
 

ボストン美術館　マルコム・ロジャース館長　メッセージ

クロード・モネの初期ジャポニスムを代表
する大作《ラ・ジャポネーズ》が約1年の
修復を経て世界初公開となります。併せ
てボストン美術館の所蔵品の絵画、浮世
絵を含む版画、工芸など、幅広いジャン
ルから厳選された約150点を紹介します。

玉川髙島屋S・C、成城コルティ
《ラ・ジャポネーズ》来日記念キャンペーン ！
観覧券（半券）のご提示で、玉川髙島屋S・Cの一部の飲食店舗および成城コルティの一部の店
舗にて、お得なサービスが受けられます。

世田谷発 ！   コラボスイーツ＆メニュー
世田谷・成城の菓子店「成城散歩」ではうちわ型の干菓子を限
定発売。「成城凮月堂 成城学園前駅本店」「あんや」、千歳船
橋の「堀口珈琲 世田谷店」では本展記念メニューが登場します。

昭和女子大学の学生によるジャポニスム企画
世田谷とボストンにキャンパスのある昭和女子大学。環境デザイン学科のファッションショー「ジャ
ポニスム×ファッション」が世田谷美術館で7月6日（日）に開催される他、英語コミュニケーション学
科では、現地ボストンのレポートを大学HPにUP予定です。

展覧会コラボメニュー ！
会期中、世田谷美術館のレストラン「ル・ジャルダン」では料理好きのモネが残したレシピをアレ
ンジした特別メニューが提供されます。また、当館地下の「セタビカフェ」では地ビールやアメリカ
ンフード（昭和女子大学 現代教養学科とのコラボメニュー）を
ご用意しています。

オリジナルグッズの販売
●ルピシア　オリジナル・ブレンドティー

紅茶ベースの〈ラ・ジャポネーズ〉と緑茶ベースの〈睡蓮〉の2種
が世田谷美術館で限定発売。

●中川政七商店　オリジナルふきん
奈良の老舗・中川政七商店が《ラ・ジャポネーズ》をモチーフ
に製作したふきんが会期中販売されます。

この他にも様 な々オリジナルグッズをご用意。
※詳細は展覧会公式HPまたは当館へお電話にてご確認ください

音声ガイド（有料）の
スペシャル・ナビゲーターは
俳優・長谷川博己さんです。

 ［開館時間］10:00〜18:00（入場は17:30まで）
一般1,500円 ほか 詳細は中面をご覧ください。

世田谷美術館　☎3415-6011（代）
※7月21日（月・祝）、9月15日（月・祝）は開館、7月22日（火）は休館

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.

―印象派を魅了した日本の美

休館日 毎週月曜日

いよいよ開幕！

ジャポニスム展×世田谷
本展覧会の開催を記念して世田谷美術館および世田谷区内で

様 な々関連企画が展開されます。

※写真はイメージ画像です

 http://www.boston-japonisme.jp/

講演会・関連イベントは中面をご覧ください

ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展

ジャポニスム展 

著作権などの理由により、公開できません

著作権などの理由により、
公開できません

本展は、1900年頃の日本、ヨーロッパ、そして北米の深い関わりを
展観する、ボストン美術館にとって初の大規模な展覧会となります。
日本文化が西洋の創作活動に与えた多大なるインパクト、「ジャポニス
ム」は、印象派、唯美主義、アールヌーヴォーなど、当時の主要な芸術
活動に深い影響を及ぼしました。 

本展には、ボストン美術館が誇る世界有数の日本美術コレクションのほ
か、修復後世界初公開となるクロード・モネの《ラ・ジャポネーズ》をは
じめ、厳選された名品の数 が々出品されます。
本展は、ボストンと日本の長く実りある関係のなかで生まれたものであ
り、その成果を世界中の人 と々共有できることを大変光栄に思います。 

6月28日　 ～9月15日        土 月 祝

ブシュロン社《インクスタンド》 1876年
Museum purchase with funds bequeathed by Genevieve Gray Young in memory of Patience Young and Patience Gray Young, Frederick Brown Fund, William 
E. Nickerson Fund, Otis Norcross Fund, Arthur Tracy Cabot Fund, H.E.Bolles Fund, Russell B. and Andre Beauchamp Stearns Fund, Ernest Kahn Fund, Helen B. 
Sweeney Fund, and European Decorative Arts Insurance, Deaccession and Deaccession Income Funds 2000.977.1-7
Photograph© 2014 Museum of Fine Arts, Boston.

今日、何やってる？ が見つかります！ 
http://www.setagaya-bunka.jp/ 次回（7月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

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→

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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鉄鋼メーカーJFEスチール・東日本製鉄所と三井造船（千葉県）
を見学します。製鉄所のシンボルとしてそびえる巨大な溶鉱炉、
全長300mを超える超大型タンカーなどをご覧いただけます。

［共催］一般社団法人日本機械学会 動力エネルギーシステム部門
松本亮介（関西大学准教授）　 小学校高学年・中学生　 抽

選23名　 無料（ただし交通費は実費必要）　 往復ハガキ（P8
記入方法参照、参加者全員の氏名・年齢も明記）で当館「日本SF
展」係へ　 7月18日（必着）

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

キー役の小林さんが、歌ありトークありで、
館内にある本を楽しく紹介します。

小林顕作（俳優・脚本家・演出家・「コンド
ルズ」脚本担当）　 どなたでもご参加いただ
けます　 抽選150名

無料　 往復ハガキ
（P8記入方法参照、連
名可、年齢も明記）で当
館「お話の森」係へ

7月22日（必着）

　「お話の森」はシアタートラムでも開催 ！
　詳しくはP6参照

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。

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観
覧可（中学生以下無料）

朗読会でもお話会でもない、不思議なお話
空間。あのNHK「みいつけた！」オフロス

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）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
※7月25日（金）は65歳以上の方は無料になります

今や、世代や国を問わず親しまれている日本のSF小説、マンガ、アニメや特撮
は、かつて「日本SF」を作り伝えようとした作家たちの情熱からもたらされまし
た。また、彼らの作品は、日本の科学技術の先端にいる研究者たちにも大きな
影響を与え続けてきたのです。本展は、「きょうの想像力があすを築く」をテー
マに、星新一、小松左京、筒井康隆、手塚治虫、真鍋博ら「日本SF第一世代」
を中心に、日本SFにまつわる貴重な資料を一挙公開する初の展覧会です。

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

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

「日本SF展・SFの国」

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

8月5日（火） 14:00～15:00　文学サロン

子どものための◎読み聞かせ　
「お話の森」in文学館

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

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）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
暮らした姿もご紹介す
る、東京での初の本格的な展覧会です。

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

星新一（左）と小松左京

「Y」の箱

日本の人工知能研究をリードし、最近では
「ゲーム情報学」という新領域を提唱されてい
る松原仁教授をお迎えし、最先端の研究につ
いて分かりやすくお話ししていただきます。

松原仁（公立はこだて未来大学教授）　 ど
なたでも　 抽選150名　 500円　 往復
ハガキ（P8記入方法参照、連名可）で当館「日本
SF展」係へ　 8月9日（必着）

宇宙と日本SFについてのレクチャーのあと、カ
メラのフィルムケースをエンジンにしたてた
小型ロケットを制作し、発射実験を行います。

［共催］桜丘区民センター運営協議会
大嶋龍男（JAXA広報部）　 小学生とその

保護者　 抽選20組　 無料　 往復ハガ
キ（P8記入方法参照、参加者全員の氏名・年
齢も明記）で当館「日本SF展」係へ　 7月27
日（必着）

関 連 企 画

夏休み期間中、多彩な関連企画を行います。
楽しい思い出づくりや自由研究に、ふるってご参加を！

ヒーローが世田谷文学館にやってくる！ 『ウル
トラマンギンガ 劇場スペシャル』（2013年）
を上映後、握手会を開催します。  ※DVD上映

［協力］円谷プロダクション　 当日先着150
名（当日10:30から1階ロビーにて整理券を配
布します）　 無料

予 

告

7月19日 　～9月28日 　　2階展示室土 日

野上弥生子邸模型

JFE製鋼転炉　写真提供：JFEスチール（株）

海洋研究に特化した唯一の国立大学である
東京海洋大学の越中島キャンパスで、明治丸
海事ミュージアムや、普段は立ち入ることの
できない研究の現場を見学します。

刑部真弘（東京海洋大学大学院教授）　 小
学校高学年・中学生　 抽選20名　 無料

（ただし交通費は実費必要）　 往復ハガキ
（P8記入方法参照、参加者全員の氏名・年
齢も明記）で当館「日本SF展」係へ　

7月26日（必着）

東京海洋大学見学会
「日本の海とエネルギーを考える」　

8月9日（土） 10:00～16:00
世田谷文学館集合

ウルトラマンギンガ
上映会＋握手会　
8月3日（日） 13:30～　文学サロン

エム教授の人工知能集中講義　
8月23日（土） 14:00～15:30
文学サロン

第2回日経「星新一賞」の開催を記念して、みなさんをSF作家の卵にしてしまう、おはなしとワー
クショップのイベントを開催します。　※1日コースです。ご希望の日をお選びください

［主催］「星新一賞」実行委員会　〈午前の部〉26日（土）：宇宙のヒミツ　 名村栄次郎（JAXA）　
27日（日）：ロボット製作体験　 Joe Nagata　〈午後の部〉26日（土）・27日（日）：ワークショッ
プ 小さな物語の作り方　 江坂遊（作家）　 小学校高学年・中学生　 各日抽選35名　 無
料　 往復ハガキ（P8記入方法参照、参加日と参加者全員の氏名・年齢も明記）で当館「日本SF
展」係へ　 7月13日（必着）

製鉄所と造船所を『体感』しよう ！
8月1日（金） 8:00～16:30　新宿駅西口集合

ワークショップ
「世田谷ロケット」

8月10日（日） 14:00～16:00
桜丘集会室

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

茨木のり子展
開催中～6月29日（日）　2階展示室

夏のワクワク体験と、物語づくりを学ぶサマースクール
7月26日（土）・27日（日） 10:30～16:30　文学サロン 他

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 割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　7月19日（土）～9月28日（日）   
　　　　  日本SF展・SFの国
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500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

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。

〒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

会員割引対象

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
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清川泰次―
かたちの変遷
開催中～
7月27日（日）

8月20日（水）～24日（日） 13:00～17:00
（受付16:30まで）
会場で流している音楽から好きな音を選び、
そこからイメージをふくらませてレコード
ジャケットに絵を描くワークショップです。 

サイトウケイスケ（アーティスト）　 どな
たでも　 1回100円　 不要、会期中随時
受付

■7月のギャラリートーク
7月12日（土） 14:00～（30分程度）
テーマ：「初画集から読み解く宮本三郎」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中〜6/29 環境ポスター展 「あなたと山」 SHINPEI CHIBA

7/1〜6 墨彩会
'14陶響展〜彩りの土の舞〜
モロニ展11

7/8〜13
第3回 世田美24期アート展

モナミ会
世田美大22期展

7/15〜20
子供のアトリエくれぱす作品展

彩アート展
わたなべ・えいいち　線スケッチ展

7/21〜27 ASOクロッキーの会第20回記念作品展
※23日から公開 地球色展

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〜6/29 松下忠史 水彩スケッチ展－3
7/1〜6 写真展 乙女たちの好奇心 Vol.8
7/8〜13 1616会グループ展
7/15〜20 手びねりの温もり器展
7/21〜27 第2回 ガラス彫刻展

※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

※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
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

http://www.kiyokawataiji-annex.jp/
展覧会

《親子》1951年

展覧会関連企画

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）

展覧会

《麦秋》（『民家十二カ月集』より6月）　1964年

世 田 谷  美  術  館  分  館

左：歌川国貞（三代豊国）・歌川広重《当盛十花撰 夏菊（二代
目沢村訥升、初代沢村由次郎）》江戸時代安政5年（1858）3月
William Sturgis Bigelow Collection 11.42317 
Photograph©2014 Museum of Fine Arts, Boston.
右：フィンセント・ファン・ゴッホ　《子守唄、ゆりかごを揺
らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人》1889年
Bequest of John T. Spaulding 48.548
Photograph©2014 Museum of Fine Arts, Boston.

3第34回ジャポニスム学会賞受賞記念講演／ジャポニスム学会シンポジウム
受賞記念講演「アール・ヌーヴォーのデザイナーM.P．ヴェルヌイユ」
8月2日（土） 11:00～（開場10:30）　発表者：廣瀬緑
シンポジウム「ジャポニスムの諸相―フランス・アメリカ・浮世絵・文学・美術館」 
発表・ディスカッション　8月2日（土） 13:30～（開場13:00）　発表者：三浦篤、猿渡紀代子、
中地幸、村井則子
3 いずれも   講堂　 当日先着100名　※当日10:00からエントランスホール講演受付にて整理券を
配布　 無料　※詳細は当館HPをご参照ください　［主催］ジャポニスム学会、世田谷美術館

今回は以前企画した横浜山手コースを再び
巡ります。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（P8記入方法参
照）で当館へ　 6月25日（消印有効）

5100円ワークショップ
ウチワ・des（デ）・ジャポネズリー
会期中の毎週土曜日 13:00～15:00（随時受付）　創作室Ｃ
日本の伝統的なモチーフをちりばめた、華麗なオリジナルうちわ作り。

どなたでも　 1回100円
ラ・ジャポネーズでハイ！ ポーズ
8月中の毎週金曜日 13:00～15:00（随時受付）　講堂
作品に描かれた着物を羽織れば、あなたもラ･ジャポネーズ。ハガキサイズの写真を1枚撮影。

どなたでも　※着物は大人用、子ども用の2サイズあります　 1回100円

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　 ～9月15日       　1・2 階展示室土 月 祝

本展では日本の美意識がいかに西洋美
術に受容され展開していったのか、日本
と西洋の作品を対比しながらお楽しみ頂
けます。例えば、ゴッホの作品には国貞・
広重の作品に見られるような、黄・緑・白・
赤の鮮やかな色彩対比、力強い線描など
が活かされ、ゴッホが浮世絵から学んだ
多くの影響を読み取ることができます。

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（6月27日まで）および20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

1記念講演会
 「《ラ・ジャポネーズ》 修復物語」　6月28日（土）

アイリーン・コネファル（ボストン美術館 西洋絵画修復室修復師）　※逐次通訳付
「描かれた“日本人”―ジャポニスムの一側面」　7月26日（土）

馬渕明子（国立西洋美術館長）
「ボストン美術館のジャポニスムを読み解く」　8月23日（土）

遠藤望（当館 学芸部 企画担当課長）

2関連コンサート
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）

【第1部】16:00～17:30（開場15:30）   講堂　【第2部】18:00～19:30   レストラン「ル・ジャルダン」
【第1部 演奏+トーク】 ［曲目］ドビュッシーのピアノ曲集〈版画〉「塔（パゴダ）」、プッチーニの〈蝶々夫人〉
からアリア、ラヴェルのピアノ三重奏、ドビュッシーの弦楽四重奏、ホルスト作曲〈日本組曲〉の編曲版

【第2部 ソワレ】演奏者・学芸員・お客様との交流会（軽食とお飲物付）
上田晴子（ピアノ）、森下幸路（ヴァイオリン）、枝並千花（ヴァイオリン）、大山平一郎（ヴィオラ）、

辻本玲（チェロ）、飯塚茉莉子（ソプラノ）　 第1部＝申込先着100名　第1部＋第2部＝申込先
着50名　 【A】第1部のみ＝予約3,000円／当日3,500円（定員100名、全席自由、展覧会チケッ
ト付）　※小・中学生は無料（ただし展覧会チケットなし）、未就学児童は入場不可　【B】第1部＋第2部＝
予約のみ6,000円（定員50名、全席自由、展覧会チケット付）　※第2部のみ中学生以下は入場不可

当館HPより、または当館へお電話　※チケットを当日10:00から当館エントランス・コンサート受付に
て引き換えます。展覧会をコンサート前にご鑑賞ください　※詳細は当館HPをご参照ください

4ナイトツアー2014
「《ラ･ジャポネーズ》 の謎を解け！」
8月30日（土） 18:30～20:00　当館（バックヤード含む）
夜の美術館には秘密がいっぱい。ナゾを解き明かして、誰も知らないラ･ジャポネーズに会おう！

小学4年生〜中学生　 抽選40名　 500円　 当館HPにて　 8月10日

1 いずれも   14:00～15:30（開場13:30）　講堂　 当日先着150名　※当日10:00からエントラ
ンスホール講演会受付にて整理券を配布　 無料　※手話通訳付

関 連 企 画

夏のオープンワークショップ
「君のレコード　音を聴いて絵を描こう！」

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　●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　

開館10周年を記念して、当館収蔵品および
各種資料から、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。

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。

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。

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

《エトルタの海》1939年

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）

著作権などの理由により、
公開できません

著作権などの理由により、
公開できません

―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）

《ラ・ジャポネーズ》の着物を再現

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1・2階展示室　6月28日（土）〜9月15日（月・祝）
　　　　  「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」
一般1,500円→1,400円  65歳以上1,200円→1,100円  高校・大学生900円→800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

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。

〒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

遊びと学びの子どもプロジェクト2014事業

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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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）

うるしは樹液からとれる天然の塗料として、昔から食
器や家具などに使われてきました。うるしはどうやって
固まるのか、実験や実際に使う体験を通して、そのひみ
つを探ります。拭きうるしのだ円のはしの木地仕上げ
も行います。　［協力］sitka    ※うるしはスタッフが扱いま
す。完成品は9月に郵送します。

桐本泰一（輪島キリモト）、
コド・モノ・コト　 小学
4年生～中学生　 抽選15
名　 1,000円　 7月9日

（必着）

夏のおもしろエピソードから、コマ撮りアニメーションをつくり、
NHK放送技術研究所の本格的なスタジオでニュース番組の収録も
行います。ニュースアニメーションが完成したら、保護者を招いての
上映会も行います。

小柳貴衛（アニメーション作家・東京工芸大学助教）　 小学3年
生～中学生　 各日抽選20名　 各日500円　 8月5日（必着）

グラフィックデザイナーと一緒に、民話を
題材にした本づくりをします。オリジナル
のスタンプをつくって挿絵にし、ページを
まとめ、本に仕上げます。

菊地敦己、大原大次郎（ともにグラフィッ
クデザイナー）　 小学生　 抽選20名

1,000円　 7月28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20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、直接会場へ

❶くらし・うるし・研究室
7月20日（日） 10:00～16:00　生活工房4F

❺オリジナルスタンプで
　本をつくろう ！
8月9日（土） 10:00～12:00
生活工房4F

世田谷民話グラフィック展 関連企画

夏の子どもワークショップ2014

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
介します。入退場自由で、約5分間の作品を
繰り返し上映します。いろいろな角度から、
お楽しみください。　※詳細HP参照

無料　 不要、直接会場へ

「市民活動支援コーナー」登録団体の活動を、
パネルや制作した作品などで紹介する展覧
会です。
団体それぞれの個性豊かな発表をお楽しみ
ください。

［主催］市民活動支援コーナー　 無料

世田谷区に残された民話をテーマに、新た
な物語を創作し、グラフィックデザインで彩
る展覧会です。会場ではスタンプを使って、
自分だけのグラフィックデザインで、物語作
りを楽しむことができます。　　　  無料

オリジナルスタンプで本をつくろう！
8月9日（土） 10:00～12:00　生活工房4F
詳細は右段を参照ください。

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

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

市民活動支援コーナーの日々展
2014

開催中～7月13日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

7月18日（金）～8月31日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

世田谷民話グラフィック展

7月6日（日）・10日（木）・13日（日）・17日（木）・
19日（土）・20日（日）・21日（月・祝）・
23日（水）・24日（木）・26日（土）・27日（日）・
28日（月）・30日（水）・31日（木）

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 ❹おはなしいっぱい

8月20日（水） 11:30～15:00／8月21日（木）・22日（金）
11:00～15:00　生活工房4F

❸夏のNEWSなアニメーション！
8月19日（火）、20日（水） 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）

14歳の心と体を記録するワンピースをつくります。
自分の好きな言葉や歌詞などをアイデアの源に、
布の模様をデザインしてプリントします。布は専門
の工場でワンピースに仕立て、後日、記念撮影会も
おこないます。　［協力］ゆかい

spoken words project 飛田正浩　 中学2年
生女子で、全日参加可能な方　 抽選15名

4,000円　 7月18日（必着）　

関 連 企 画

暮らしの中のデザイン、科学、環境という視点から、
ふしぎを探求する夏休み！

❷14歳のワンピース
【制作】8月1日（金）・2日（土）・3日（日） 
11:00～17:00

【撮影会】8月24日（日） 
13:00～17:00　※計4日で完結　生活工房4F

開催中～6/28（土） 城 知栄子水彩画展／
な・か・に・わ

6/29（日）～7/26（土） 動体を撮る／高濱 修

申込不要のもの以外は、
往復ハガキ（P8記入方法
参照、いずれも学年と、❸は
希望日も明記）で各締切日まで
に生活工房へ。
❷のみメールでの受付も可。

　❶〜❺の
ワークショップの
申込方法　

会員割引対象

〒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　☎5432-1543　 5432-1559
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房 Des ign

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



 

 

せたがや音楽プロジェクトVol.1
フォーラム『奇跡のジャパニーズ・スタンダードの誕生』
7月1日（火） 18:30開演　北沢タウンホール
半世紀も前に作られた「黄昏のビギン」。日本を代表する歌手たちが軒並みカヴァー
するこの曲にまつわる謎を探る。

佐藤剛（プロデューサー・作家）　演奏 柴田奈穂（ヴァイオリン） 他
無料　 不要、直接会場にお越しください　 音楽事業部

「宮川彬良のせたがや音楽研究所 ＃2」
7月1日発売開始 ！　詳細はP7をご覧ください

まもなく開催 ！
浪曲師、国本武春のうなりワールド
6月29日（日） 15:00開演  北沢タウンホール
とにかく上手い、そして面白い。浪曲好きの方からまったくの初心者まで、「うなる」
カリスマ・国本武春の伝統が息づく弾き語りと進化する三味線は、笑いと涙をお届
けします。

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　　　　※未就学児童入場不可
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◆予選　テープ審査
◆決勝大会　2015年2月15日（日）　世田谷区民会館　審査員および観客による審査
グランプリ特典：次年度、音楽事業部の主催するライブステージへの出演権 他
審査員：湯川れい子（音楽評論家） 他
　　　　　　8月1日（金）～9月5日（金） （必着）
 　　　　　　
・メンバーに世田谷区内在住・在学・在勤者がいること
・全員がアマチュアであること
・メンバーの平均年齢が40歳以上であること 他
　　　　　　
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、
音楽事業部に郵送または持参　※その他の条件等詳細はチラシまたはHPをご覧ください

音楽事業部

発売中

発売中

撮影：増田典子

8月2日（土） 16:00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」終演後にステージ上で開催します。みんなステージにあつまれ～！

「夏のコンサート」をご覧の方　 無料　 不要　 音楽事業部

せたがやジュニアオーケストラと一緒に盛り上がろう ！
オーケストラの名曲の演奏はもちろん、演奏をステージの上で聴くスペシャルシート、
終演後の楽器体験コーナー、そして初の試みである「オーケストラ体験ワークショップ」
参加者との共演など、他では味わえない楽しい企画が盛りだくさん ！

せたがやジュニアオーケストラ
夏のコンサート
8月2日（土） 15:00開演　世田谷区民会館

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　 L.モーツァルト：おもちゃのシンフォニー　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
全席指定 500円　　　※ひざ上の場合は無料

関 連 企 画

募集期間
応募資格

申込方法

せたがや音楽プロジェクトとは……
「世田谷に縁のある音楽家たちの手で、音楽文化を世界へ発信」をテーマに掲げ、4月より始
動。区内在住のプロの音楽家を中心としたプロジェクトメンバーが企画・運営します。

前回大会「グランプリ」

前回大会「オーディエンス賞」

第3回せたがやバンドバトル
出演バンド募集

毎年大盛況の「せたがやバンドバトル」は、第3回の出演者を募集します。

目指せ、グランプリ ！

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（定員あり・要予約）　※詳細はP7へ チケットの ☎5432-1515お申し込み・お問い合わせ

大会概要

世田谷区民のみなさまに多彩な特典をご用意。15歳から入会できます。
入会金・年会費無料!

世 田 谷 区 民 の ア ー ト 体 験 を 応 援 し ま す！

会 員 募 集 中

特典
１

世田谷パブリックシアター、音楽事業部
公演チケット先行発売

特典
2

世田谷パブリックシアター、音楽事業部
公演チケット会員割引

特典
3

生活工房のセミナー・ワークショップ
などの受講料割引

特典
4

世田谷美術館（本館・分館）、
世田谷文学館の観覧料割引

※ 一部、対象とならない公演・展覧会等があります

特典
5 メールマガジンで最新情報を配信！

事務局　☎5432-1548　 5432-1559
　　　　　　　　　　申込書にご記入の上、お申し込みください。申込書は、せたがや文化財団ホームページおよび財団各施設受付で入手できます。窓口で 郵送で FAXで申込方法

今月号の特典対象は が目印！ 各ページをご覧ください。

お問い合せ

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。

〒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

会員先行発売・割引対象

遊びと学びの子どもプロジェクト2014事業

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



［àut］
groupe ENTORSE / グループ・アントルス

世田谷パブリックシアターでもお馴染みの
カンパニー「ピーピング・トム」で活躍してき
たサミュエルと、DJ、美術家として活躍す
るラファエル。パリ市が運営するアートセン
ター104を拠点に、フランスダンス界の新
風として注目を集めています。

「アントルス」とは「ねんざ」のこと。まるでア
クシデントのように不意を突く、心地よいめ
まいとせつなさが包みます。

振付 サミュエル・ルフーヴル　メイタル・ブラナル
音楽 ターンテーブリズム ラファエル・ラティニ

全席自由（整理番号付き）  3,800円　一般 4,000円　ペア 7,000円
　　　　　　　　　※未就学児童入場不可

劇場チケットセンター　☎5432-1515

  7月20日（日）
 一般 7月21日（月・祝）発売日

15:00
19:30

9/181920

9月18日（木）～20日（土）
シアタートラム

photo:Virginie Meigne 

  

  

今、世界が注目し始めたレバノン生まれの劇作家の作品を、日本の若手演出家として活躍
めざましい上村聡史が演出する。
『炎』はベイルートで内戦を経験し亡命を果たした作者ならではの視点から、封印されていた
自らの家族のルーツを解き明かしていくサスペンスフルな衝撃作。『灼熱の魂』（邦題）という
タイトルで映画化もされ、2011年度のアカデミー賞外国語映画賞にノミネートの他、各国
の映画賞に輝く折り紙付きの戯曲は、現代劇でありながら、ギリシャ悲劇の『オイディプス王』
を彷彿させる不思議な魅力に満ちあふれている。
中東系カナダ人女性ナワルは、謎めいた二通の手紙を遺し、ある日突然この世を去った。
その二通の手紙は彼女の双子の子供に手渡された。それぞれに宛名が書かれ、姉には父親
を、弟には彼らが存在すら知らされていなかった兄を探し出して、その手紙を渡せという
母の遺言が添えられていた。その言葉に導かれ、姉弟は、初めて母の祖国の地を踏む。

作 ワジディ・ムワワド　翻訳 藤井慎太郎　演出 上村聡史
麻実れい　栗田桃子　小柳友　中村彰男　那須佐代子　中嶋しゅう　岡本健一

 6,300円　一般 6,500円
　　　　　　　　　※未就学児童入場不可

劇場チケットセンター　☎5432-1515

三軒茶屋を舞台にくりひろげるフェスティバル！
今年も一緒に盛り上げてくれるボランティアス
タッフを募集します。

詳細は公式ホームページをご覧ください。 http://setagaya-ac.or.jp/arttown/

『炎 アンサンディ』

ROLLY　9日（土） 14:00　絵本の読み聞かせ（小学校高学年以上向け。4歳未満入場不可）
　　　　　　　　　 18:00　別冊★小粋な音楽とお話で綴る『天才ローリー教授の怪奇幻想
　　　　　　　　　　　　　  奇譚倶楽部お話の森』（中学生以上対象。小学生以下入場不可）
　小林顕作　10日（日） 11:00/15:00　絵本の読み聞かせ（小さいお子さんも大歓迎）　

割引はございません
一般おとな 2,500円　4歳～小学生 500円　中学生・高校生・Ｕ24 1,250円　
別冊★：一般おとな3,500円　中学生・高校生・Ｕ24 1,750円
　　　　　　　　※高校生以下は当日要年齢確認

劇場チケットセンター　☎5432-1515

8月9日（土）・10日（日）　シアタートラム
歌やおしゃべりも楽しい、ライブ感あふれる読み聞かせ。
音楽活動のほか舞台やTVでも活躍しているローリーと、
ダンスカンパニー「コンドルズ」のメンバーでＴＶのオフロス
キー役で人気の小林顕作が出演します。

ダンスカンパニーコンドルズ
『GIGANT～ギガント～』
7月24日（木）～27日（日）
世田谷パブリックシアター

「ガリバー旅行記」が題材の底抜け
に楽しいエンターテインメント！ 

YOUTH-PERFORMANCE2014
“トバズニハ”
新作パフォーマンス
8月16日（土）・17日（日）
シアタートラム
今年も伊藤キムさんの演出で中
学生・高校生によるオリジナル
作品を上演します。

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』
8月1日（金）～3日（日）
シアタートラム
引っ越してきた中学生の輝夫くん。
何か変だ…ぼくの隣に何かいる?! 

日野皓正 presents
“Jazz for Kids”

10th Anniversary Concert
8月17日（日）
世田谷パブリックシアター 
10周年の今回は1日に凝縮し、
本格ジャズライブと区立中学生のコンサートを豪華に
お届けします。

2013年作品より
撮影：梶山かつみ

撮影：HARU

麻実れい 那須佐代子栗田桃子 中嶋しゅう小柳友 岡本健一中村彰男

  7月26日（土）
 一般 7月27日（日）発売日

  6月28日（土）
 一般 6月29日（日）発売日

■小学生のための演劇ワークショップ
①低学年スイッチコース　8月1日（金）～3日（日） 10:30～15:30

［進行役］大石将弘、南波早、弓井茉那
②低学年木の中コース　8月22日（金）～24日（日） 10:30～15:30

［進行役］すずきこーた、とみやまあゆみ
③高学年魔法使いコース　8月27日（水）・28日（木）・30日（土）・31日（日） 10:30～16:00

［進行役］吉田小夏　 ①②小学1～3年生、③小学4～6年生　 ①②③20人　 ①②1,500円
（全3回）、③2,000円（全4回）   ①②③7/4（必着）  ※①②は、どちらか一方のみお申込みいただけます
■小学生のためのダンスワークショップ　8月4日（月） 10:00～12:00

［進行役］楠原竜也　 小学3～6年生　 20人　 500円　 7/4（必着）
■中学生のための演劇ワークショップ
7月24日（木）・25日（金） ・29日（火）・30日（水）・31日（木） 10:00～16:00

［進行役］柏木陽　 中学生　 20人　 2,500円（全5回）　 7/9（必着）

■高校生のための演劇ワークショップ　8月5日（火）～8日（金） 10:00～17:00
［進行役］とみやまあゆみ　 高校生、それくらいの年齢の人　 20人　 2,000円（全4回）

7/23（必着）

世田谷アートタウン2014

10月18日（土）・19日（日）開催決定！

世田谷パブリックシアターでは、身体を使って遊んだり頭を使って工作したり、街へ出かけてきた体験から演劇を作った
り、様々な内容のワークショップを実施します。 劇場の稽古場で初めて知り合う仲間たちと、思いっきり遊びましょう ！夏休み子どもワークショップ参加者募集

ステージ編

ワークショップ編

13:00
14:00
16:00
18:30
19:00

9/28 10/12930 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

休
演

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）を明記してハガキか

5432-1559またはHPから世田谷パブリックシアター「劇場 夏休み子どもワークショップ」へ
※応募者多数の場合は抽選となります   劇場「夏休み子どもワークショップ」担当　☎5432-1526

申込方法

9月28日（日）～10月15日（水）
シアタートラム

ROLLY 小林顕作

　「お話の森」は
　世田谷文学館でも開催！
　　　　 詳しくはP2参照

ボランティア
スタッフ募集！！

劇場「アートタウン担当」　☎5432-1526
ⒸSHELLEY

１＋１は、いくつ？　　
母親の死をきっかけに、自らのルーツを探す旅に
出ることになった双子の姉弟を待つ真実とは？
時空間を越えるストーリー展開と魅力的なキャスト陣――今秋の注目作 !

せたがやこどもプロジェクト2014

子どもとおとなのための◎読み聞かせ　「お話の森」
子どもはかき氷つき！

〒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

会員先行発売・割引対象

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先2014年6月25日6



シアタートラム世田谷パブリックシアター

会員先行発売・割引対象

未就学児童
入場不可

音 楽

音 楽

音 楽

『Cross performing CLASSIC VOL.2』

『Happy Music presented by 末延麻裕子』

『ASAMI LIVE』

7/10（木）・11（金）

7/12（土）・13（日）

8/23（土）・24（日）

木野雅之　金子鈴太郎　藤本史子　TRIANGLE CONNECTION
 6,500円　一般 7,000円

TBSラジオイベントダイアル　☎5570-5151

末延麻裕子　藤本史子 他
 3,500円　一般 3,800円

TBSラジオイベントダイアル　☎5570-5151

6/25（水）・27（金） 14:00開演　6/26（木） 14:00/19:00開演
一般 6,800円　トラムシート 6,500円　立見券 6,000円　 劇場チケットセンター

宮川彬良ならではの視点を交えたトーク＆演奏で、どなたでも楽しみながら学べる音
楽バラエティーコンサート。今回のテーマは作曲家「ベートーヴェン」。誰もが知っている

「運命」と「第九」をアキラ流に大分析するといったいどうなってしまうのか…？ ぜひお
楽しみに！　※本公演で「歓喜の歌」をうたう出演者を募集します。詳細は募集チラシまたはHP参照

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、池田理代子（劇画家・声楽家）、INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）
 2,000円　一般 2,500円

8/2324

14:00
12:00

18:00
16:00

発売中

発売中

演 劇 『マクベス』6/20（金）～27（金） 発売中

▲9/5以降、13:00=7・14、14:00=9、19:00=5・12、13:00/18:00=6・13、14:00/19:00=10・11、休演=8

▲9/27以降、14:00=28・10/5、14:00/18:00=27・10/4、19:00=30、14:00/19:00=10/1・3、休演=29・10/2

音 楽 宮川彬良のせたがや音楽研究所 ＃2
ベートーヴェンの「運命」と「第九」を大分析！

10/19（日） 17:00開演
世田谷パブリックシアター

7/1（火）発　売
開始日

音  楽  事  業  部  主  催 

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

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

ダンス

ダンス

ミュー
ジカル

ダンス

音 楽

演 劇

ミュー
ジカル

大駱駝艦・天賦典式『ムシノホシ』

トヨタ コレオグラフィー アワード2014
“ネクステージ”（最終審査会）

『ブラック メリーポピンズ』

ダンスカンパニー コンドルズ
『GIGANT～ギガント～』 

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

『HISTORY BOYS／ヒストリーボーイズ』

『女神様が見ている』

6/26（木）～29（日）

8/3（日） 15:00

7/5（土）～20（日）

7/24（木）～27（日）

8/17（日） 14:00

8/29（金）～9/14（日）

9/20（土）～10/5（日）

ソ・ユンミ　 鈴木裕美　 田村孝裕
高橋亜子　 音月桂　小西遼生　良知真次　上山竜司　一路真輝

 S席 8,700円　一般 S席 9,000円　A席 7,000円
東宝テレザーブ　☎3201-7777（9:30〜17:30）

　東宝芸能　☎3504-2011（平日11:00〜19:00）

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

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

▲7/12以降、13:00＝13・20、13:00/17:00＝12・19、14:00＝15・17、19:00＝16・18、休演＝14

7/5 6 7 8 9 1011

14:00
13:00

19:00
17:00

8/2930319/1 2 3 4

14:00
13:00

19:00
18:00

休
演

9/20212223242526

14:00

19:00
18:00 休

演
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）

劇場チケットセンター

川村美紀子　木村玲奈　スズキ拓朗　塚原悠也　捩子ぴじん　乗松薫
一般 A席 3,100円（1・2階）　B席 2,600円（3階）　※お一人様1回のみ4枚まで購入可能
トヨタコレオグラフィーアワード事務局　☎3373-1166（平日13:00〜19:00）

4歳未満
入場不可

4歳未満
入場不可

 8/23（土）
一般  8/24（日）

発　売
開始日

日野皓正 Quintet & 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

アラン・ベネット　 常田景子　 小川絵梨子
中村倫也　松坂桃李　太賀　橋本淳　小柳心　渋谷謙人　Spi　大野瑞生　

林田航平　鷲尾真知子　安原義人　浅野和之
 S席 8,500円　一般 S席 8,800円　A席 7,800円

チケットスペース　☎3234-9999　 http://www.historyboys.jp/

ハン・ジョンソク　 イ・ソンヨン
パク・ソヨン　 チョ・ヒョンギュン　チョン・ソンウ　ジン・ソンギュ　

アン・ジェヨン　ユン・ソクヒョン　チュ・ミンジン　ソン・ミヨン 他
 10,450円　一般 11,000円

「女神様が見ている」公演事務局　☎0570-001-700（月〜土10:00〜18:00）

当日券については を
ご覧いただくか へ

演 劇

演 劇

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』

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』

YOUTH-PERFORMANCE 2014
“トバズニハ”新作パフォーマンス

7/21（月・祝）～27（日）

8/1（金）～3（日）

8/16（土）・17（日）
16:00開演

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）

 7/18（金）
一般  7/19（土）

発　売
開始日

7/21222324252627

14:00
19:00

発売中

発売中

発売中

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　おとな 3,500円　こども（4歳～小学生） 1,000円
親子ペア 4,000円（おとな１+こども１ 電話・窓口のみ取扱 枚数限定）
※4歳〜高校生当日要年齢確認　 劇場チケットセンター

ダニエル・カトナー　 朝海ひかる 他
一般 8,500円
梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ　☎06-6377-3888

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

伊藤キム（振付家・ダンサー）　 トバズニハ（中高生メンバー）
伊豆牧子（振付家・ダンサー）　松平敬（声楽家・バリトン）　杉山至（舞台美術家）
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）
劇場チケットセンター　＊8/16（土）ポストトークあり　要チケット半券

7/10 11

14:00
19:00

7/12 13

14:00
19:00

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

当日券については へ

撮影：HARU

撮影：田中亜紀

撮影：竹田岳

ダンス

87万人世田谷区民に向けた、世田谷区の文化・スポーツ情報紙

広告枠サイズ（１枠）

販売価格（税込）

１枠を最小単位とし、
最大4 枠まで連結して
使用可能です。

縦 85mm×横 60mm

１枠　   60,000 円
２枠　120,000 円
３枠　180,000 円
４枠　240,000 円

問合せ・申込先　株式会社 ドゥ・アーバン　TEL.5724-5921 FAX.5724-5922

9月25日号
12月25日号

広 告 募 集

詳しくは ドゥアーバン 検 索

2014年6月25日 7

●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

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。

会員先行発売・割引（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）

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

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、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

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。

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。

遊びと学びの子どもプロジェクト2014事業



スポーツ教室 講習会イベント

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（サッカー競技・アクアスロン競技・ソフトボール家庭婦人大会を除く）。
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

2014年6月25日8 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

体育施設の管理運営に従事している方。ま
たは、これらの業務に従事することを目的と
している方（学生含む）で、9月9日現在満20
歳以上の方

先着100名　 35,000円（学生・体育施設
協会会員は30,000円）　※合格した場合、別
途登録料20,000円

所定の受講・受験申込書（当財団HPから
ダウンロード可）を郵送か持参でスポーツ振
興財団へ　 学生7月15日、社会人7月31日

（いずれも必着）

～スポーツ施設で活用できる資格講座～
 （公財）日本体育施設協会認定

体育施設管理士養成講習会・
資格認定試験

9月9日（火）～12日（金） 9:00～17:00
①バスケットボール教室
7月15日～9月30日（8月12日、9月23日を
除く）　毎週火曜（全10回）

小学生17:00～19:00 中学生18:00～
20:00 高校生20:00～21:30

先着 40名 20名 15名
各8,000円（体験参加は800円／1回）

②レディースバレーボール教室
8月1日～9月26日（8月15日を除く）
毎週金曜　9:00～12:00（全8回）　

18歳以上の女性  先着40名  6,400円
①②とも 大蔵第二運動場管理事務所（大
蔵4-7-1 ☎3416-1212 3416-1777）へ

■サッカー競技　社会人大会（一般大会・
土曜大会）および壮年大会（四十雀・五十雀）
8月31日（日）～12月27日（土）の土日・祝
日・休日　二子玉川緑地運動場 他

4,500円／チーム　 所定の申込書を区
サッカー協会HP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　 7月19日（必着）

info@setagayaku-fa.com　※詳細は
http://setagayaku-fa.com/をご覧くだ

さい　※代表者会議は8月2日（土）18:30～
文化生活情報センター5階セミナールーム
■水泳競技
9月7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

第64回 世田谷区民体育大会 共催大会

 大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

※詳細は大蔵第二運動場までお問合せください。

当アカデミーは、多様なスポーツ活動を通して子どもの体力･基礎的な運動能力の向上に取
り組むとともに、団体行動の中での規律性・積極性・協調性といった心（人格）の成長を育
み、子どもが自らの夢を実現できる人間力の形成を目指しています。

世田谷ジュニアアカデミーでは空きのある種目・カテゴリーの募集を随時行っています。
最新の空き状況をHPの「空きカテゴリー一覧」でご確認のうえ、お申込みください。	
（空きのないカテゴリーはキャンセル待ちの登録となります。）

参加費3,000～12,000円／月、入会金・年会費5,000円
電話でスポーツ振興財団へ　

夏季特別プールイベント
※詳細は  http://www.se-sports.or.jp/をご覧ください

所定の申込書・個人票（区内温水プール
にもあり）に参加費振込済みのコピーを添付
して郵送で区水泳協会・飯野（〒156-0054　
桜丘4-1-11-405 ☎3439-2089）へ 

［申込期間］7月17日～23日（必着）
■陸上競技
9月14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（リレーは除く）

個人500円／種目（小学100円・中学200
円）、リレー1,200円／チーム（小学400円・
中学800円）　振込もしくは現金書留

所定の申込書を区陸上競技協会HP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

8月22日（必着）　 setagayarikujyou
@gmail.com　※詳細は http://www.
setagayarikujyo.org/をご覧ください
■アクアスロン競技
9月23日（火・祝）　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

③デイタイムテニススクール
月曜コース 9月1日～10月20日
金曜コース 9月12日～10月17日

※ 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）
※時間・クラス等は要問合せ

ハガキかFAX（欄外記
入方法参照、希望クラスも
明記）、または直接大蔵第二
運動場管理事務所（〒157-
0074 大蔵4-7-1 ☎3416-
1212 3416-1777）へ　

7月4日（必着）

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　※傷害保険料込
ハガキかFAX、またはメール（欄外記入

方法参照、種目も明記）で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　 9月5日（必着）
■ソフトテニス競技
①9月7日（日）②9月15日（月・祝）③9月17
日（水）④9月23日（火・祝）⑤9月28日（日）
9:00～　総合運動場テニスコート

［種目］①一般男子・壮年女子・成年女子 ②
ファミリー大会 ③シニアⅡ部団体戦 ④小学
生男女 ⑤小学生団体戦

区連盟登録者および区内在住・在勤・在学者
①700円／ペア ②大人・高校生350円／

人、小・中学生200円／人 ③2,100円／チー
ム ④400円／ペア⑤1,200円／チーム

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　 8月15日（必着）

■第59回世田谷区学年別水泳大会
8月3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（区内温水プール
にもあり）に参加費振込済みのコピーを添付
して郵送で区水泳協会・赤木（〒158-0082 
等々力7-23-11 ☎3701-6605）へ

［申込期間］6月25日～7月2日（必着）
■ソフトボール家庭婦人大会
7月27日（日） 9:00～  二子玉川緑地運動場

区内在住・在勤の18歳以上の家庭婦人
5,000円／チーム

ハガキ（欄外記入方法参照、チーム名も
明記）で区ソフトボール連盟・田井（〒156-
0053 桜2-20-11 ☎ 3425-6167）へ

7月6日（必着）

［コースレベル］一般向き
［記号の説明］⇒バス　→徒歩　
［コース］世田谷区役所⇒（関越自動車道）⇒
沼田IC⇒玉原高原センターハウス→玉原湿原
→ブナ平→鹿俣山→ラベンダー畑→玉原高
原リゾートセンター⇒川場村道の駅田園プラ
ザ⇒沼田IC⇒（関越自動車道）⇒世田谷区役所

（歩程約4時間）
18歳以上　 抽選40名　 5,000円
7月10日（必着） 

※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）

  ハイキング「鹿俣山」
7月27日（日） 6:50　区役所中庭集合

空きカテゴリー
募集中（先着順）！！

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

4月～2015年3月　総合運動場・大蔵第二運動場	他日程

世田谷ジュニアアカデミー（略称:STJA）世田谷ジュニアアカデミー（略称:STJA）

フットボールアカデミーの様子

7月21日（月・祝）～8月31日（日）

	水泳ワンポイントレッスン
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。
総合運動場温水プール　千歳温水プール
11:50～、13:50～、15:50～、17:50～（各10分間）
泳法は初心者対象・心肺蘇生法は制限なし　 プール利用料金

	夏休み親子体力測定会
肺活量・握力測定を家族みんなで比べてみよう。
総合運動場温水プール　千歳温水プール
親子で参加（家族等も含む。一人での参加も可能）　 プール利用料金

※開催時間は日によって異なります

毎日開催！！

柔道アカデミーの様子

総合運動場温水プールは、監視室前に集合してください。
　千歳温水プールは、プールサイド窓側赤台前に集合してください。
総合運動場温水プール管理事務所　☎3417-0017

　千歳温水プール管理事務所　☎3789-3911

※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

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/

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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