
撮影：細野晋司

5月2日 　～7月5日
［休 館 日］ 月曜日　※ただし5月4日（月・祝）〜6日（水・振替休日）は開館、7日（木）は休館
［開館時間］ 10:00〜18:00（入場は17:30まで）

一般1,200円 他　※各種割引あり　※詳細は3面をご覧下さい

※前期（～5月31日）・後期（6月2日～）で大幅な展示替えを行います

 速水御舟《洛北修学院村》1918年　滋賀県立近代美術館蔵　※前期展示

世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎5432-1515　　　　　 ※詳細は6面をご覧下さい

演出・鵜山仁と豪華キャスト陣がシェイクスピアの異色作に
挑みます。シェイクスピア作品の中でもジャンルが定まらない
“問題劇”の代表とされる本作は、悲劇と喜劇の間を揺れ
動き、見る角度によって表情を変える多面的な魅力にあふ
れる作品です。タイトルロールを演じるのは、今年読売演
劇大賞の最優秀男優賞を受賞した実力派・浦井健治と、
近年話題作への出演が相次ぐソニン。名優・江守徹の出
演も決定し、総勢26名のキャストにておくる今夏公演『トロ
イラスとクレシダ』にご期待ください。

ウィリアム・シェイクスピア
小田島雄志　 鵜山仁　

浦井健治　ソニン　岡本健一
渡辺徹　今井朋彦　横田栄司
吉田栄作　江守徹　他　

日土

速水御舟と
 その周辺

―大正期日本画の俊英たち
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がめざした
絵画世界の神髄に迫る
40年という短い生涯を疾風怒濤のように駆け抜けた天才日本画家・速水御舟。御舟は始め
歴史画から出発し、印象派の点描に似た新南画、中国の院体画を思わせる写実を極めた花
鳥画、琳派の奥行を排した金屏風、渡欧後、西洋絵画の群像表現に魅せられ人体表現へ
と向うなど、画風を目まぐるしく変化させて行きますが、道半ばで夭折してしまいます。本展
は師の松本楓湖、兄弟子の今村紫紅、同輩の小茂田青樹、仲間の牛田雞村、黒田古郷、
小山大月に一門の高橋周桑と吉田善彦を加え、御舟と周辺作家の作品を一堂に集め、
近代日本画の頂点のひとつともいえる御舟芸術がいかにして誕生したかを検証します。

世 田 谷 美 術 館
　☎5777-8600（ハローダイヤル）

発 売 開 始
 5月15日（金）

一般 5月16日（土）

7月15日　 〜 8月2日水 日

シェイクスピアの問題作登場、『ロミオとジュリエット』より濃密 ? ! な“愛”と“戦い”の物語

世田谷パブリックシアター＋文学座＋兵庫県立芸術文化センター 共同制作公演

株式会社ドゥ・アーバン　　　鈴木
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++
〒153-0042
東京都目黒区青葉台2-21-6 中目黒青葉台
ビル
T.03-5724-5921　F.03-5724-5922
suzuki@do-urban.co.jp

+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++

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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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

z

2015年4月25日2
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植草甚一は晩年、4万冊を超える蔵書を元にして、下北沢に古書店「三歩屋」を開くことを構想し
ていました。実現しなかったこの幻の店のイメージを展示室内に再現し、植草甚一が書中で取り
上げた本の数々を紹介します。（観覧には展覧会チケットが必要です）
ディレクション：TOKYO PISTOL + book pick orchestra

2ブック・トーク「植草甚一と金曜日の本」
6月13日（土） 15:00～16:30　文学サロン
植草甚一を敬愛するクラフト・エヴィング商會のお二人に、植草甚一の本や関連する本につい
て語っていただきます。

クラフト・エヴィング商會（吉田篤弘・吉田浩美）　 抽選150名　 500円　 5月30日（必着）

3レコード・トーク「植草甚一が聴いたジャズ」
6月20日（土） 18:00～19:30　文学サロン
1960年代からジャズ喫茶「DIG」・ジャズバー「DUG」を営み、植草甚一と親しく交流されてい
た中平穂積氏をお招きして、レコードを聴きながら、思い出やエピソードを語っていただきます。

中平穂積（ジャズ写真家・「DUG」オーナー）　 抽選150名　 500円　 6月6日（必着）

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）

自らを「戦中派」と位置付け、一貫してこの姿勢を貫いた作家・
山田風太郎。戦後70年の節目となる本年、山田風太郎が戦火の中で
克明に綴った歴史的記録を、当館所蔵の自筆日記をとおして読み解
いていきます。さらに、梅崎春生、横溝正史、椎名麟三、小林正樹、
小堀杏奴ほかの資料を展示し、作家たちの戦争と戦後の意味をあら
ためて考えます。

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

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

山田風太郎、中学3年の頃

 植草甚一スク
ラップ・ブック

4月25日　〜7月5日

海外の同時代の文化を、独自の視点と文体で紹介した植草甚一

（1908～1979）。その興味の対象は、映画、ミステリーにはじ

まり、モダン・ジャズ、カウンター・カルチャーなどへと、ジャン

ルレスに広がりました。本展は、当館の収蔵品に新たに加わった、

総数1,200点*を超える植草甚一コレクションの中から、主要な

資料を展示紹介するものです。大量のスクラップ・ブックやノート、

日記、コラージュなど、日々の営みから生まれた品々を通じ、散

歩や買い物や「勉強」を、生涯一貫して徹底的に楽しんだ、その

独創的な生き方に迫ります。

*図書・雑誌
、写真等を含

む

開  館
20周年
記  念

2と3のイベントは、各締切日までに往復ハガキ（P4記入方法参照、1イベントにつき1枚、
3名まで連名可）で当館「植草甚一展」係へ

特集・戦後70年と作家たち 4月25日（土）～9月27日（日）　1階展示室

作家の柴崎友香さんによる、世田谷を舞台に
した自作『春の庭』の朗読会です。

柴崎友香（作家）　 抽選150名　 500
円　 往復ハガキ（P4記入方法参照）で当
館「柴崎友香自作朗読会」係へ　 5月16日

（必着）

柴崎友香　自作朗読会
5月30日（土） 18:00～19:00
文学サロン

20祭
にじゅっさい

4月25日　〜7月5日 日土

　コラージュ（無題）　1971年

　スクラップ・ブック
　「British Literature」制作年不詳

　スクラップ・ブック
　「American Magazine」　1964年

終生買い続けた大量の洋書・洋雑誌に囲まれた植草甚一。世田谷区経堂の自宅にて。　1977 年　撮影：齋藤康一

 植草甚一スクラップ・ブック

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　4月25日（土）～7月5日（日）  
　　　　  植草甚一スクラップ・ブック
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（ただし5月4日〜6日は開館、7日は休館）　 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

企画展・コレクション展ともに、4月25日（土）、6月6日（土）は
開館20周年記念無料観覧日。5月1日（金）は65歳以上無料。

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



2015年4月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

6月27日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
額縁の歴史やデザイン、そして額縁のもつ知
られざる世界を3者が異なった視点で語り合
います。

飯塚深（額装師）、石井亨（絵画修復家）、
橋本善八（当館学芸員）　 どなたでも

申込先着50名　 500円　 下記参照

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をご覧ください

■5月のギャラリートーク
5月9日（土）14:00～（30分程度）
テーマ：「宮本三郎の本棚」

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〜４/26 松永謙一展 東京あかり博覧会

4/28〜５/3

あいえぬじ〜展
小田公子　絵画展　※29日から公開

家をつくろう　※29日から公開
野鳥大好き　砧の仲間

5/4〜10
（7日休館）

La voix de lapis 日本画展 第28回　桂友展
五感　ぐるぐるかきくけこ TEA Com.アートを楽しむ会展　※6日から公開

5/12〜17 第21回　桂翔会墨彩画展 iiiii展 vol.2

5/19〜24
セレーネの会 パレット・サークル展
2015　WASHI ART展　※20日から公開 梶浦彰博展

5/26〜31
桜美会グループ展

龜甲會小作品展
林はやし　大起だいき

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（ただし5月4日〜6日は開館、
7日は休館）　 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

世 田 谷  美  術  館  分  館

大正から昭和初期にかけて日本画の革新を目指した異才・速水御舟（1894〜1935）。本展
では没後80年となる節目の年に、御舟の作品に大正期に活躍した御舟周辺の俊英たちの作
品を加え、前・後期合わせて約200点を展示します。作家たちの互いの影響関係を探りな
がら、また数少ない御舟の残された下絵やスケッチを通して、40年という短い生涯の中で
御舟がめざした日本画とは何だったのかを探ります。

一般1,200（1,000）円／65歳以上1,000（800）円／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　※リピータ－割引（会期中）：本展
有料チケット半券のご提示で2回目以降の観覧料が団体料金になります。

■講演会「速水御舟、飛躍の前夜－今村紫紅と赤曜会」
5月23日（土） 14:00～15:00（開場13:30）講堂

八柳サエ（横浜美術館主任学芸員）　 先着150名　 無料　 当日10:00からエントランス
ホールにて整理券を配布　※手話通訳付き

■オープンカレッジ（世田谷美術館美術大学特別セミナー）
「技法・材料から読み解く速水御舟」
5月26日（火） 14:00～16:30（開場13:30）講堂
日本画の革新をめざした御舟の創作の裏には、様々な技法・材料上での工夫がありました。前
半は速水御舟作《洛北修学院村》を中心としたレクチャー、後半は御舟の作品再現（実演）を交え
ながら、技法・材料面から、御舟の絵画表現の秘密に迫ります。

荒井経（東京藝術大学大学院准教授）　 80名（申込多数の場合は抽選）　 500円（プレゼン
ト付き）　※世田谷美術館美術大学受講生の方は無料　 当館HP「プログラム＆イベント」の参加申込
フォームより、または往復はがき（P4記入方法参照）でお申込みください。　 5月18日（月）（ハ
ガキの場合は5月18日消印有効）

■100円ワークショップ
会期中の毎週土曜日 13:00-15:00（随時受付）　地下１階創作室
どなたでも、その場で気軽に参加できる工作など。

どなたでも　 1回100円

関 連 企 画

宮本三郎記念美術館と地域の会共催
人ひろばvol.29

額縁にもワケがある
～知らなかったガクブチの世界～

清川泰次　イン・シカゴ
開催中～7月26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〜4/26 二人と友達展
4/28〜5/3 成城油彩グループ展
5/4〜10（7日休館） 大石壽子の作品展　※5日10:00より公開
5/12〜17 吉岡柏悠米寿記念展　※13日10:00より公開
5/19〜24 風の絵の会作品展

※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

戦後間もない1951
年、単身でアメリカ
へ渡り、3年間、絵
画制作に励んだ時
期の作品を、新収蔵
作品も加えて紹介し
ます。当時のシカゴ
の街並の写真なども
展示します。

ユーモア溢れる造形が特徴の渡辺豊重。の
びやかで踊るような文字の装丁で知られる

平野甲賀。二人の版画作品の魅力を紹介。小
コーナーでは宮本三郎「大番」の挿絵を展示。

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

橋本京子（ピアノ） 
［曲目］クロード・ドビュッシー／前奏曲集 
第2集より 他

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　

5月11日（月）（消印有効）　
※未就学児童入場不可　※詳細はHP参照

プロムナード・コンサート
橋本京子　ピアノ・リサイタル

5月31日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

《静物 イン シカゴ》1952年

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　みちのくを歩く
開催中～7月26日（日）

展覧会

日本全国を訪ね歩き、
各地の民家を描き続け
た向井潤吉。青森や岩
手、福島、宮城など、
多くは晩春から初夏に
かけ、東北地方を瑞々
しく描いた油彩作品を
中心に展覧します。

《春映》
［岩手県遠野市宮守町］

1976年

速水御舟《女二題》1931年　福島県立美術館蔵 小茂田青樹《四季草花図・夏》1919年　滋賀県立近代美術館蔵
※前期展示

平野甲賀《（架空装丁）
原住民の歌》1994年

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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とその周辺
―大正期日本画の俊英たち

1階展示室
※前期（〜5月31日）・後期（6月2日〜）で大幅な展示替えを行います

宮本三郎は絵画制作を行
うだけではなく、多数の
美術論をその生涯で著し
ました。本展では宮本の
言葉によって美術史や美
術理論を学びつつ、その
実践としての絵画をご覧
いただきます。

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

宮本三郎の美術史教室
開催中～7月26日（日）

《化粧室の裸婦》1965年

5月2日 　～7月5日 日土

渡辺豊重《春から夏へ》
1999年

〈それぞれのふたり〉シリーズ
渡辺豊重と平野甲賀

開催中～7月20日（月・祝）　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　5月2日（土）〜7月5日（日）
　　　　  速水御舟とその周辺  ―大正期日本画の俊英たち
一般1,200円→1,100円　65歳以上1,000円→900円　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（ただし5月4日〜6日は開館、7日は休館）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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報道写真誌『DAYS JAPAN』が主催する
【DAYS国際フォトジャーナリズム大賞】本
年度の受賞作の写真展を開催します。3Fでは

『忘れたくない沖縄・辺野古の海のこと』を
展示します。
無料　［共催］（株）デイズジャパン

［企画］（株）世田谷社

1「イラクの素顔を知る体験講座〜人情
あふれる“紛争地”のお話」
6月7日（日） 14:00〜16:00　生活工房5F

［進行］池田未樹（日本国際ボランティアセン
ター）　 申込先着30名　 500円　 電話

かメール（欄外記入方法参照）で生活工房へ
2セミナー「ジャーナリストの視点から」
6月14日（日） 14:00〜16:00　生活工房4F
広河隆一（フォトジャーナリスト）　 申込

先着50名　 500円　 電話かメール（欄外
記入方法参照）で生活工房へ

映像と模型、プロジェクションマッピングの
手法で、自然の営みと人との関わりについて
紹介します。約5分間の映像を繰り返し上映
します。
無料　 不要、直接会場へ

かつての町並みや暮らしぶりが記録された映

像（8ミリフィルム）を、地域の公共財として公
開・活用していくアーカイブ・プロジェクト
を行います。フィルムをお持ちの方は、ぜひご
提供ください。選別・デジタル化された映像
は、DVDにして提供者に無料でお渡しします。
※詳細は5月下旬以降に生活工房HP参照

［企画制作］remo［NPO法人記録と表現とメ
ディアのための組織］　 電話かメール（欄外
記入方法参照、巻数・内容・保管場所なども
明記）で生活工房へ　� ※募集定数に達し次第、
受付終了

昨年度1年分の展覧会やワークショップ・イベントなどを１冊にまとめた、
生活工房の年次報告書が出来上がりました。
今回は「旅する生活工房」と題し、北はサハリン、南はペルーまで、
昨年度お世話になった国内外のさまざまな方に、“現地の一日”の
レポートを寄稿いただいています。上記の期間、配布しておりますので、
ぜひキャロットタワーへご来場ください。� 無料　 不要

家庭文庫の頃から
長きにわたり、子
どもたちにおはな
しを届けてこられ
たお 二 人をお 招
きし、おはなしと、
おはなしにまつわ
るエピソード等を
お聞かせいただきます。 ※託児はありません
平塚ミヨ・光野トミ（くにたちお話の会）　
一般　 抽選20名　 100円　 往復ハ

ガキで生活工房へ　 6月2日必着

穴アーカイブ
8ミリフィルムを探しています。

【募集期間】5月25日（月）〜8月15日（土）

関 連 イベ ン ト

関 連 イベ ン ト

■ ■ ■ ■ ■ ■ � 次　 回　 企　 画　 展� � ■ ■ ■ ■ ■ ■
DAYS JAPAN写真展2015

地球の上に生きる
世界の未来をつくるために

5月29日（金）〜6月21日（日） 11:00〜19:00
（最終日は17:00まで、会期中無休）
3F生活工房ギャラリー&生活工房4F　 

大原女 あんこさん

「リベリアを襲うエボラ危機」�ジョン・ムーア
（Getty�Images）

いずれも電話かメール（欄外記入方法参照、2は希望日も明記）で生活工房へ

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
4月26日（日）〜27日（月）・29日（水・祝）

5月1日（金）・3日（日・祝）、以降の日程はHP参照
各日14:00〜15:30（途中入退場可）　2F八角堂

世田谷おはなしネットワーク講演会
平塚ミヨ先生＆光野トミ先生の

おはなしを楽しむ会
6月16日（火） 10:00〜12:00　生活工房4F

配布期間  4月25日（土）〜5月10日（日） 10:00〜19:00
※ただし、配布部数（先着100部）に達し次第終了
配布場所 �生活工房5F受付（郵送は致しません）

 「生活工房アニュアルレポート2014」が完成しました

1「アートにみる大原女とあんこさん」
5月9日（土） 14:00〜15:30　生活工房4F
それぞれの地域の気候風土の中で絵画などに登場する姿について解説します。
田中圭子（京都造形芸術大学専任講師）　 申込先着50名　 500円

2「体験とおはなし 衣装を着てみませんか？」
5月16日（土）・17日（日） 1日完結　各日14:00〜17:00　生活工房5F
衣装を着つけていただきながら、創意工夫などについてお話しを伺います。
大原観光保勝会、大島観光協会　 各日申込先着20名　 500円

働く女性の衣装 大
お

原
は ら

女
め

とあんこさん
京都大原の大原女と伊豆大島のあんこさんといえば、日本の東西の
象徴的な観光の資源として多くの人の知るところとなっています。しかし、
衣装そのものや背景にある「働く姿」についてはあまり知られていません。
衣装の展示とともに地域の特色や歴史的背景などを展示します。

開催中〜5月24日日  9:00〜20:00　3Ｆ生活工房ギャラリー　会期中無休　 無料

当日とりあげる本より

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

あんこさんの前垂れ（まえだれ）大原女の古装束につける手ぬぐい

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
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［唄・三味線］本條秀太郎　本條秀五郎　［ゲストコメンテーター］三谷靭彦（画家）
［鳴物］鼓友緑佳　［曲］玉川、五月雨、浅くとも 他

3,500円　一般 4,000円　　　　　※未就学児はひざ上の場合は無料

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

発売中 発売中

故・三谷一馬の残した『江戸風俗画聚』をヒントに、絢爛な江戸の美と音の世界を皆様と共にひ
もとくレクチャーコンサートです。
今もなお世田谷に息づく「江戸の粋」――。
ゲストコメンテーターに三谷一馬氏のご子息であり、江戸風俗に造詣の深い三谷靭彦氏をお迎
えし、『唄』『三味線』『語り』によってシンプルに、そして重厚に、江戸と現在を繋ぎます。
皐月の季節、本條秀太郎が今こそ伝える本物の『日本の音』に、触れてみませんか。

ホールは全面フラット、中央に2台のピアノ、四方を囲むように間近に配置された客席――。
クラシックの中野翔太は、15歳からジュリアード音楽院で学び、リサイタルはもちろん
小澤征爾指揮のウィーン・フィルやN響とも共演し、圧倒的な演奏が話題となった天才肌。
ジャズの松永貴志は、13歳に巨匠ハンク・ジョーンズに絶賛され、ハービー・ハンコックと
の共演で名立たるミュージシャンから喝采を受けた世界に誇るピアニスト。
一見、全く異なる雰囲気を持つ彼らですが、実は、息のあった共演を成し遂げてきた名コン
ビ。互いの長所を尊敬し合う二人による「幸せな競演」をどうぞ、お楽しみください！

中野翔太  松永貴志
ダリウス・ミヨー:スカラムーシュ、フランク・チャーチル:［白雪姫］より［いつか王子さまが］、　

大野雄二：ルパン三世のテーマ、チック・コリア:スペイン、
ジョージ・ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー 他

全席自由 2,800円　一般 3,000円　　　　　※未就学児入場不可

臨場感たっぷりの舞台に、クラシックとジャズの
若手本格派ピアニストたちが登場 ！

アラウンド・ザ・ピアノ
―中野翔太＆松永貴志―

6月6日土  15:00　成城ホール

室内楽シリーズ

本條秀太郎 三谷靭彦 本條秀五郎 鼓友緑佳

松永貴志中野翔太　©Yuuji

開館以来、世田谷区内で活躍する文化団体の
皆さまと劇場スタッフが力を合わせておおく
りしている夢の舞台『フリーステージ』。毎年
ゴールデンウィークに行われ、多くの皆さま
に楽しんでいただいています。今年も約60団
体が一堂に集まり、日頃の成果を披露します。
ぜひこの機会に劇場にお越しください！

世田谷クラシックバレエ連盟
当日券について
4月29日（水・祝）に開催される、世田谷クラシックバレエ
連盟公演の入場券の事前のお申込みは終了しました。
当日券は以下の通り配布します。

［配布時間］14:30～配布予定枚数終了まで
［配布場所］世田谷パブリックシアター劇場入口前の当日
　　　　　券受付

［配布枚数］1名様2枚まで
※ 状況により、補助席およびお立見へのご案内になる場合があり

ます。
※ 予定枚数終了次第、当日券の受付は終了となります。ご来場い

ただいてもご入場いただけない可能性もありますので、予めご
了承ください。

※ 音楽部門、ダンス部門は入場券の配布はありません。ご来場順
にご入場いただけます。

 illust:Masahiro Yamanaka

音楽部門
4月29日（水・祝）
開演  15:00［14:30開場］
会場  シアタートラム

世田谷クラシックバレエ
連盟公演
4月29日（水・祝）
開演  16:00［15:30開場］　
会場  世田谷パブリックシアター　

ダンス部門
5月4日（月・祝）　5月6日（水・休）
開演  15:00［14:30開場］
会場  世田谷パブリックシアター

入場無料    ※託児サービスなし
※都合により時間や内容に変更が生じる場合があります

世田谷パブリックシアター　☎5432-1526

三味線の名手、本條秀太郎が
満を持しての登場 ！

残部僅少本條秀太郎

『日本の音』
～江戸の粋～

5月16日土  18:30　成城ホール

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

〒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



広告
募集

 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

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

6 月25日号
9 月25日号

12月25日号

広告枠サイズ（１枠）
縦85mm×横60mm
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。

販売価格（税込）
１枠　   60,000円
２枠　 120,000円
３枠　 180,000円
４枠　 240,000円

ダイアミディーズ
岡本健一

作 ウィリアム・シェイクスピア
翻訳 小田島雄志　演出 鵜山仁　

浦井健治／ソニン／岡本健一／渡辺徹／
今井朋彦　横田栄司／鵜澤秀行　斎藤志郎　高橋克明／
櫻井章喜　石橋徹郎　鍛治直人／松岡依都美　荘田由紀　吉野実紗／
木津誠之　神野崇　内藤裕志　宮澤和之／廣田高志　若松泰弘　植田真介／
浅野雅博　小林勝也／吉田栄作／江守徹　

芳垣安洋　高良久美子
Ｓ席（1・2階） 7,800円　一般 S席 8,000円　A席（3階） 5,500円

Ｕ24・高校生以下　 一般料金の半額　　　　　　　　 ※未就学児入場不可

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 ＋ 文学座 ＋ 兵庫県立芸術文化センター 共同制作公演

『お話の森＋ひとりでシェイクスピア』

あうるすぽっと＋世田谷パブリックシアター
子どもとおとなのための◎読み聞かせ+ソロパフォーマンス

《あらすじ》
トロイ戦争が始まって7年。トロイ王プライアム（江守徹）の末王子トロイラス（浦井健治）は、
神官カルカスの娘クレシダ（ソニン）に恋い焦がれている。クレシダの叔父パンダラス

（渡辺徹）の仲介により二人は結ばれ、永遠の愛を誓い合う。
しかし、トロイを裏切りギリシャ側についたカルカスは、娘のクレシダとトロイの将軍との
捕虜交換を求め、クレシダはギリシャに引き渡されてしまう。その後、トロイラスはギリシャの
陣営を訪れる機会を得る。
そこで彼が見たのは、ギリシャの将軍ダイアミディーズ（岡本健一）の愛を受け入れようとする
クレシダの姿だった。一方、トロイ王の長男ヘクター（吉田栄作）は、にらみ合いとなった
戦況を打破するためギリシャ陣営へ一騎打ちの申し出を伝える…。

シェイクスピアの問題作に
演出・鵜山仁と豪華キャスト陣が挑む ！
戦いに目覚めていく男と、
生き抜くために裏切りをおかす女。
運命の狭間で揺れ動く人々の

“愛”と“戦い”のドラマが、
繊細にダイナミックに展開されていく。

発売開始
4月25日（土）

13:30

19:00
18:30

7/15 211617181920 22232425262728293031 28/1

休
演

休
演

学生団体が入ります
ポストトークあり（要開催回のチケット）
出演：鵜山仁  浦井健治 他
視覚障害者のための
舞台説明会あり（要事前予約）

日程  6月5日（金）～7日（日）　　 会場  【池袋】あうるすぽっと

シアタートラム恒例の、絵本の読み聞かせ『お話の森』があうるすぽっとにて開催。
シェイクスピアの名場面を小林顕作一人で演じる『ひとりでシェイクスピア』も
お楽しみに。

6月5日（金）19:00  ROLLY（中学生以上対象、3歳以下入場不可）
6月7日（日）11:00  小林顕作（小さなお子様も入場可）

おとな 2,500円　大学・専門学校生 2,000円　中・高校生 1,000円　４歳～小学生 500円
※4歳～高校生は当日要年齢確認。6/7のみ、3歳以下は保護者の膝上無料。お席が必要な場合は要チケット。

6月6日（土）14:00  小林顕作
6月7日（日）15:00  小林顕作

おとな 3,500円　大学・専門学校生 2,000円　小～高校生 1,000円
※小～大学・専門学校生は当日要年齢確認。未就学児入場不可。世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

［託児サービス（6/5の回のみ）］5/29までに要予約0・1歳2,000円、2歳児以上1,000円。 イベント託児・マザーズ（☎0120-788-222 info@mothers-inc.co.jp）へ。障害のあるお子様は要相談。
［車椅子スペース］定員あり・要予約。前日19:00までにあうるすぽっとチケットコール（☎5391-0516 10:00～19:00）へ。

お話の森

ひとりで
シェイクスピア

7月15日　 〜 8月2日水 日

プライアム
江守徹

パンダラス
渡辺徹ユリシーズ

今井朋彦

クレシダ
ソニン

トロイラス
浦井健治

アキリーズ
横田栄司

ヘクター
吉田栄作

発売開始
  5月15日（金）
 一般 5月16日（土）

強奪！

？

トロイ戦争の発端

娘

妻

トロイ戦争
ギリシャトロイ

ダイアミディーズ

ネスター

エージャックス

ユリシーズ
ギリシャの将軍

トロイの将軍

サーサイティーズ道化

♥

王
子
た
ち

カサンドラ

アンドロマキ

イーニーアス

アンティーナー

兄

弟

総指揮官

スパルタ王妃

アガメムノン

メネレーアスヘレン

トロイ王

プライアム

パトロクラス アキリーズ

♥

クレシダの叔父

恋
の
取
り
持
ち

父
娘

トロイの神官
カルカス

パンダラス

トロイラス クレシダ

ヘリナス

パリス

ヘクター
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会員先行発売・割引対象

〒154-0004 世田谷区太子堂４-１-１キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅
☎5432-1526　 5432-1559　 http://setagaya-pt.jp/Thea t r e世田谷パブリックシアター



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。

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

高い演奏技術による音楽性で、力強く楽しい舞台を目指す東京打撃団。
結成20年を迎える今春、世田谷パブリックシアターにて迫力の舞台を展開します。

平沼仁一　 村山二朗　田川智文　加藤拓哉　横山亮介
露木一博　佐藤晃弘　長谷川暢

 SS席 4,750円（予定枚数終了）   S席 3,800円   A席 3,325円   
一般 SS席 5,000円（予定枚数終了）    S席 4,000円   A席 3,500円

アートウィル　☎5707-1711（平日10:00～18:00）

音 楽 5/9（土）
13:00/17:00開演 和太鼓 東京打撃団 20周年記念公演

3月末に北九州で初演し好評を得た新作『めぐり』、初の東京公演。
世界12都市に招聘された『うむすな』3年ぶりの再演と連続上演でお届けします。

天児牛大　
蟬丸　岩下徹『めぐり』　竹内晶　市原昭仁   長谷川一郎『うむすな』　松岡大　石井則仁　百木俊介

 S席 4,800円   一般 S席 5,000円
Sサイド席 4,500円　A席 3,000円
U24 2,500円
※開演時刻にご着席のない席は指定を解除し、
山海塾の指定する席へご案内します
※Sサイド席は舞踏手の一部が見えない場面が
あります

山海塾　☎3498-9622

ダンス 山海塾 『海の賑わい陸
オカ

の静寂―めぐり』
『歴史いぜんの記憶―うむすな』5/20（水）～31（日）

発売中

発売中

5/2021222324

19:00 19:00
15:00

5/293031

15:00

『めぐり』 『うむすな』

　ポストトークあり　出演：天児牛大　
ゲスト：5/21 渡辺保（演劇評論家）
  5/29 小沼純一（早稲田大学教授、
  　音楽・文芸批評）

未就学児
入場不可

撮影：藤田真郷

『歴史いぜんの記憶―うむすな』
©Sankai Juku

平原慎太郎主宰・OrganWorksの新作は、国内の文学・芸術に回帰し、日本
人の「アイデンティティー」を模索すべく、身体表現の極致で挑みます。

平原慎太郎　 景井雅之 他　 播磨みどり
東海林靖志　柴一平　菅江一路　薬師寺綾　町田妙子　小松睦　渡辺はるか　

 3,300円   一般 3,500円   大学生※ 2,500円　
高校生以下※ 1,500円　※当日要年齢確認

ロックスター　☎5272-0991

ダンス OrganWorks『TSURA』5/4（月・祝）～6（水・休） 発売中

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

5/4 5 6

19:00
15:00

「見慣れたものや現象を奇怪でユニークな視点で捉えた」作・演出の前川知大。
2010年初演の純正SFを、タイトルも新たにブラッシュアップします。

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 3,800円
イキウメ　☎3715-0940

演 劇 イキウメ『聖地 Ｘ
エックス

』5/10（日）～31（日）

◀17日以降  （日）＝13:00、（火）（水）（木）（金）=19:30
（土）=13:00/18:00、20（水）は14:00有、（月）=休演

5/10111213141516

プレビュー公演

18:00
13:00

19:30
休
演

日本を代表する劇作家・北村想が、夏目漱石初期の名作『草枕』をモチーフに
自由自在な発想を盛り込んで綴ったオリジナル戯曲。

北村想　 寺十吾　
段田安則　小泉今日子　春海四方　山田悠介・浅野和之
一般 6,800円　※お一人様1コールにつき、1公演4枚まで
シス・カンパニー　☎5423-5906

演 劇 トライストーン・エンタテイメント
『女中たち』7/11（土）～26（日）

6/5 6 7 8 9 1011

15:00
14:00

18:00
19:00

休
演

◀12日以降　（金）＝19:00、（土）＝14:00/18:00、（日）＝14:00
（火）（木）＝15:00/19:00 、（水）＝15:00、（月）＝休演

▲18日以降　（土）（日）＝13:00/18:00、（水）＝14:00、（木）（金）＝19:00、20（祝）26（日）は13:00のみ、（火）＝休演　※配役はお問合せください

 5/10（日）
一般  5/17（日）

発　売
開始日

発売中

演 劇 シス・カンパニー公演
日本文学シアターVol.2【夏目漱石】『草枕』6/5（金）～7/5（日） 発売中

ジュネの傑作戯曲を注目の若手俳優・矢崎広×碓井将大、
中屋敷法仁演出で上演 ！
姉妹を演じるふたりの交互上演も超スリリングな話題作。

ジャン・ジュネ　翻訳 渡邉守章　 中屋敷法仁　
矢崎広　碓井将大・多岐川裕美　
一般 7,000円

マダムシート（限定席・ステージサイド） 7,500円
トライストーン・エンタテイメント

☎3422-7520（平日12:00～17:00）

未就学児
入場不可7/11121314151617

14:00
13:00

18:00
19:00

休
演

Ａ

Ａ
Ａ

Ａ
B

B

B

B

B

:ソランジュ= 矢崎
 クレール = 碓井
:ソランジュ= 碓井
 クレール = 矢崎

※ 16（木）、23（木）は
　 ポストトークあり

発売中
中島敦　 演出 野村萬斎　

野村万作　野村萬斎　石田幸雄　深田博治　高野和憲
月崎晴夫　［大鼓］亀井広忠　［尺八］藤原道山

S席（1・2階） 7,500円　
一般 S席 7,800円　A席（3階） 5,000円　
プレビュー S席 6,800円　A席 4,000円
Ｕ24・高校生以下　一般／プレビュー料金の半額

※未就学児入場不可

『敦
あつし

 ― 山
さん

月
げつ

記
き

・名
めい

人
じん

伝
でん

 ―』生きるとは何か、そして死ぬとは何か ――
野村萬斎が挑む中島敦の世界

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

6/131415 1617 18192021

休
演プレビュー公演

学生団体が入ります

撮影：篠山紀信

世田谷パブリックシアター　6月13日（土）～21日（日）
初演から10年の時を経て、待望の再演が決定！私とはいったい
何者か？――小説家・中島敦の、今だからこそ心を突く深淵なる
問いかけに、野村萬斎が新配役と新演出で挑みます。
詩人として名声を得られずに無念のあまり虎になってしまう男の
物語『山月記』、そして弓矢の名人への道を志し師匠を討とうと
企み、ついに尋常ならざる境地へとたどり着く『名人伝』。人間の
欲望と理性の葛藤が見事に描かれた名作が、古典芸能の技法や
発想を取り入れ、漢文調の響きを活かした現代劇に生まれ変わり
ます。人間国宝・野村万作をはじめとする万作の会一門の狂言師
たちが大胆な舞台美術と照明、映像効果、そして大鼓方・亀井広忠
と尺八演奏家・藤原道山の生演奏の中で躍動します。

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

撮影：HARU
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下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問合せください。

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

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

〒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

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

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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公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団では、この度「i 広報紙」によるスポーツのし
おりの配信を開始いたしました。これによって、今まであまり広報紙を読まれていな
かった年代の方やお仕事で忙しい方、またタブレットを持っているが難しくて使いき
れていない方も、いつでもどこでも、アプリで楽しく広報紙を読むことができます。

※アプリ内に広告が表示されますが、そ
の内容に公益財団法人世田谷区スポー
ツ振興財団は一切責任を負いません。

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団　☎3417-2811
※挿入されている広告、i広報紙の利用やシステムについては、（株）ホープ（☎092-716-1404）にお問合せください。

スポーツのしおり（Sports Information）の
アプリ配信をはじめました！

まずはダウンロード！
App Store・Google Playから
「広報誌」を検索しダウンロード

お住まいの地域ほか
簡単な設定をします

最新の広報誌が
配信されます

の同伴が可能な方　 抽選25名　 1,000円
障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ　
5月8日（必着）

軽度の知的障害のある高校生相当以上で
原則付添者の同伴が可能な方　 抽選10名　

2,500円　 障害の内容も明記でスポー
ツ振興財団へ　 5月8日（必着）

第2期レディースバレーボール教室
6月5日～7月24日　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　 5月16日から新規申込受付開始、大
蔵第二運動場管理事務所（〒157-0074 大蔵
4-7-1 ☎3416-1212 3416-1777）へ
第2期デイタイムテニススクール

月曜コース　6月8日～7月13日
金曜コース　5月29日～7月10日

※初心者から上級者のクラス分けあり（時間・
クラスなどはお問合せください）

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）

ハガキかFAX（上記申込方法参照、希望
クラスも明記）で大蔵第二運動場管理事務所

（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 
3416-1777）へ　 5月2日（必着）

［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　 当財団ＨＰより申込書をダウン
ロードし、メール（ setaspo-kyougikai@
se-sports.or.jp）かFAX、郵送のいずれかでス
ポーツ振興財団へ　 5月7日（必着）
※種目、時間などの詳細は要項参照

［種目］自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ
（い ず れ も25m）、リレ ー　※1人2種 目 ま
で（ただしリレー種目除く）　 25ｍを余裕
もって完泳できる小学生以上の方　 500円

体育館アリーナ他でイベントあり。詳細は区
のおしらせ5月1日号をご覧ください。

小学生とその保護者（25m程度泳げる方）
抽選20組40名　 小学生500円、大人

1,000円　 千歳温水プール管理事務所
（〒156-0055 船 橋7-9-1 ☎3789-3911

3789-3912）へ　 5月10日（必着）

①総合運動場（体育室・会議室兼軽運動室）
ヨガ、ピラティス、筋トレ、ズンバ（ラテン系
の音楽に合わせたエアロビクス）、ボディコン
バット（音楽に合わせてパンチやキックを行
います）、ジャズダンス など
②総合運動場温水プール
やさしいアクア、楽しいアクア、水中運動教室 など
③千歳温水プール（体育室）
けんこうほぐし体操、ヨガ、ピラティス、エア
ロビクス、ボディシェイプ、ボクササイズ など
④千歳温水プール（プール）
水中ウォーキング＆ストレッチ、アクアシェ
イプ、ビギナーアクア など
⑤大蔵第二運動場（トレーニングルーム）
ズンバ、ぺルビック（骨盤）、体幹トレーニン
グ、ボクシングトレーニング など　　

先着18～40名　※教室により異なります
①250～500円②施設利用料金のほか参

加料金300円③④施設利用料金のほか参加
料金200円⑤施設使用料金のみ

①総合運動場体育館管理事務所（☎3417-
4276 3417-1734）②総合運動場温水プー
ル管理事務所（☎3417-0017 3417-0013）
③④千歳温水プール管理事務所（☎3789-
3911 3789-3912）⑤大蔵第二運動場ト
レーニングルーム（☎3749-2223 3416-
1777）

なぎなた
5月20日～6月17日　毎週水曜

  いきいきリズム体操
5月24日～7月26日　第2・4日曜（全5回）　

13:30～15:00　千歳温水プール集会室

フィットネス教室開催中
予約不要　当日直接会場へ

 ライフセービング体験会
6月7日（日） 10:00～13:00　千歳温水プール

親と子のつどい
「スポーツチャレンジコーナー」

5月3日（日・祝） 10:00～15:00
総合運動場体育館

※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。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

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込　 締切　 問合せ先

小学生以下　 無料
専用の用紙（対象施設にあり）に

お母さんの似顔絵を描き、各施設
受付へ

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）
※展示終了後、参加賞を進呈します。

母の日の似顔絵展
～お母さんいつもありがとう！～

19:00～20:30（全5回）　代田小学校体育館
小学生以上　 抽選20名　 中学生以下

2,000円、大人3,000円　 5月11日（必着）
ソフトテニス
5月24日～6月28日　毎週日曜　9:00～
11:00（全6回）　総合運動場テニスコート

小学3～6年生とその保護者　 抽選30名　
中学生以下1,800円、大人3,000円
5月11日（必着）

ソフトバレーボール
5月30日～6月27日　毎週土曜
18:30～20:30（全５回）　京西小学校体育館

小学生以上　 抽選30名　 中学生以下
1,500円、大人3,000円　 5月18日（必着）
初心者弓道
6月2日～11日　火・水・木曜
18:30～20:30（全6回）　総合運動場弓道場

中学生以上　 抽選30名　 中学生2,000
円、大人4,000円　 5月18日（必着）
ショートテニス
6月6日～7月4日　毎週土曜
19:00～20:30（全5回）　八幡中学校体育館

小学生以上　 抽選40名　 中学生以下
1,500円、大人3,000円　 5月18日（必着）
ボウリング
6月7日～28日　毎週日曜
9:30～11:30（全4回）　オークラランド

小学4年生以上　 抽選30名　 4,000円
5月18日（必着）　※靴代は自己負担

［内容］体組成測定、講義、筋力トレーニング、
有酸素運動など　 18～59歳　 抽選20
名　 3,600円　 5月13日（必着）

軽度の知的障害のある中学生以上　 先
着36名　 1回1,300円（ゲ ー ム 代、貸 靴
代、保険料含む）　 ハガキかFAX（上記記
入方法参照、参加できない日、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　 5月9日（必着）

軽度の知的障害のある小・中学生で付添者

（リレー／1チーム800円）　 所定の申込用
紙・個人票・参加費振込済みのコピーを添付
し、郵送で区水泳協会・飯野（〒156-0054桜
丘4-1-11-405 ☎3439-2089）へ　 5月2日

（必着）　※当日、玉川中学校温水プールは
18:00から一般開放

①中学生②一般（学連加盟者は不可）③高
校生　 ①1200円／ペア②③1400円/ペア

（別途登録料500円／人）　 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　 ①②5月29
日③6月12日（必着）

■テニス競技（中学・高校）
7月28日（火）～8月8日（土） 9:00～
総合運動場テニスコート

［種目・定員］すべて先着順①中学男子（単）
160名・（複）80組②中学女子（単）160名・

（複）80組③高校男子（単）160名・（複）100
組④高校女子（単）160名・（複）80組
（単）400円／人・（複）800円／組
5月26日（火）15:30～18:00に、所定の

申込書に参加費を添えて総合運動場会議室
兼軽運動室へ持参　※受付終了後、空きの
ある種目は5月28日（木）、29日（金）10:00
～18:00に区テニス協会（桜丘1-17-18 ☎
5451-0691）で受付（郵送不可）
■少年サッカー競技
8月1日（土）～12月13日（日） 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3日正午（必着）

総合運動場庭球場5番～8番コート
照明設置工事に伴う休場及び利用
開始後の申込方法について

［休場期間］5月7日～6月13日
利用開始後、当面の間5番～8番コートの夜
間はけやきネットからの申込みが出来ませ
ん。総合運動場体育館管理事務所の窓口で
抽選などの申込みを受付けます。詳細はお
問合せください。

総合運動場体育館管理事務所
☎3417-4276

第2回世田谷陸上競技会
5月30日（土）　総合運動場陸上競技場

第17回世田谷区水泳記録会
6月7日（日） 10:00～　玉川中学校温水プール

  各種スポーツ教室

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

第65回世田谷区民体育大会

  脂肪燃焼講座
6月6日～7月11日　毎週土曜　13:15～

14:45（全6回）　総合運動場体育館・体育室

ふれあいボウリングスクール
5月23日、6月6日、20日　隔週土曜　10:00

～11:30（全3回）　オークラランド

  わくわくサッカー教室
5月24日（日）、6月6日（土）、14日（日）、21日（日）

9:30～11:00（全4回）
池尻小学校第2体育館

大  会（共催事業など）

スポーツ教室

イベント

第97回世田谷区民バドミントン大会（前期）
①6月7日（日）②6月14日（日）③6月21日（日）

いずれも9:00～
①③総合運動場体育館②大蔵第二運動場体育館

4月24日（金）～
5月10日（日）

4月24日（金）～
5月24日（日）

5月25日（月）～
6月30日（火）

申込
期間

展示
期間

返却
期間

総合運動場温水プール
　千歳温水プール

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

再生紙を使用しています

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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