
 難波田武男　（難波田史男・実弟）

［開館時間］10:00〜18:00（入場は17:30まで）　 一般 1,000円 他　※詳細は中面をご覧ください

世田谷美術館  ☎3415-6011（代）
※1月12日（月・祝）は開館、翌13日（火）は休館休館日 毎週月曜日および年末年始（12月29日（月）〜1月3日（土））

難波田史男の世界
～イメージの冒険～

史男のアトリエ、世田谷区経堂

《無題》1963年

《花の精》1969年

史男、父・龍起の画室にて

「難波田史男の世界」展の開催は誠に有り難く、嬉しいことです。この欄を
お借りして、関係者の方 に々深く感謝申し上げます。
世田谷生まれ世田谷育ちの画家の、世田谷美術館収蔵作品による展覧会です。
画家本人にとって、長年の念願が叶った思いの満足ゆく展覧会ではないで
しょうか。19歳から32歳までのわずか10数年の間に描かれた作品です。

史男より2歳年下の私は、肉親としてまた同世代としての共感と共に、誰しも
必ず通過しなければならない混沌として葛藤に満ちた青年期の多感な魂の
叫びが聞こえる史男作品と、長らく対峙してきたように感じています。
世代を超えた多くの皆様方にこの展覧会が楽しまれ、ご共感戴ければ何より
です。

開催中 ～2015年2月8日 日

世田谷区経堂に生まれ、60年代に青春期を過ごし、研ぎ澄まされた視覚と言語感覚をもって独自の世界を
逍遥していた知られざる青年画家・難波田史男（1941-1974）。日本の抽象絵画の代表的作家・難波田龍起
の次男である史男は、不慮の事故により32歳の若さで他界するまでの15年足らずの短い活動期に、2,000点
を超える作品を描き残しました。その多くは水彩とインクを使った空想世界の描写で、想像世界をひとり遊歩
しながら、創作による冒険を重ねていたといえるでしょう。本展では、世田谷美術館が所蔵する全800点余の
史男作品のなかから、秀作・約300点を厳選し、この画家が繰り広げたイメージによる冒険の世界を探ります。
関連企画などの詳細は中面をご覧ください。

《トロンボーンの行進曲》1967年

会員割引対象（P5参照）
次回（1月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

世田谷美術館・分館、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、世田谷文学館などに配架しています
せたがや文化財団広報誌 Vol.3（12月10日発行） 

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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☎ 5432－1501発行
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■『ひなぎく』上映＋ミニトーク　1月25日（日） 15:00～17:00　文学サロン
岡崎京子が愛する60年代女の子映画の決定版！『オリーブ少女ライフ』の著者がその魅力を語るトーク付き。

［上映作品］ 『ひなぎく』（監督：ヴェラ・ヒティロヴァー／チェコスロバキア／1966年／75分）　※DVD上映　
山崎まどか（文筆家）　 当日先着150名　 500円　 不要、当日13:30から整理券配布（定員に達し次

第終了）
■レクチャー「ニッポン戦後サブカルチャー史　岡崎京子特論」
1月31日（土） 15:00～16:30　文学サロン
宮沢章夫（劇作家・演出家・作家）　 抽選150名　 500円　 okazakievent@gmail.com（P4記

入方法参照、年齢も明記、2名まで連名可）で件名を「岡崎京子展レクチャー申込」として当館へ　 1月17日
（必着）
■ワークショップ「“90年代”Z

ジ　ン

INEをつくろう！」　2月15日（日） 14:00～17:00　講義室
90年代の雑誌・マンガ・CDなど自分のお気に入りを持ち寄って、みんなでZINE（小冊子）をつくります。マ
ンガを介してコミュニケーションを生み出すユニット「マンガナイト」がご案内。

抽選40名　 500円　 okazakievent@gmail.com（P4記入方法参照、年齢も明記、2名まで連名
可）で件名を「岡崎京子展ZINE申込」として当館へ　 2月1日（必着）
■ワークショップ「あみぐるみをつくろう！」　2月28日（土） 14:00～16:00　講義室
「かわいい」だけじゃない、編み物でつくるぬいぐるみ。90年代に岡崎京子も惹かれたあみぐるみで、動物の
指人形をつくります。

タカモリ・トモコ（あみぐるみ作家）　 小学4年生以上　 抽選25名（小学生は保護者同伴）　 1,000円
（材料費含む）　 okazakievent@gmail.com（P4記入方法参照、年齢も明記、2名まで連名可）で件名を
「岡崎京子展あみぐるみ申込」として当館へ　 2月14日（必着）

世田谷区内在
住の、現代書壇
で活躍する書
家が、会派を超
えて「世田谷ゆ
かりの作家た
ち」をテーマに
した新作を一
堂に披露する、
世田谷文学館ならではの書展です。

無料

■鑑賞講座
「書」の豊かな楽しみ方を探してみませんか。
出品書家と鑑賞しながら、見どころや作品を
わかりやすく解説します。書をこれから始め
てみたいという初心者の方もお気軽にご参
加ください。（各日とも14:00〜15:00）
①1月9日（金）　   師田久子（日展会員）
②1月10日（土）　 泉原壽巖（日展会員）
③1月11日（日）　 川口青澄（読売書法会理事）
④1月12日（月・祝）　 後藤俊秋（毎日書道
展審査会員）
⑤1月14日（水）　 稲村龍谷（日展会友）
⑥1月17日（土）　 池亀壽泉（読売書法会理事）

無料　 不要、開始時刻に直接会場へ

坂口安吾　『風と光と二十の私と』
横光利一　『夜の靴』
森茉莉　『私の美の世界』「不思議な硝子」
萩原朔太郎　『猫町』
萩原葉子　『蕁麻の家』
石川淳　『諸国畸人伝』
中村汀女　『俳句の里にしあれば』
第2部　シモキタ＊クロニクル
写真にみる下北沢
下北沢カルチャーマップ
下北沢ゆかりの作品や作家の文章

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

下北沢にゆかりの
ある文学者とその
作品にスポットを
あて、関連する資料
をご紹介します。ま
た、文学作品の一
場面を小さな舞台
と人形、音と光で表現する「ムットーニのから
くり劇場」を、毎時30分から上演しています。

［展示構成］
第1部　作品にみる下北沢

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

下北沢クロニクル
開催中～4月5日（日）　1階展示室

関 連 企 画

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

昨年度展示風景

年末年始休館　12月29日（月）～1月3日（土）

『リバーズ・エッジ』（1994）表紙原画 © 岡崎京子／宝島社

ムットーニのからくり劇場『猫町』

関 連 企 画

『チワワちゃん』（1996）表紙原画 © 岡崎京子／ KADOKAWA

予告

岡崎京子展
戦場のガールズ・ライフ

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／小・中学生300（240）円　

※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり　※1月30日（金）は65歳以上無料1月24日　 ～3月31日　 　2階展示室

土

火

『pink』『リバーズ・エッジ』『ヘルタースケルター』などで知られ、1980～90年代を象徴する

マンガ家となった岡崎京子（1963～）の、初の大規模な展覧会を開催します。

1996年、岡崎京子は不慮の事故により活動を休止しますが、その後も未刊作品の出版や復刊

が相次ぎ、2012年には『ヘルタースケルター』が映画化されるなど、今も新たな読者を獲得し

続けています。

女の子たちの夢や憧れを紡ぐ少女マンガとは対照的な、都市に生きる少女の日常、変容する

家族像、高度資本主義下における女性の欲望や不安といった時代の現実を果敢に描き続けた

岡崎京子。一人の少女=マンガ家が見つめた時代とその行方を、300点以上の原画をはじめ、

学生時代のイラストやスケッチ、当時の掲載誌の数々、映画版『ヘルタースケルター』ほかの関

連資料を通して見てゆきます。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

第34回 世田谷の書展
1月6日（火）～21日（水）　文学サロン

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　1月24日（土）～3月31日（火）   
　　　　  岡崎京子展　戦場のガールズ・ライフ
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500円、小・中学生300円→250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合せください。

〒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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ターと幅広く活躍されている天野喜孝氏をお
呼びし、宮本三郎の作品や「神話」がテーマの
自作についてお話しいただきます。 

天野喜孝（アーティスト）　 どなたでも　
申込先着50名　 500円　 下記参照

2月15日（日） 10:30～16:00（開場10:15）
様々な方法で自画像を描くデッサン講座です。

梅津庸一（美術家）   3,000円（画材費込）

3月1日（日） 10:30～16:00（開場10:15）
水墨と淡彩で花を描く実技講座です。

岩田壮平（日本画家）　 3,500円（画材費
込）

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をご覧ください

講座①②いずれも　 中学生以上　 申
込先着16名　 下記参照

■1月のギャラリートーク
1月10日（土） 14:00～（30分程度）
テーマ：「宮本三郎の色彩」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

1月24日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
画家、キャラクターデザイナー、イラストレー

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中〜12/28 水彩画の会"美匠"、"美匠Jr" 写真の地層展　vol.16
1/4〜11 第37回 世田谷区民絵画展

1/14〜18 世田谷区立中学校生徒作品展覧会

1/21〜25 世田谷区立小学校図画工作作品展

1/28〜2/1 第22回 世田谷区特別支援学級連合展覧会

世田谷美術館 区民ギャラリー

［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

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/

向井潤吉と文学―連載小説の挿絵と
装幀を中心に
開催中～3月22日（日）

展覧会

世 田 谷  美  術  館  分  館

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

短い画歴のなかでも、難波田史男の作風はときに大きく変化し、人知
れず葛藤を重ねつつ、数々の作品を作り上げていきました。果敢な実験
の軌跡を「異次元の未来世界へ 1960-1966」と「内なる物語世界へ
1967-1974」と題して2部に分け、遠く深く未知の世界へと冒険を繰り返
した史男の世界を概観します。
展示室いっぱいに広がる、ときに非常に広大で、またときにきわめて深遠
な、独創的なイメージの世界をぜひお楽しみください。

■担当学芸員による展覧会解説［世田谷美術館友の会共催］
1月29日（木） 14:00～15:30（開場13:30）　講堂

当日先着150名　 無料　 当日10:00からエントランス
ホール受付にて整理券を配布　※手話通訳付き　※世田谷美術館
友の会会員以外の一般の方もご自由にご参加いただけます

■100円ワークショップ 「トライ！ ドライポイント」
会期中の毎週土曜日（ただし12月27日（土）を除く） 13:00～
15:00（随時受付）　地下１階創作室
ドライポイント版画を難波田史男旧蔵のプレス機でプリントします。

どなたでも　 1回100円

関 連 企 画

作り手から見た宮本三郎
第8回 「神話を描くということ」（仮称）

①デッサン講座〈自画像〉
「拝啓、わたしが形になる時」

②実技講座〈花〉「水墨で花を描く」

東京の風景や女優、踊り
子、バレリーナを描いた
1960年代初期の作品か
ら、神話を主題にした作品
まで、宮本三郎の色彩豊か
で華やかな晩年の作品群
を中心に紹介します。

清川泰次
―線をめぐって
開催中～3月22日（日）

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〜12/28 間瀬清惠キルト作品展
1/6〜11 酒井ゆみ子   日本画展  ※7日10:00から公開
1/12〜18 めぐる季節きらめく街　染色と写真で紡ぐ日々の情景
1/20〜25 古稀からの出発

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

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

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

自由な動きの線、鋭い
線など、清川泰次の作
品に見られる様々な線
の表現に着目します。

新たに収蔵品として加
わった連載小説『悪名』
や『体の中を風が吹く』
の挿絵原画など、向井
の知られざる挿画や装
幀といった書籍に関連する仕事とともに、随
筆家としての横顔も紹介します。

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
開館10周年　
宮本三郎の仕事　
1960’s -1970’s 
絢爛な色彩の神話世界へ
開催中～3月22日（日）

世田谷区砧の東宝スタジオは、1932年に設
立された写真化学研究所（通称P・C・L）に始
まり、1971年に現在の東宝スタジオへと改
称されました。本展では、映画美術の視点か
ら、「ゴジラ」や「七人の侍」など、東宝スタジ
オが生み出した作品の魅力を探ります。

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

戦前から戦後、東宝
スタジオで映画美
術などに携わった
世田谷の画家や彫
刻家などの作品を
紹介。また東宝作品
の映画にも多数出
演した女優・高峰秀子旧蔵の梅原龍三郎らに
よる〈高峰像〉も展示。小コーナーでは建築物

の廃墟を撮影した宮本隆司の写真を展示。
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　※企画展チケットでご覧いただけます

世田谷美術館のエントランスホールが舞台に
なる注目のシリーズ。国内外で活躍中の演出
家・多田淳之介が「出会い」をテーマにつくる
新作『ENTRANCE』にご期待ください。

［構成・演出］多田淳之介（東京デスロック）
伊東歌織、福田毅　 各日90名　 予約

2,500 円、当日3,000円（中学生以下無料）
当館HP「プログラム&イベント」申込フォー

ムより、またはお電話にて　※未就学児の入場
はご遠慮ください

常田麻衣（ファゴット）　新納芳菜（ピアノ）
［曲目］テレマン／ソナタ ホ短調　 抽選200
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　 1月5日（消
印有効）　※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

世田谷美術館パフォーマンス・シリーズ
「トランス／エントランス」vol.13
多田淳之介『ENTRANCE』
1月8日（木）・9日（金） 各日20:00～

（開場19:30）　エントランスホール

プロムナード・コンサート
常田麻衣　ファゴット・リサイタル
1月25日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

［会期］1月4日（日）～11日（日） 10:00～18:00（最終日は16:00まで）
［会場］区民ギャラリーA・B　［表彰式］1月11日（日）14:30〜15:15頃まで　講堂

第37回 世田谷区民絵画展開催
《歌い手》

（モデル：雪村いづみ）
1964年

《気ままな朱》1959年

『体の中を風が吹く』
（『朝日新聞』連載第45回）

挿絵原画　1956年

難波田史男《イワンの馬鹿》（12点組）1964年

久保一雄《小さな漁港》1959年

難波田史男の世界 ～イメージの冒険～
開催中 ～ 2月8日　　1階展示室日

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

年末年始休館　12月29日（月）～1月3日（土）

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

東宝スタジオ展
映画＝創造の現場

2月21日（土）～4月19日（日）　1階展示室

世田谷に住んだ
東宝スタジオゆかりの作家たち
1月4日（日）～4月12日（日）　2階展示室

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜2月8日（日）
　　　　  難波田史男の世界～イメージの冒険～
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

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合せください。

〒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

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）

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。 ※詳細はHP参照

無料　 不要、直接会場へ

1「都市と食の文化論」
【対談】菊地成孔（音楽家）×坂村健（東京大学
大学院情報学環教授）
1月20日（火） 19:00～20:30　生活工房4F
古今東西の食に舌鼓をうってきた2人に、
三ツ星が軒を連ねる東京の食事情から日本
料理の特異性まで、都市（地域）と食をめぐ
る文化についてお話しいただきます。

申込先着50名　 1,000円　　
2「オーガニックな食と思想」

【対談】清野由美（ジャーナリスト）×速水健朗
（ライター／編集者）
2月1日（日） 14:00～15:30　生活工房5F
野菜をはじめオーガニックな食材やシンプル
な暮らし方が近年注目を集めています。食を
めぐる新たな価値観とライフスタイル。その
背景にある社会意識について考えます。

申込先着50名　 1,000円　

3「『和食』とは何か？」
【講師】原田信男（国士舘大学教授）
2月8日（日） 14:00～15:30　生活工房5F
ユネスコ無形文化遺産に登録された和食。
一方で多国籍な食を享受することの多い現
代。和洋折衷が当たり前になる中で、日本人
が培った食文化＝和食をその成り立ちから
ひも解きます。

申込先着50名　 500円
4「狩猟から考える」

【対談】佐々木俊尚（ジャーナリスト／作家）×
山口未花子（岐阜大学助教）
2月14日（土） 14:00～15:30　生活工房5F
いつでも不自由なく食料が手に入る都市生
活において、狩猟はとても遠い存在かもしれ
ません。生き物を狩り、食べるという人間の
原初的な行為を通じて、飽食の時代における
食について考えます。

申込先着50名　 1,000円

1水曜講座（①午前・②午後）〈名作を読む〉
1月28日、2月4、18、25日　
作品：小川未明著『赤いろうそくと人魚』 

岩井正（NHK日本語センター）
2木曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
1月29日、2月5、19、26日
作品：幸田文著『おとうと』　　　

秋山隆（NHK日本語センター）
3金曜講座（午後）〈はじめての朗読〉
1月30日、2月6、20、27日　
作品：芥川龍之介著「トロッコ」　

藤原尚武（NHK日本語センター）
いずれも生活工房5F　
午前クラス：各回10:30～12:30　
午後クラス：各回13:30～15:30
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/

「大人の知的好奇心を満たす」連続講座・知の航海。
今年度は“食の再考”をテーマに実施します。飽食の
時代とも言える今日において、現代人が忘れかけて
いる食の記憶をたどり、食べることの原点から、現
代の多様なライフスタイルと食の関係性まで、様々
な視点で私たちを取り巻く食や食文化を考えます。

1「羊をかぶるマーケット」　2月14日（土）～15日（日） 10:00～18:00
若手デザイナー約20名を中心にウールの「かぶりもの」を制作展示、販売します。

不要、直接会場へ

2ワークショップ「ハマナカ手芸糸 羊と手の教室」　2月14日（土） 14:00～16:30
手芸糸と道具を使って、大切な人への贈り物を作ります。親子でも参加できます。

【講師・材料協力】ハマナカ株式会社　 申込先着20名　 1,500円　 電話かメール（欄外記
入方法参照）で生活工房へ

3「羊  毛糸だまニットカフェ」　2月15日（日） 12:00～16:30
編みながら会話できる場をつくりました。ご自分の編み物を持参してどうぞ。

【協力】青木久美子（日本ヴォーグ社「毛糸だま」編集長）　

4講演会「羊毛・銀座・商い」の話　2月15日（日） 14:00～16:00
羊毛を素材にしたジャケットやコート等の衣服・文化について、実物を見ながらその魅力を探ります。

【講師】渡辺新（壱番館洋服店 代表）　【進行】眞田岳彦（衣服造形家）　 申込先着40名
500円　 電話かメール（欄外記入方法参照）で生活工房へ

すべて生活工房4F

1月9日（金）～12日（月・祝）、15日（木）～17日（土）、
1月21日（水）～23日（金）、28日（水）～30日（金）

各日 14:00～15:30　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

連続講座　知の航海

関 連 イベ ン ト

開催中～1/17（土） シルクスクリーン版画展
1/18（日）～2/14（土）「色の波動」KoKo&フラワーセラピー花音

朗読講座　豊かなことばの世界

2015年は未
ひつじ

年。羊は、その愛らしいキャラクターはもとより、その毛から紡がれる
暖かいウールもすっかり冬の定番素材として、私たちの生活になじみ深いものとなっ
ています。

西洋人にとっての羊は、代表的な家畜というだけでなく、人間に最も身近な存在とし
て、大昔から聖書をはじめ、様々な生活様式や文化芸術の場面に登場しました。それ
に対して日本で羊の飼育がはじまったのは明治期以降。日本は、羊の育成に適した
気候をもつ地域が少ないために、欧米のような牧羊文化は根付きませんでした。しか
し、日本独特の風土と技術のもと、日本独自の羊毛文化が育まれてきました。

本展は、羊に関わる日本の作り手たちと仕事がテーマの展覧
会です。衣服造形家・眞田岳彦氏が北海道の牧羊、愛知の紡
績、岩手のホームスパン（毛織物）、京都の手芸と、日本各地の
羊毛に関わる仕事場を訪ねながら、その気候・風土とともに
育まれてきた羊毛文化の魅力、そこに生きる伝承技能や知識、
仕事への誇りなどを、インタビューや映像、実際に使用する道
具や製品を通じて紹介します。また眞田氏自身も作り手とし
て羊毛素材に向き合い、作品を制作します。

年末年始休館　12月29日（月）～1月3日（土）

〜 すべて、電話かメール（欄外記入方法参照）で生活工房へ

眞田岳彦

『羊と手』
衣服と作り手、その生き方
1月10日　 ～2月15日　 　9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休　 入場無料

日土

眞田岳彦ディレクション

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合せください。

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

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



　　

 敗者復活 LIVE  IN  NHK技研  

宮川彬良のせたがや音楽研究所 
presents

宮川泰
ひろし

まつり

●現　　 会員の皆様へは更新に伴い、ご登録の住所へ新しいカードをお送りいたしました。まだお手元に届いていない方は、1月31日までにアーツカード事務局へご連絡ください。
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波多野睦美 つのだたかし 山田武彦

Runnin' with the Devil、MUTEKI、ガラガラドン、Peace Of Mind、KANKE、
THE NORTHERN SONGS、SPIN FILTERS、Strange Taste、TCB、4TA、敗者復活の2団体

［審査員］湯川れい子（音楽評論家） 他　［ゲスト演奏］上田正樹（R&B・ソウルシンガー）
全席自由 1,000円

小田島雄志（お話／英文学者・演劇評論家）　池辺晋一郎（お話／作曲家）　松崎謙二（朗読／
無名塾）　波多野睦美（メゾソプラノ）　つのだたかし（リュート）　山田武彦（ピアノ）

 3,000円　一般 3,500円　子ども（小～中学生） 1,500円 
　　　  ※未就学児入場不可

新通英洋（指揮）　世田谷フィルハーモニー管弦楽団　世田谷区民合唱団
大西ゆか（ソプラノ）　小川明子（メゾソプラノ）　児玉和弘（テノール）　与那城敬（バリトン）

モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲　ベートーヴェン：「交響曲第9番ニ短調」合唱付き
 S席 2,000円　一般 S席 2,500円　A席 1,000円

宮川彬良　中尾ミエ　伊東ゆかり　ささきいさお　INSPi　ダイナマイトしゃかりきサ～カス
あごーズ　BigBand名匠宮川組社中（平原まこと　エリック・ミヤシロ　中川英二郎 他）

 2,500円　一般 3,000円　　　　  ※未就学児入場不可

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

発売中

発 売 日
1月7日（水）

発売中

シェイクスピア翻訳の第一人者・小田島雄志をゲストに迎え、シェイクスピア作品で描き出される
女性たちに焦点をあてて語り合います。
同じ劇・同じ場面における当時の音楽と現代の音楽の聴き比べや、小田島氏の手による名訳の
朗読などを手がかりに、シェイクスピア作品の女性たちの魅力を再発見してみませんか？

世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団
により毎年開催されている「せたがや名曲コンサート」。
今年は指揮に新通英洋を迎え、豪華なソリストたちとと
もにお贈りします。

予選を勝ち抜いた10団体、そして敗者復活を勝ち取った2団体が
激突 !  グランプリは誰の手に！？
客席のみなさまにも審査に参加していただきます。

シェイクスピアと音楽 －描き出された女性たち－

せたがや名曲コンサート「ベートーヴェン 第九」

2月1日（日） 15:00　成城ホール

小田島雄志 池辺晋一郎 松崎謙二

新通英洋 大西ゆか 小川明子 児玉和弘 与那城敬

ささきいさお伊東ゆかり INSPi ダイナマイトしゃかりきサ～カス

日本のポップス界の育ての親といわれ、親しみやすいメロディを数多く作り出し
てきた故・宮川泰。親交のあったミュージシャンらが集結し、昭和の音楽界を
彩った宮川サウンドが世田谷でよみがえります！
見どころのひとつは「ザ・ピーナッツ歌合戦」。1960～70年代に一世を風靡
した双子デュオ「ザ・ピーナッツ」を世に送り出した宮川泰の功績に敬意を表し、
ピーナッツの楽曲を出演者らが競演します。
白熱したステージと、このために結成されたビッグバンドの演奏をお楽しみに ！

3月28日（土） 17:00　世田谷区民会館

宮川彬良

♩
お
話と
音楽でつづる企画♩異分野とのコラボレーション

音楽事業部 年末年始休　12月27日（土）～1月4日（日）

2月15日（日） 14:00　世田谷区民会館

湯川れい子 上田正樹

1月25日（日） 14:00～16:30　NHK放送技術研究所 1F講堂
予選を惜しくも落選したチームの中で審査員の特別推薦があった10団体（予定）が、LIVE演
奏で敗者復活戦に挑む!  他にも、プロバンドの演奏など、お楽しみいただけます。

無料／事前申込不要　※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

発売中

1月25日（日） 14:00　昭和女子大学人見記念講堂

中尾ミエ

●世田谷パブリックシアター／音楽事業部　▶ チケット先行発売・会員割引（一部を除く）
●世田谷美術館・分館／世田谷文学館　▶ 観覧料割引（一部を除く）
●生活工房　▶ 講座受講料割引（一部を除く）
●メールマガジン毎月配信

15歳以上の区民ならどなたでも登録できます。
せたがや文化財団の各施設で割引料金などお得な特典をご用意。

　　　　　　　　　　　  せたがやアーツカード事務局　キャロットタワー5階
☎5432-1548（10:00～19:00）　 5432-1559
年末年始12月29日（月）～1月4日（日）を除く年中無休

お問合せ・申込受付

ならもっとアートを楽しめる

新規入会キャンペーン

実施中！　詳しくはP6へ

第3回せたがやバンドバトル
決勝大会 

入会金・年会費無料！

世田谷美術館／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／世田谷文学館の
窓口およびファックスや郵送でも受け付けています。
お申込みの際には、ご本人の住所が確認できる書類（運転免許証、各種健康保険証、住民基本台帳カード

〈写真付〉、住民票などの写し）をご用意ください。申込書は各施設またはホームページからも入手できます。
http://www.setagaya-bunka.jp/artscard/ せたがやアーツカード

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合せください。

〒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

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 ☎5432-1515チケットのお申込み お問合せ 音楽事業部

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



パリ発のコミック・サーカスが、ついに日本に上陸。ちょっと
奇妙で愛嬌満点のキャラクターを演じる3人のパフォーマー
とわくわく・うきうきする音楽を作り出すミュージシャンの4人
組レ・マンジュ・ドゥ・ラパン。2011年に結成され、フランス
の大統領邸にも招待され、14年には、アビニョン演劇祭の
サーカス＆クラウン部門でグランプリを受賞し、実力も折り紙
つき。ちなみに「ラパン」とはフランス語で「ウサギ」のこと。
インパクトあるビジュアルと、楽しい音楽の生演奏で、大人か
ら子どもまで楽しめること請け合い、抱腹絶倒のびっくり箱。
寒い冬を笑いで温まろう！ 

芸能・演芸の世界の魅力を、独自の切り口で紹介する人気シリーズ「てやん亭」。2015年は、
対照的な個性が光る芸人たちの顔合わせで初笑いをお届けします。
昼の部は、新作を多く手掛け独特な間で魅せる昔昔亭桃太郎と、古典を中心にグイグイと噺
に引き込む柳家権太楼の鉄板の組み合わせです。
夜の部は、ギャグ連発の爆笑漫談落語で人気を集める三遊亭歌之介に対し、力の抜けた中
で独特のおかしみを生み出す瀧川鯉昇の絶妙なコントラストをお楽しみください。

  1月11日（日）
 一般 1月12日（月・祝）発売日

14:00
19:00
終演後ポストトークあり

2/26 3/12728

レ・マンジュ・ドゥ・ラパン
おとな 2,000円　こども（4歳～高校生） 1,000円（当日要年齢確認）

一般 おとな 2,500円　こども 1,500円　U24 1,250円（枚数限定）　
ペア（おとな２名） 4,000円　※4歳未満入場不可、未就学児は要保護者同伴

『ラパン　ラパン  』発売中

発売中 発売中

2月15日（日） 11:00/14:00　世田谷パブリックシアター

1月11日（日） 14:00/18:00　シアタートラム

14:00の部
昔昔亭桃太郎 VS 柳家権太楼

18:00の部
三遊亭歌之介 VS 瀧川鯉昇

3,800円
一般 4,000円
高校生以下・U24 2000円
※未就学児入場不可
※音声サポートあり
　（当日受付・無料）

爆笑寄席●てやん亭
新春スペシャル2015 ～今、変わりゆく落語界～

世田谷区民は注目！ 『爆笑寄席●てやん亭』　一般 4,000円→キャンペーン価格 2,000円
『ラパン！　ラパン！』　おとな 2,500円→キャンペーン価格 1,000円
せたがやアーツカードの申込方法などについてはP5をご覧ください。

せたがやアーツカード事務局　☎5432-1548
 せたがやアーツカード新規入会キャンペーン！
1月11日（日）までの新規ご入会・購入がお得！

発売中

シアタートラム ネクスト・ジェネレーションvol.7

趣向『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の話』
2月26日（木）～3月1日（日）　シアタートラム

毎年恒例の若手劇団紹介企画。今回は注目の若手劇作家オノマリコの一人ユニット“趣向”の
作品をお届けします。作家自身の体験をもとに、とある大学の女子学生たちの入学から、象徴
的な出来事としての“旧体育館の解体”、そして卒業までを、時に時空間をリープしながら、詩
的でみずみずしい筆致で描きます。演出を務めるのは文学座の新風、稲葉賀恵。今後の演劇
界を担うと世田谷パブリックシアターが期待を寄せる作家・演出家の作品です。

作 オノマリコ　演出 稲葉賀恵
清水葉月　藤井咲有里　稲継美保　深谷美歩　前東美菜子

朝比奈かず　増岡裕子　窪田優　上田桃子
2,500円　一般 2,800円

高校生以下・U24 1,400円
※未就学児入場不可

作 フィリップ・リドリー　
演出 白井晃　翻訳 小宮山智津子

高橋一生　瀬戸康史
中村中　水田航生　小柳心　
小川ゲン　半海一晃　千葉雅子

6,500円　一般席・ X
エックス

シート 6,800円
トラムシート 6,300円
高校生以下・U24 一般料金の半額
※Xシートは舞台形状決定により一般席と同形状
※未就学児入場不可

 終演後ポストトークあり　
2/4：白井晃×野村萬斎
2/9：白井晃×高橋一生×瀬戸康史
 ■ 視覚障害者のための舞台説明会あり

作 井上ひさし　演出 栗山民也
野村萬斎　中越典子　山西惇　大鷹明良

酒向芳　春海四方　明星真由美　家塚敦子
山﨑薫　辻萬長　 千葉伸彦（ギター奏者）

S席 8,600円　
一般 S席 8,800円（1・2階）　A席 6,500円（3階）　
高校生以下・U24  S席 4,400円　A席 3,250円
※未就学児入場不可

『藪
や ぶ

原
は ら

検
け ん

校
ぎ ょ う

』こまつ座＆
世田谷パブリックシアター

イギリスの劇作家フィリップ・リドリーが2005年に書き下ろした『マーキュリー・ファー』が、次々
と話題作を手掛ける白井晃の演出により日本初演を果たします。過激で挑発的な言葉が飛び
交う劇世界を駆け抜ける兄弟役として、実力派俳優・高橋一生と近年めざましい活躍をみせ
る瀬戸康史をむかえ、白井晃の美学あふれる手腕により衝撃作を生み出します。かなえられ
ない生への、そして愛への渇望で胸が締め付けられるような作品です。

2012年に上演し大好評を得た、栗山民也演出×野村萬斎主演による『藪原検校』の再演が
決定しました！ 井上ひさしの異色作にして最高傑作との呼び声が高く、盲人として生まれ、成
り上がるために悪事の限りを尽くした男の痛快なまでの一代記。古典で培われた野村萬斎の
技が遺憾なく発揮されるハマリ役として、初演では絶賛を受けました。津軽三味線を思わせ
る疾走感あふれるギターの旋律にのせて、稀代の悪党の物語が今ふたたびよみがえります。

『マーキュリー・ファー』
生と愛を渇望する2人の青年が、切なくも美しく、駆け抜ける 井上戯曲の最高峰、野村萬斎が究極の悪党を再び

13:30
18:30

2/23 3/12425262728 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415 1617 181920

休
演

休
演

休
演

19:00

13:00
14:00
18:00

2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617 1819202122

休
演

休
演

休
演

『藪原検校』2012年公演より　撮影：谷古宇正彦撮影：西村淳

2月23日（月）～3月20日（金）　世田谷パブリックシアター2月1日（日）～22日（日）　シアタートラム

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

〒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 年末年始休業　12月29日（月）～1月4日（日）

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

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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世田谷パブリックシアター シアタートラム

会員先行発売・割引対象

音 楽 1/21（水）〜25（日）

年の始まりは古武道の新年会で！ 異なるジャ
ンルで活躍中の3人が、日本の伝統と感性と共
に、様々な音楽のルーツを取り入れた世界を
お届けします。

KOBUDO―古武道―：
古川展生（チェロ）   妹尾武（ピアノ）   藤原道山（尺八）

 6,300円　一般 6,500円　
世田谷パブリックシアターチケットセンター

日本を代表する和太鼓奏者として国際的にも高い
評価を得る林英哲。今回はシンプルにその“音楽”
に取り組みます。

林英哲
英哲風雲の会（上田秀一郎　はせみきた　田代誠　辻祐）

 S席 6,700円
一般 S席 7,000円　A席 5,000円

東京音協　☎5774-3030
（平日10:00〜17:30）

1/2122232425

17:00
14:00

19:00
休
演

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

林英哲コンサートスペシャル2015
『英哲・音楽会』−The Taiko 音楽Concert−

音 楽 『古武道新年会〜初春の狂
ラ プ ソ デ ィ

詩曲〜』1/17（土） 17:00開演 発売中

発売中

演 劇

演 劇

1/29（木）〜2/1（日）

2/6（金）〜8（日）

寺山修司33回忌・生誕80年の2015年、演劇実験室天井桟
敷によって初演された作品が、実に36年ぶりによみがえる。

寺山修司　 J・A・シーザー　 小竹信節
髙田恵篤  

伊野尾理枝　小林桂太　村田弘美　木下瑞穂 他
 A席 5,300円

一般 A席 5,500円　Ｂ席 3,500円　
高校生以下 4,500円（当日要学生証提示）

Real Heaven　☎5809-4023（12:00〜21:00）

日本オペラの可能性を問い続けた同団体代表作のひとつである本作が、
25年ぶりの再演。社会を鋭く切り取る手腕名高い坂手洋二が演出。

ベルトルト・ブレヒト　 広渡常敏　
林光　 坂手洋二 

川鍋節雄　大石哲史　梅村博美　佐藤敏之 他
 A席 5,700円　B席 4,700円　

一般 A席 6,000円　B席 5,000円　C席 3,500円
ペア A席 11,000円　B席 9,000円　
学生・U24 A席 4,000円　B席 3,000円　C席 2,000円

オペラシアターこんにゃく座　☎044-930-1720

笠井叡率いる天使館の新作。白石かずこ詩集より想起された本作は、舞踊
界をリードする6名の女性ダンサーとともに創り上げる珠玉のステージ。

笠井叡　
上村なおか　黒田育世　白河直子　寺田みさこ　

森下真樹　山田せつ子
 Ａ席 3,800円　一般 Ａ席 4,000円　

Ｂ席 3,000円　学生3,000円（ のみ取扱）
ハイウッド　☎3320-7217

（平日11:00〜19:00）

1/2930312/1

15:00
14:00

19:00
終演後
ポストトークあり

3/26272829

19:30
15:00

2/6 7 8

13:00
11:00

16:00
18:30

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

演劇実験室◉万有引力『身毒丸』

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『白
はく

墨
ぼく

の輪』

発売中

発売中

ダンス 3/26（木）〜29（日） 天使館　笠井叡◉新作 『今晩は荒れ模様』  12/25（木）
一般  1/15（木）

発　売
開始日

４年ぶりの東京公演では、テクノロジーを駆使した現代で身
体を省略し拡張する世界から、実感できる身体を探す。

矢内原美邦　 高橋啓祐　 SKANK／スカンク　
カミイケタクヤ　 小山衣美　鶴見未穂子　森井淳

全席自由（整理番号付）  3,400円
一般 3,500円　学生 3,000円（当日要学生証提示）

プリコグ　☎6825-1223（10:00〜18:00）

主宰であり作・演出も務める中津留章仁が、
現代社会が抱える問題を、圧倒的な価値観
で描く骨太な物語。

中津留章仁　
カゴシマジロー　吹上タツヒロ　星野卓誠 他

 4,200円　一般 4,500円　Ｕ24 3,000円　
学割 3,000円（ のみ取扱）

トラッシュマスターズ
☎090-7411-6916

1/23 2425

14:00

19:30
18:00

未就学児
入場不可

ダンス ニブロール『リアルリアリティ』1/23（金）〜25（日） 発売中

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

韓国の優れた戯曲をリーディングで紹介する本企画。1/18（日）17:00より
シンポジウム『女性が世界を変える』あり（ドラマリーディング半券提示で無料）。

 『五重奏』　 キム・ユンミ　翻訳 鬼頭典子　 保木本佳子
 『木蘭姉さん』　 キム・ウンソン　翻訳 石川樹里　 松本祐子
 『アリバイ年代記』　 キム・ジェヨプ　翻訳 浮島わたる　 公家義徳
全席自由 一般 各作品 1,500円　

シンポジウム 500円  
3作品通し券 4,000円（ のみ取扱）

日韓演劇交流センター事務局
（東京演劇アンサンブル内）
☎3920-5232（11:00〜18:00）

1/15161718

19:00
14:00 Ａ

Ａ B
CB

C

※1/18以外は
　ポストトークあり

演 劇 『韓国現代戯曲ドラマリーディングVol.7』1/15（木）〜18（日）

演 劇 トラッシュマスターズ『砂の骨』3/6（金）〜15（日）

発売中

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：ご希望日前日の19:00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3日前の正午までに劇場受付☎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／当劇場がおすすめする公演のチ
ケットを一般料金の半額、または割引価格で提供

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳対象／当劇場主催公演（一部除く）
のチケットを一般料金の半額、または割引価格で提
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。

3/6 7 8 9 101112

18:30
13:00

19:00

妹尾武

撮影：林登

前回公演『朝鮮刑事 ホン・ユンシク』

撮影：北野謙（左）

カゴシマジロー 吹上タツヒロ 星野卓誠

Nibroll「see/saw」 photo by Hideto Maezawa

古川展生 藤原道山

 1/10（土）
一般  1/17（土）

発　売
開始日

◀13以降、13:00=13・15、13:00/18:30=14

※主催者の都合により『英哲風雲の会ショーケースライブ』は
中止になりました

世田谷区の2つの劇場、世田谷パブリックシアターと
シアタートラムを支援する「サポーター」を募集しています。

世田谷パブリックシアター友の会

一般会員：年会費3,000円＋入会金500円
賛助会員：年会費10,000円
特別（法人）会員：年会費50,000円

世田谷パブリックシアター友の会事務局
☎5432-1524（平日10:00〜17:00） http://setagaya-pt.jp/club/

● 指定公演のチケット先行予約および割引
● 会報誌の定期購読（毎月20日発行）
● 無料ドリンク券プレゼント（主劇場カフェ）

特 典

SePT倶楽部
会員募集中！
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●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
 年末年始休業　12月29日（月）～1月4日（日）

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）

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

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合せください。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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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第40回 区民元旦あるこう会
1月1日（木・祝）

新年の幕開け！ みんなで総合運動場まで歩き、新年を祝いましょう！
無料　 不要、当日直接集合場所へ　※荒天・降雪中止　
当日はせたがやコール（☎5432-3333）へ

アスレティクスアカデミー、フットボールアカデミー、器械運動アカデミー、
ベースボールアカデミー、スイミングアカデミー、テニスアカデミー
全6種目　※詳細につきましては、本紙1月25日号（1面）に掲載します

千歳温水プールに
リラクゼーション

コーナー新設
1月1日（木・ 祝）か ら
1階にオープン！ マッサー
ジチェアとフットマッサー
ジをご利用いただけます。　

（有料）

世田谷ジュニアアカデミー
2015年度

お正月特別営業
※12月29日～31日は休館します

～新年泳ぎ始めは
千歳温水プールで～

高校生相当以上　
抽選20名　 3,600円　
1月13日（必着）

中学生以上　 抽選20名　 6,000円　
1月22日（必着）

レディースバレーボール教室
3月6日～27日　毎週金曜　9:00～12:00

（全4回）  大蔵第二運動場体育館
申込先着40名　 3,200円　

大蔵第二運動場管理事務所 
（大蔵4-7-1 ☎3416-1212

3416-1777）へ

［種目］初心者、一般、40代、50代、60代、
70代以上（全て男女別）　

500円／人　 所定の申込用紙に参
加料を添えて現金書留で卓球会館こいけ

（〒158-0082 等 々 力8-26-25 ☎3701-
7684）へ　 1月9日（必着）

［種目］①高学年（4～6年生）②低学年（1～3
年生）　※監督（大人の責任者）1名、選手8名
以上15名以内。①②とも男女混合可

区内在住・在学の小学生　 抽選60チー
ム　 1チーム3,000円　 1月30日（必着）　
※代表者会議を2月18日（水）に開催予定（参
加団体には後日通知）

  ビリヤード教室 
2月14日～3月7日　毎週土曜

10:30～12:00（全4回）
ビリヤードニュー文化（奥沢5-19-10）

  ソフトテニス教室 
2月1日～3月8日　毎週日曜

9:00～11:00（全6回）
総合運動場テニスコート

大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

第64回 区民体育大会 卓球競技
2月1日（日） 9:00～　総合運動場体育館

1月1日（木・祝）▶3日（土）
千歳温水プール 9:00～17:00集合場所 集合時間 歩行距離

世田谷公園噴水横 池尻1-5-27 9:10 約7キロ
駒沢公園管制塔前 駒沢公園1-1 9:30 約5キロ
羽根木公園テニスコート前 代田4-38-52 9:30 約5キロ
芦花公園環八交番裏 粕谷1-25 9:40 約6キロ
世田谷区役所第1庁舎前広場 世田谷4-21-27 10:00 約5キロ
玉川総合支所前 等々力3-4-1 10:00 約5キロ
砧総合支所前 成城6-2-1 10:40 約2.5キロ

科目名 時　間 講義内容
1
ガイダンス・
世田谷区の現状

（無料）

9:00～
10:10

（70分）

スポ・レクネット制度
のガイダンスと世田谷
区のスポーツ活動状
況についての解説

2
スポーツ指導者の
安全対策

10:20～
11:40

（80分）

指導者に求められる
スポーツシーンでの
安全管理の必要性と
方策について

3
指導者の基礎理論

12:30～
13:50

（80分）

スポーツ指導者に求
められる様々な役割
やその心構えについ
て

4
トレーニングの
重要性

14:00～
15:20

（80分）

体力づくり、健康づく
りのためのトレーニン
グ指導方法について

5
スポーツ緊急時の
救急・救命法

15:30～
17:00

（90分）

心肺蘇生法やAEDの
使用方法について実
技を交えての講習

※講義内容は都合により変更する場合があります
ので、あらかじめご了承ください

部分受講の場合は、科目番号も明記し、ス
ポーツ振興財団へ

1月下旬
から

募集開始！！

大  会（共催事業など） 講習会
※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（小学生ドッジボール
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

スポーツ教室 イベント

①スポ・レクネットに登録（更新）を希望さ
れる原則20歳以上の方（全5科目必修）②地
域で活動されているスポーツ指導者、地域ス
ポーツの活動に興味のある方（部分受講可）

①②合わせて抽選40名　 ①2,000円（ス
ポ・レクネットへの登録・更新の際には、登
録料500円が別途必要です）②1科目500円　
※大学生は無料　 1月13日（必着）

⇒バス　→徒歩　難易度：初心者向け
［コース］世田谷区役所⇒鋸山日本寺散策（歩
程約1時間30分）⇒南房総岩井海岸「民宿
さじべえ」（昼食）⇒道の駅富楽里→近辺水仙
遊歩道散策（歩程約40分）→道の駅富楽里⇒
世田谷区役所（16:10到着予定）

18歳以上　 抽選40名　 6,500円　
1月13日（必着）　※水筒・雨具持参、登

山に適した靴着用（物品の貸し出しはありま
せん）

セレモニーキッズ（試合前に選手と記念撮影
＆ウォームアップの様子を見学）を募集！！

小・中学生とその家族（小・中学生のみの
応募はできません）　 小・中学生無料、高
校生900円、大人1,800円　 セレモニー
キッズ希望の有無も明記し、スポーツ振興財
団へ　 1月20日（必着）

親子スポーツ観戦デーバスケットボール
～日立サンロッカーズ東京 ＶＳ 

三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
名古屋～

2月14日（土） 18:00～
国立代々木競技場第二体育館

  ハイキング「鋸山（昼食付）」
～南房総の地魚料理も

一緒に楽しもう！～
1月25日（日） 6:50　区役所中庭集合

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込　 締切　 問合せ先

 第24回 世田谷区小学生
ドッジボール大会

3月8日（日） 8:30～　総合運動場体育館

 スポ・レクネット基礎講習会
1月31日（土） 9:00～17:00

総合運動場会議室兼軽運動室

千歳温水プール管理事務所　☎3789-3911 3789-3912

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合せください。

特に記載のない事業はハガキかFAXでスポーツ振興財団へ（ はホームページからも申込可能 はアイディクラブ協賛会員割引対象）
①イベント名 ②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤学年 ⑥年齢 ⑦性別　※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

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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