で活躍する将来性のある
35歳以下の若手アーティストの創作活動を奨励・支援する芸術賞「世田谷区芸術ア
ワード“飛翔”」を開催します。
募集は、〈生活デザイン〉 〈舞台芸術〉 〈音楽〉 〈美術〉 〈文学〉の5部門です。受賞者に
は創作支援金（50万円）を交付し、せたがや文化財団及び世田谷区の支援のもと、
2015年度に区内施設等で作品を発表していただきます。ぜひご応募ください。

Setagaya Art Award “Hishou”

１ 応募資格
　将来にわたって文化・芸術活動を継続的に展開していく意志・意欲
のある個人またはグループで、次の（1）～（6）の要件をすべて満たして
いること。

（1）下記①か②のいずれかを満たすこと。
①世田谷区内に在住・在学（高校・大学・大学院・専門学校など）・
在勤、または主な活動場所を設けて文化・芸術の創造・創作活動を
継続的に行っていること。
②世田谷を舞台とした、もしくはイメージした作品または世田谷に
ゆかりのある人物・歴史・出来事などをモチーフとした作品を制作
できること。

（2） 個人の場合は、2014年4月2日現在で15歳以上35歳以下である
こと。

（3） グループの場合は、2名以上で、代表者が上記（1）の①または②を
満たし、かつ上記（2）に該当していること。

（4） 受賞した場合、翌2015年度内の主催者が設定する時期および会場
で作品等を展示・発表できること。

（5）過去に本アワード芸術賞を受賞した経験のないこと。
（6）各部門で示すその他の要件を満たすこと。

2 応募方法・応募先
　ご自身の創作活動について応募する「自薦方式」とします。
　「共通応募用紙」に必要事項を記入のうえ、各部門の審査に必要な応
募資料等も作成し、あわせて各部門の「アワード係」までお送りください。

3 応募締め切り　9月5日（金）消印有効
●詳しくは、募集要項（応募用紙併載）をご覧ください。募集要項は、
　ホームページ（文化財団、区）ほか、世田谷文化生活情報センター、世
　田谷美術館、世田谷文学館、区内各出張所・まちづくりセンター・
　図書館で入手できます。

共通募集要項〈抜粋〉 お問い合わせ

2014年5月23日　〜6月8日金 日

［主催］公益財団法人せたがや文化財団 生活工房
［企画・運営］NPO法人こえとことばとこころの部屋 東北プロジェクト／ふくしまのいどばたから 写真展実行委員会
［ディレクション］新井卓／原田麻以　［アートディレクション］上浦智宏（うぶすな）

シンポジウム「みんな〈なんみん〉になるときに」
5月31日（土） 13:00〜17:30　生活工房４F　※詳細はP4をご覧ください

関連イベント

●芸術アワード全体に関すること
世田谷区文化・国際課「アワード事務局」　
　〒154-8504   世田谷区世田谷4-21-27 （世田谷区役所内）
　☎5432-2124　 5432-3005

●各部門に関するお問い合わせ
〈生活デザイン〉 部門
　生活工房「アワード係」　☎5432-1543

〈舞台芸術〉 部門
　世田谷パブリックシアター「アワード係」
　☎5432-1526

〈音楽〉 部門
　音楽事業部「アワード係」　☎5432-1535

〈美術〉 部門
　世田谷美術館「アワード係」　☎3415-6011

〈文学〉 部門
　世田谷文学館「アワード係」　☎5374-9111

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/

☎ 3417－2811
☎ 5432－1501発行
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港ヨコハマ山手本通り、といえば異国情緒溢
れる街で有名ですが、ひとたび山を下ると昭
和の面影を色濃く残す庶民的な街並みが広
がり何軒もの銭湯が煙突をそびえ立たせて
いるのです。今回は以前訪れた横浜山手コー
スを再び巡ります。勿論体験入浴あり。お風
呂道具をお忘れなく。

［場所］横浜山手下の街と銭湯（元町中華街〜
横浜橋通商店街）　※全て徒歩の移動になります

町田忍（庶民文化研究家）、大森美津男（横
浜銭湯めぐりの会）　 16歳以上の方 

抽選30名　 1,000円（交通費、入浴料な
ど実費は別）　 往復ハガキ（P4記入方法参
照）で当館へ　 6月25日（消印有効）

結婚や家づくり、仕事やプライベートの活動
など人生の様々な局面で、岐路に立った作家
たちがどのように生き、作品に描いたかを、
当館のコレクションから見てゆきます。

［展示構成］
結　婚　� 宇野千代、佐藤愛子�他
住まい　� 寺山修司、野上弥生子�他
仕　事　� 芥川龍之介、正岡子規
趣　味　� 石川達三、夏目漱石�他
リスク　� 坂口安吾、山田風太郎
また、同時開催で、作家たちの人形をゆかり
のある風景の中で撮影する技法で知られる
人形作家・石塚公昭氏による「SETAGAYA
作家のいる風景」をお楽しみいただけます。 

一般1,500（1,300）円／65歳以上1,200
（1,000）円／高校・大学生900（700）円／
小・中学生500（300）円　※（　）内は前売・20
名以上の団体料金 　※障害者割引あり

■美術と音楽の対話「音楽のジャポニス
ムを探して」
7月12日（土） 16:00〜（開場15:30）   講堂 他

先着申込制　※詳細はHP参照
・・・・・・・・・  前売券発売中  ・・・・・・・・・ 

詳細は展覧会公式HP参照
http://www.boston-japonisme.jp/

・・・・・・    ジャポニスム展　で検索！  ・・・・・・

浅田結希（フルート）、安部可菜子（ピアノ）
［曲目］ドップラー「ハンガリー田園幻想曲」 他

抽選180名　 無料　 往復ハガキ（P4
記入方法参照、2名まで連名可）で当館へ

5月27日（消印有効）　※未就学児童入場不可
※詳細はHP参照

牧原くみ子（箏）、富緒清律（三味線）、
安本和代（17絃）、杉村虹山（尺八）他、子ども
邦楽教室有志　［曲目］白雪姫、みいでらのか
ね、祝典序曲、雪、千代の寿 他　 当日先着
150名　※当日直接会場へ　 1,000円（高校
生以下無料）　 世田谷三曲協会・牧原（☎
3426-4163）

映画ワークショップ受講生の自主制作映画
の上映会。6本程度上映予定（1作品5〜30分）。

当日先着150名　※当日直接会場へ　 無料

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

（企画展開催中のみ）
※茨木のり子展会期中は
中学生以下無料

小森陽一（東京大学大学院教授）、古田亮
（東京藝術大学大学美術館准教授） 　 抽選
120名　 700円（友の会会員は500円）　

往復ハガキ（P4記入方法参照、友の会会員
は会員番号も明記）で当館「友の会」へ　 6
月25日（必着）

■記念コンサート
「茨木のり子を弾き語る」 1
〈「りゅうりぇんれんの物語」全曲演奏会〉
6月21日（土） 18:00〜19:30

［演奏作品］「りゅうりぇんれんの物語」（詩・�
茨木のり子）　 沢知恵（シンガーソングライ
ター）　 抽選150名　 1,500円　 6月7
日（必着）　
■記念コンサート

「茨木のり子を弾き語る」 2
〈茨木のり子の詩と現代詩を歌う〉
6月22日（日） 16:00〜17:30

［演奏作品］「わたし
が一番きれいだっ
たとき」「自分の感
受性くらい」（いずれ
も詩・茨木のり子）�
他

沢知恵（シンガー
ソングライター）　

抽選150名
1,500円
6月8日（必着）

料から、宮本三郎が画家として歩み始めた初
期の作品をご紹介します。

■6月のギャラリートーク
6月14日（土） 14:00〜（30分程度）
テーマ：「宮本三郎の滞欧期」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

現代の女性詩人のなかで最も人気のある一
人、茨木のり子（1926-2006）を紹介する
東京での初の本格的な展覧会です。詩稿、草
稿、創作ノート、「櫂」同人をはじめとした詩
人たちとの書簡、先
立った夫のために
書かれ、没後刊行さ
れた『歳月』遺稿な
ど、貴重な資料を通
して茨木の詩作世
界をひもとくとと
もに、女性として日
常を大切に暮らし
た姿も日記やスク
ラップブックなど
からご紹介します。

一般700（560）円／65歳以上、高校・大
学生500（400）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

開館10周年
宮本三郎の仕事　
1920’s-1930’s 
修行時代から
滞欧期まで
開催中〜7月27日（日）

開館10周年を記念して、
当館収蔵品および各種資

展覧会
期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜5/25
野鳥大好き　砧の仲間 第17回 みどり会美術作品発表会
梶浦彰博展 心わ画展　

5/27〜6/1 第20回 桂翔会墨彩画展 第6回 遊彩会 日本画展
松井油絵教室作品展

6/3〜8 第52回 世田谷アトリエ会展 龜甲會小作品展

6/10〜15
セレーネの会 Art Garden 2014
小野祐子個展 世田美大19期同期会

6/17〜22 星の子展　※18日から公開  
6/24〜29 環境ポスター展 「あなたと山」 SHINPEI CHIBA　※25日から公開

※ほとんどの場合、展示品の搬入出作業があるため、公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了。お問合せは当館総務課まで

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〜5/25 トールペイント・アトリエSANAE作品展
5/27〜6/1 成城油彩グループ展
6/3〜8 丸の内フォトサークル 第34回写真展
6/10〜15 色鉛筆ファインアート作品展

6/17〜22 Je Taime ANTONIO mon neveu
※18日10:00から公開

6/24〜29 松下忠史 水彩スケッチ展－3
※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

一般1,000（800）円／65歳以上、高校・大
学生800（600）円／小・中学生500（300）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割
引あり

■映画上映会「1930年代の記録映画―
『プロキノ作品集』より」
6月1日（日） 14:00〜（開場13:30）　講堂
当時の社会問題と人々の熱気を記録したプ
ロキノ（日本プロレタリア映画同盟）の作品上映。

［上映作品］「第12回東京メーデー」（1931
年、7分）、「土地」（1931年、8分）、「スポーツ」

（1932年、6分）、「全線」（1932年、9分）
※DVD上映　 当日先着150名　※当日10:00か
らエントランスホールにて整理券を配布　 無料
■100円ワークショップ

「日光写真で遊ぼう！フォトグラム体験」
展覧会会期中の毎土曜日　13:00〜15:00

（時間中随時受付）　地下創作室　 1回100円

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

展覧会関連企画

関 連 企 画

プロムナード ・ コンサート
浅田結希　フルート ・ リサイタル

6月14日（土） 14:00〜 （開場13:30）　講堂

第3回セタビ映画祭
6月21日（土） 13:00〜 （開場12:30）　講堂

［開館時間］10:00〜18:00（入館は17:30まで）  ［休館日］毎週月曜日（月曜日が祝・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100（80）円　
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

〈東京長日〉より《世田谷区》1976年

友の会との共催講演
漱石文学と美術

―絵画で読み解く物語―
7月13日（日） 14:00〜16:00　文学サロン

各締切日までに往復ハガキ（P4記入方法
参照、3名まで連名可）で当館「茨木展関連
企画」係へ　※未就学児童の参加はご遠慮く
ださい

会場：文学サロン

関 連 企 画

関 連 企 画

6月7日は烏山下町まつり開催のため、企画展・コレクション展ともに無料で観覧できます。

ボストン美術館
華麗なるジャポニスム展
―印象派を魅了した日本の美

6月28日（土）〜9月15日（月・祝）
1・2階展示室

モネの初期ジャポ
ニスムを代表する
大作が約1年の修復
を経て世界初公開。
ボストン美術館の
コレクションから厳
選された約150点
を紹介します。

撮影：谷川俊太郎

沢知恵

撮影：石塚公昭

クロード・モネ
《ラ・ジャポネーズ（着物をま
とうカミーユ・モネ）》1876年
1951 Purchase Fund 56.147
Photograph©2014 Museum
of Fine Arts,Boston.

著作権などの理由により、
公開できません

小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。 ●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  ●宮本三郎記念美術館  ●清川泰次記念ギャラリー

清川泰次―
かたちの変遷
開催中〜
7月27日（日）

具象的なかたちから、抽象的なかたちへと変
化していった清川泰次の絵画作品の変遷を
たどります。

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  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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/

向井潤吉　
民家十二カ月
開催中
〜7月27日（日）

四季の移ろいを油
彩で描いた民家の
ある風景とともに、木版画集『民家十二カ月
集』（1964年刊）もご紹介します。

展覧会

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

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■

陶芸家・吉田喜彦展
開催中〜6月8日（日）　2階展示室

人生の岐路に立つあなたへ
開催中〜10月5日（日）　1階展示室

茨木のり子展
開催中〜6月29日（日）　2階展示室

桑
く わ

原
ば ら

甲
き

子
ね

雄
お

の写真
トーキョー・スケッチ60年
開催中〜6月8日（日）　1階展示室

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

世 田 谷  美  術  館  分  館

―建築意匠學入門―
ハマのゆ・再び　銭湯パラダイス

夏季番外編
7月6日（日） 13:00〜16:30（現地集合、解散）

世田谷美術館子どもコンサート企画
おとなも楽しめる　第9回子ども
のための物語と邦楽のひととき

6月8日（日） 14:00〜16:00（開場13:30）　講堂

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

《自然釉しのぎ鉢》2011年

《山峡晩春》
（『民家十二カ月集』より5月）

1964年

《不詳（妹・志乃像）》
1922年

世田谷美術館 区民ギャラリー

《Painting №1594》1994年

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜6月8日（日）
　　　　  「桑原甲子雄の写真　トーキョー・スケッチ60年」
一般1,000円→900円　65歳以上、高校・大学生800円→700円　小・中学生500円→400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

観覧料割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜6月29日（日）   
　　　　  茨木のり子展
一般700円→600円　65歳以上、高校・大学生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

〒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（月曜日が祝・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☎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（月曜日が祝・休日の場合は翌日）世田谷美術館 Art

会員割引対象



発売中
発売中

今もっとも注目されている精鋭の若手奏者たちが出演。
生の息遣い、ホールに広がる心地よい音色。音楽の楽し
さを味わうことのできる幸せな時間をお約束します。

子どもからおとなまで、みんなで楽しめる
コンサートです。海に行ったりキャンプをし
たり…そんな感覚で、遊びに来ませんか？ 
誰でも楽しめる企画や曲が盛りだくさん。
せたがやジュニアオーケストラと、この夏
だけの楽しい思い出をつくろう！

夏限定SJOメンバーになろう！
左記の「夏のコンサート」で一緒に演奏するメンバー
を募集！

［楽器］ヴィオラ、チェロ、オーボエ、クラリネット、ホ
ルン、トランペット、トロンボーン

［会場］弦巻および千歳船橋近隣
［日程］6/8、22、29、7/6、12、13、19、20、30～8/2

小学4～中学3年生　 楽器ごとに異なります（申
込多数の場合は抽選）　 15,000円（楽器レンタル
代込み。ただし、別途消耗品費あり／譜面台は各自
で用意）　 FAXかメール（P4記入方法参照、希望の
楽器と学年を明記）で音楽事業部へ　 5月30日（必
着）　 音楽事業部　※詳細はチラシまたはHPをご覧く
ださい

小池郁江（フルート）、宮村和宏（オーボエ）、
亀井良信（クラリネット）、依田晃宣（ファゴット）、
日橋辰朗（ホルン）

W.A.モーツァルト：『きらきら星』変奏曲（木管五
重奏版）、交響曲第40番（木管五重奏版） 他

 2,800円 　一般 3,000円
　※未就学児童入場不可

汐澤安彦（指揮）、
せたがやジュニアオーケストラ、

「オーケストラ体験ワークショップ」参加メンバー
池辺晋一郎：次の時代のための前奏曲（2011年委嘱作品）

チャイコフスキー：交響曲第5番より第3、4楽章 他
500円　 　※ひざ上の場合は無料

※終演後、公演チケットをお持ちの方を対象に「楽器体験コーナー」を開催します［無料］ 

11:00
15:00
19:00

8/1 2 3 ＊8/１（金）
　16:00～
　ワークショップ
　あり  詳しくは
   HPへ

室内楽シリーズ

亀井良信と管楽器の精鋭たち
6月14日（土） 19:00開演　成城ホール

8月2日（土） 15:00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 オーケストラ体験

ワークショップ
初心者募集！

13:00
18:00
19:30

7/24 252627

コンドルズ振付演出に
よる子どもたちのオー
プニングアクトあり
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せたがやこどもプロジェクト2014　　　　　　　　　　　7月24日（木）～8月17日（日）

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 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）
5432-1559　 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

会員先行発売・割引対象

●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108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。

〒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

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

世田谷パブリックシアター シアタートラム

前半は音締の良さと技術が随一の沢村豊子と共に伝統の浪曲を、後半
はギタリスト中村信吾との共演で楽しい国本ワールドを展開します。
これでもかの笑いからほろりとした涙まで、極めつきのステージです。

国本武春（浪曲、三味線、ヴォーカル）　沢村豊子（曲師）
中村信吾（コーラス、アコースティック・ギター他）

全席自由  3,200円　一般 3,500円

音 楽 浪曲師、国本武春のうなりワールド6/29（日） 15:00開演
北沢タウンホール

音  楽  事  業  部  主  催 

未就学児童
入場不可

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

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

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。

演 劇 『THE BIG FELLAH　ビッグ・フェラー』5/20（火）～6/8（日） 発売中

 ダンスカンパニー コンドルズ

『ＧＩＧＡＮＴ～ギガント～』 

ＹＯＵＴＨ-ＰＥＲＦＯRＭＡＮＣＥ 2014

“トバズニハ”新作パフォーマンス

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

日野皓正 presents “Jazz for Kids”
10th Anniversary Concert

リチャード・ビーン　 小田島恒志　 森新太郎
内野聖陽／浦井健治／明星真由美　町田マリー　

黒田大輔　小林勝也／成河
 S席 7,300円　一般 S席 7,500円　A席 5,500円　 劇場チケットセンター

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

5/25 262728293031

13:00
14:00
18:30
19:00

休
演

◀6/1以降、13:00=1・6・8、14:00=4、19:00=3・5、13:00/18:30=7、休演=2

ダンス 『夏木マリ 印象派NÉO VOL.2』
灰かぶりのシンデレラ6/12（木）～15（日）

夏木マリ　 井手茂太　西島千 　 斉藤ノヴ
西島千 　MNT（マリナツキテロワール）

 S席 5,600円　一般 S席 5,800円　A席 4,800円
サンライズプロモーション東京   ☎0570-00-3337

発売中

ダンス 大駱駝艦・天賦典式『ムシノホシ』6/26（木）～29（日）

麿赤兒　 土井啓輔　ジェフ・ミルズ
村松卓矢　田村一行　松田篤史　塩谷智司　奥山ばらば　我妻恵美子

高桑晶子　鉾久奈緒美　藤本梓 他
 S席 4,400円  一般 S席 4,500円  A席 3,000円（3F整理番号付自由）  大駱駝艦  ☎0422-21-4984

6/26 272829

19:30
15:00

発売中

演 劇

演 劇

『マクベス』

トム・プロジェクト　プロデュース
柄本明ひとり芝居『風のセールスマン』

6/20（金）～27（金）

7/21（月・祝）～27（日）

前川知大
浜田信也　安井順平　伊勢佳世　盛隆二　岩本幸子　森下創　

大窪人衛 他　  4,000円  一般 4,200円  ★プレビュー公演 3,800円
イキウメ　☎3715-0940

別役実　 柄本明
 3,800円　一般 4,000円　＊学生・シニア券は のみ取扱

トム・プロジェクト　☎5371-1153（平日10:00～18:00）

5/25 262728293031

13:00
18:00
19:30
プレビュー公演

休
演

演 劇 イキウメ『関数ドミノ』5/25（日）～6/15（日） 発売中

発売中

発売中

発売中

▲6/1以降、13:00=（日）、13:00/18:00=（土）、14:00/19:30=4、19:30＝11・（火）・（木）・（金）、休演＝（月）

6/4（水）2公演に収録のカメラが客席に入ります

7/21 222324252627

14:00
19:00

W.シェイクスピア　 野村萬斎　 河合祥一郎
野村萬斎　秋山菜津子　小林桂太　髙田恵篤　福士惠二

 6,600円　一般 6,800円　トラムシート 6,500円　立見席 6,000円
劇場チケットセンター

14:00
18:00
19:00

6/2021222324252627

休
演

近藤良平　 コンドルズ
 S席 4,700円　一般 S席 5,000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）
　　　　　　     ※4歳未満入場不可　 劇場チケットセンター 

日野皓正 & Special Musicians、Dream Jazz Band
 5,300円　一般 5,500円　4歳～高校生 2,500円（当日要年齢確認）

　　　　　　　  ※未就学児童も入場可。客席では他のお客様へご配慮をお願いします。劇場スタッフが
お声掛けすることがありますのでご了承ください。4歳未満のお子様もお席が必要な場合は要チケット

劇場チケットセンター

7月24日（木）～27日（日）　世田谷パブリックシアター 8月1日（金）～3日（日）　シアタートラム

8月16日（土）・17日（日） 16:00開演　シアタートラム 8月17日（日） 14:00開演　世田谷パブリックシアター

ダンスカンパニー コンドルズが2年ぶりに登場。「ガリバー
旅行記」を題材に、こどもとおとなに向けた新作『GIGANT
〜ギガント〜』を上演します。
パワー炸裂！ とにかく楽しいステージをお楽しみに！

※詳細は決定次第HPでご案内します
8月10日（日）

小林顕作
8月9日（土）

ROLLY

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〜』

世田谷区内の高齢者施設へでかけていって、お芝居を上演します。
今年は6月2日より13公演を実施。様子は劇場HPで紹介します。

ノゾエ征爾　 山本光洋　たにぐちいくこ　井本洋平

中学生の輝夫くんは、引っ越してくるなり、どうも気になっ
てしょうがない。「…やっぱり、ぼくの隣に何か、いる。」
ちょっぴりドキドキ、そしてちょっと懐かしい、夏休み最後
の3日間のおはなし。

夏休みにユースメンバー（中学生・高校生）によるパフォー
マンスを上演します。講師にパフォーミングアーツ界の第
一線で活躍するアーティストを迎え、様々な表現を学び、創
作したオリジナル作品を発表します。 

前川知大   小川絵梨子   大窪人衛   浜田信也   伊勢佳世   盛隆二   岩本幸子   木下三枝子
 3,200円　一般 3,500円　こども（4歳～小学生） 1,000円

親子ペア 4,000円（電話・窓口のみ取扱 枚数限定）  ※4歳～高校生当日要年齢確認
　　　　　　　  ※4歳未満入場不可　 劇場チケットセンター

伊藤キム（振付家・ダンサー）
伊豆牧子（振付家・ダンサー）、杉山至（舞台美術家）、

松平敬（声楽家・バリトン）
全席自由（整理番号付）  800円　一般 1,000円　小学生～高校生 500円（当日要年齢確認）

　　　　　　  ※未就学児童入場不可　 劇場チケットセンター

10周年の今年は凝縮した1日で開催。日野皓正を中心とした、
一流ミュージシャンたちのジャズライブと世田谷区立中学生に
よるDream Jazz Bandのコンサートを豪華にお届けします。 
本格志向のジャズファンから子どもまで楽しめるプログラム。

撮影：牧野智晃

撮影：田中亜紀

撮影：増田典子

撮影：HARU

＊8/16（土）ポストトークあり　要チケット半券

撮影：梶山かつみ

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

  ５月24日（土）
 一般 ５月25日（日）発売日   6月21日（土）

 一般 6月22日（日）発売日

  6月21日（土）
 一般 6月22日（日）発売日

  6月28日（土）
 一般 6月29日（日）発売日

  6月14日（土）
 一般 6月15日（日）発売日

 こどもとおとなのためのお芝居

『暗いところからやってくる』

6/12 1314 15

14:00
18:00
19:30
ポストトークあり

速報！

当日券については を
ご覧いただくか へ
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の作者、はたこうしろう氏に、元気が出る絵
本の創作にまつわるお話をうかがいます。

はたこうしろう（絵本作家）　 一般（託児
はありません）　 抽選30名　 100円（資
料代）　 往復ハガキ（欄外記入方法参照）で
生活工房へ　 6月2日（消印有効）

1 水曜午前講座〈名作を読む〉
7月9、16、30日、8月6日 10:30～12:30
作品：森鷗外著『山椒大夫』

岩井正（NHK日本語センター）
2 木曜午後講座〈名作を読む〉
7月10、17、24、31日 13:30～15:30
作品：宮沢賢治著『虔十公園林』

秋山隆（NHK日本語センター）
3 金曜午後講座〈はじめての朗読〉
7月11、18、25日、8月1日 13:30～15:30
作品：志賀直哉著『小僧の神様』

藤原尚武（NHK日本語センター）
いずれも生活工房5F
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。

申込先着15名　 4回分 18,500円
一般 20,500円　 （一財）NHK放送研修
センター ☎3415-7121（受付時間9:00～
18:00） http://www.nhk-cti.jp/

映像と模型、プ
ロジェクショ
ンマッピング
の 手 法 で、自
然の営みと人
の関わりにつ
いて紹介しま

サービスもあります。
※詳細は当財団HPをご覧になるか各施設に
お問い合わせください
①総合運動場

プログラムにより異なります　 9,000
円～　 先着順（ただし、託児サービス希望者

（抽選）は6月10日まで）
② 千歳温水プール

プログラムにより異なります
5,600円～　 5月31日（必着）

③大蔵第二運動場
プログラムにより異なります

 7,700円～　 先着順
①電話か直接総合運動場管理事務所（大

蔵4-6-1 ☎3417-4276 3417-1734）へ
②ハガキかFAXで千歳温水プール管理事務

18:30～成城ホール4階区民集会室Ｄ
■少年サッカー競技
8月9日（土）～12月20日（土） 9:00～
二子玉川緑地運動場 他

区内在住・在学の小学生　 1,000円／
チーム　 所定の申込書をFAXで区少年
サッカー連盟事務局（ 3417-1777）へ

7月4日正午（必着）
■ライフル射撃競技
6月29日（日）～8月31日（日） 9:00～（全9回）
総合運動場エアライフル場

区連盟会員および区内在住・在勤者で競
技用エアライフル銃の保有者　 先着24名

無料（弾・電子標的用ロール紙・標的紙は
各自持参）　 当日受付（10:00まで）　 区
ライフル射撃連盟・佐田（☎5477-6262）
■ソフトテニス競技
①7月2日（水）②7月20日（日）③7月21日

（月・祝）④7月27日（日）⑤8月17日（日）
⑥8月18日（月）⑦8月19日（火）⑧8月20日

（水） いずれも9:00～
総合運動場テニスコート

［種目］①シニアⅡ部②ミックス（バラ・スミレ）
③シングルス・壮年Ⅱ部・らくらく大会④一
般女子・壮年男子・成年男子⑤ミックス（ア

区内在住の小学生親子ペア（子ども1名、大
人1名）　 抽選200組400名　 無料

6月20日（必着）　※詳細はスポーツ振興
財団までお問い合わせください

中学生以上で軽度の知的障害のある方とそ
の家族（関係者）　 14,000円／人（家族と
参加の場合、本人10,000円、家族7,500円／
人）   ハガキかFAXでNPO法人サーンズ・
北口（〒156-0044 赤堤4-42-2 ☎090-9010-
2275 3323-8250）へ   6月15日（必着）

■第41回トリムのつどい
6月8日（日） 9:00～　総合運動場体育館

［内容］軽体操・リズムダンス・ゲーム　 区
連盟加入クラブおよび区内活動クラブ

無料　 当日自由参加　 区健康体操連
盟・宮本（☎3749-3406）
■会長杯争奪世田谷区なぎなた大会
7月6日（日） 8:30～　代田小学校体育館

［種目］基本の部（小中学・高校生の部／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

ハガキかFAXで区なぎなた連盟・武田
（〒157-0071 千歳台2-20-14 ☎ 5490-
0640）へ　 6月17日（必着）
■第95回 世田谷区民バドミントン大会

（前期）
①6月15日（日）②7月6日（日）③7月20日

（日） いずれも9:00～　①大蔵第二運動場
体育館②③総合運動場体育館

①一般（学連加盟者は不可）②中学生③高
校生　 ① ③1,400円／ペア（別途登録料
500円／人）②1,200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

①6月6日 ②6月13日③6月27日（必着）

所（〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-3911 
3789-3912）へ ③ 電話で大蔵第二運動

場トレーニングルーム（☎3749-2223 
3416-1777）へ

高校生相当以上　 先着50名（雨天時：
先着20名）　 500円（当日現金払い）

当日受付　 総合運動場管理事務所（☎
3417-4276 3417-1734）

ジサイ・ユリ）⑥中学生男子⑦中学生女子⑧
高校生女子　 区連盟登録者および区内在
住・在勤・在学者　 ①②③④⑤⑧700円
／ペア（※③シングルス、らくらく大会は350
円／人）、⑥⑦400円／ペア　 所定の申
込書で区ソフトテニス連盟・山根（〒154-
0004 太子堂5-17-15 ☎3410-7886）へ　

①6月6日②～④6月20日⑤～⑧7月3日
（必着）
■ゴルフ競技
7月17日（木）　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（新ペリア
方式）　 4,000円（別途プレー代16,000円

（利用税別））　 ハガキかFAXで区ゴルフ
連盟・服部（〒157-0067 喜多見7-27-15 ☎
3417-0562 3417-6619）へ　 6月17日

（必着）　※希望者は、ニュー成城ゴルフセン
ターからバスの利用ができます（3,000円）。

■クレー射撃大会
6月22日（日） 9:00～　静岡県須山射撃場

区連盟登録者および区内在住・在勤者　
4R 7,000円　 当日直接会場へ　 区ク

レー射撃連盟・福石（☎3706-4700）

①小・中学生②高校生相当以上の女性
抽選各100名　 ①300円②600円
6月19日（必着）

3カ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

［種目］中長距離　 高校生相当以上
600名（応募多数の場合抽選）　 1種目

1,000円　 所定の申込書を郵送かFAXで
スポーツ振興財団へ　 6月11日（必着）　
※種目、時間などの詳細は要項参照

■サッカー競技（中学生大会）
7月21日（月・祝）～8月10日（日） 9:00～
二子玉川緑地運動場 他

2,000円／チーム  所定の申込書を世田
谷サッカー協会HP（ http://setagayaku-
fa.com/）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添付送信　

7月4日（必着）　 info@setagayaku-
fa.com　※代表者会議は7月12日（土）

 バレーボール教室
7月6日（日） ①9:30～12:00（6人制）

②13:30～16:00（9人制）
大蔵第二運動場体育館

大蔵・千歳・大蔵第二
コース型フィットネス教室

7月～9月

ふれあいサマーキャンプ
8月16日（土）～17日（日）　川井キャンプ場

総合運動場ボディコンバット教室
6月1日（日） 9:30～11:00（雨天時：9:30～

10:30）　総合運動場温水プール前広場
（雨天時：総合運動場体育館棟体育室）

 親子スポーツ観戦デー　サッカー
～FC東京 VS 鹿島アントラーズ～
7月19日（土） 18:30キックオフ　味の素スタジアム

イベント

す。入退場自由で、約5分間の作品を繰り返
し上映します。ごゆっくりお楽しみください。
※詳細HP参照　 無料　 不要、直接会場へ

日曜の朝をちょっと贅沢に過ごすワーク
ショップ。今回は帆布とロープを材料に、夏
休みのお出かけにも最適な、海が似合うトー
トバッグを作ります。

タラスキンボンカース　 中学生以上で 
2日間参加できる方　 抽選25名　 5,000
円　 往復ハガキかメール（欄外記入方法参
照、年齢も明記）で生活工房へ

6月16日
（必着）

『なつのいちにち』『むしとりにいこうよ！』

朗読講座　豊かなことばの世界

世田谷陸上競技会
7月5日（土） 総合運動場陸上競技場

共催大会

第64回 世田谷区民体育大会

7月6日（日）・13日（日）
各日10:00～13:00（2回完結）　生活工房4F

SUNDAY MORNING WORKSHOP#1
朝のサマー・トートバッグ・

ワークショップ

6月17日（火） 10:00～12:00　生活工房5F

世田谷おはなしネットワーク講演会
ぼくの絵本の作り方

６月5日（木）・8日（日）・11日（水）・14（土）
19日（木）・22日（日）・25日（水）・28日（土）

各日14:00～15:00　2F八角堂

森・里・海の連環による豊かな海づくり
「レリーフジオラマ」上映会

※詳細はP1をご覧ください　 入場無料

シンポジウム
「みんな〈なんみん〉になるときに」 
5月31日（土） 13:00～17:30（途中入場・退
出可）　生活工房4F
誰もが難民になる時代。「難民」をキーワー
ドにことばをつむぐ皆さんと、わたしたち
の日常の際を超えていくいのちのあり方を
考えます。 

［トーク］栗原彬（政治社会学者）、宗田勝也
（難民ナウ！代表）、岡本易（福島から） 

当日先着50名　 300円（お茶つき）
不要、直接会場へ

※本紙4月25日号にて開始時間を14:00～と記載
しておりましたが、正しくは13:00～です。お詫び
して訂正致します。

「写真とことば、
記憶の種　福島 ― 東京」

開催中～6月8日（日） 11:00～19:00
生活工房3・4F　会期中無休 生活工房「市民活動支援コーナー」は約450

の活動団体が登録し、区民の交流の場とし
て活用されています。本展はその中からい
くつかの団体の
活 動 に つ い て、
写真パネルや制
作した作品など
で紹介する展覧
会です。

［主催］市民活動
支援コーナー　 無料

関 連 イベ ント

★スタンプラリー（6月3日～30日）
★タイムトライアル（6月14日・15日）
★浮き輪で楽しむ流水プール（6月15日）
★フリーマーケット（6月15日）　※出店者の募集は締め切りました
★ユニバーサルスポーツ体験会（6月15日）
★体組成測定会（6月15日）
★花の苗配布（6月15日）
★フィットネス無料体験会（6月15日）

　主なイベント

千歳温水プール管理事務所　☎3789-3911

小さなお子さまからご年配の方、障害の
ある方も参加できる楽しいイベントがも
りだくさんです。ご家族・お友達をたく
さん誘って千歳温水プールをご利用くだ
さい！ イベントの詳細は当財団ホーム
ページをご覧ください。

千歳温水プール15周年記念イベント　6月3日（火）～30日（月）

［募集期間］5月28日（水）～6月15日（日）
［展示期間］5月28日（水）～6月29日（日）

総合運動場温水プール、千歳温水プール

～お父さんの似顔絵を描こう！～

小学生以下　 無料　 専用の用紙（対象施設にあり）にお父
さんの似顔絵を描き、各施設受付へ。展示終了後、参加賞を進
呈します。（返却期間：6月30日（月）～7月31日（木））　 総合
運動場温水プール管理事務所  ☎3417-0017 3417-0013  
千歳温水プール管理事務所  ☎3789-3911 3789-3912

父の日の似顔絵展父の日の似顔絵展

過去の展覧会より

スポーツ教室

2Fギャラリーカフェくりっく壁面展示
平日9:00〜20:30（土日祝休は ☎5430-1486）

開催中～5/31（土） 五月会 水彩画展

6/1（日）～28（土） 城知栄子 水彩画展／
な・か・に・わ

市民活動支援コーナーの日々展 2014
6月14日（土）～7月13日（日） 9:00～20:00

3F生活工房ギャラリー　会期中無休

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

大　会（共催事業など）
※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、
区スポーツ推進課にあります（ライフル射撃、ゴルフ、
クレー射撃、トリムのつどい、なぎなた大会は除く）。
一部当財団HPからダウンロード可　※詳細は大会要
項をご覧ください

■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■

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

〒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

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
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