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申込方法

申込締切

募集パンフレット配布先

募集パンフレットをご覧いただき、記載の誓約事項に同意のうえ、お申込みください。募 集 要 項
参加資格 出場する部門に該当する健康な方で、その種目の制限時間以内で完走できる方。　※18歳未満は保護者の同意が必要

●インターネット　 http://www.se-sports.or.jp/246/
　QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイトに簡単にアクセスできます。
　※一部お申込みできない機種もあります
●専用郵便振替用紙　配布先：区内総合支所、出張所およびまちづくりセンター（いずれも部数に限りあり）、
　区スポーツ推進課（区役所第1庁舎3階）、（公財）世田谷区スポーツ振興財団（区立総合運動場温水プール2階）
●インターネット 8月14日（金）23:59まで　●専用郵便振替用紙 8月14日（金）

種  目 部  門 スタート 制限時間

5km
A  中学生男女 11:00

40分 高校生相当～39歳男女

B  40～59歳男女 12:00 60歳以上男女

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

※年齢は大会当日を基準とします

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

健康マラソン 抽選

世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局
（（公財）世田谷区スポーツ振興財団内）
☎3417-2811（土・日・祝・休除く9:00～17:00）

大会に関する
お問い合わせ

参加者募集開始! 申込
期間  7月 25日　 〜8月14日土 金

S E T A G A Y A  2 4 6  H A L F  M A R A T H O N第10回

「世田谷246ハーフマラソン」は、今年で10回目を迎えます。
 毎年定員を上回る人気のマラソン大会 !  その魅力をご紹介します!
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本大会は、チャリティーマラソンの一環として、ハーフマラソンの参加料のうち500円分を東日本大震災の被災地復興支援金とさせていただきます。

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

多摩堤通り

国道246号線

沿道では
サザエさんたちも
応援！！

種  目 部  門 スタート 制限時間
ハーフ

マラソン
21.0975

km

 陸連登録者男女

8:30 130分
（途中関門4カ所）

 高校生相当～39歳男女
 40～59歳男女
 60歳以上男女

※年齢は大会当日を基準とします

（公財）日本陸上競技連盟公認競技会 〈距離21.0975km〉
●定　　員：1,600名
●参 加 料：4,500円

ハーフマラソン 抽選

目黒通り

世田谷美術館・分館、生活工房、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.5（7月16日発行） 

POINT1
世田谷の魅力あふれるコース設定！
駒沢オリンピック公園陸上競技場をスター
トとフィニッシュ地点とし、国道246号線な
どの公道や、多摩川沿い、緑豊かな公園、駒
沢通り、閑静な住宅街など、様々な景色を
楽しめます。

POINT2
（公財）日本陸上競技連盟公認競技会！
陸連登録者の部で出場した方のフィニッ
シュタイムは陸連の公認記録となります。
目指せ日本記録！！（ハーフマラソンのみ）

POINT3
エリートランナーも出場！
「世田谷246ハーフマラソン」は、お正月の
箱根駅伝出場常連校のエリート選手が多数
参加することも魅力の一つです。エリートラ
ンナーと共に世田谷のまちを駆け抜けてみ
ませんか。

POINT4
ペースセッター（ランナー）を配置！
みなさんの目標にあったペースセッターと
一緒に走り、自己ベストを目指しましょう。

POINT5
オリジナルTシャツ（参加賞）がもらえる！
記念すべき第10回大会のTシャツをゲット
しましょう。（ハーフマラソンのみ）

次回（8月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

健康マラソン5kmの部

健康マラソン親子の部

ハーフマラソン
コース

健康マラソン
コース

世田谷246ハーフマラソンエントリー事務局
（スポーツエントリー内）
☎0120-711-951（土・日・祝・休除く10:00～17:30）

申込みに関する
お問い合わせ

日
駒沢オリンピック公園陸上競技場

8:30  Start
 （荒天中止）

開催日11月8日
世田谷246ハーフマラソン

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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鼎談
「吉田健一というすごい文学者がいた」
9月27日（日） 14:00～16:00　文学サロン　

長谷川郁夫（大阪芸術大学教授、評伝
『吉田健一』著者）、三浦雅士（文芸評論家）、
柴田光滋（世田谷文学館友の会副会長）

150名　 1,200円（友の会会員は1,000
円）　 往復ハガキ（P3記入方法参照、会員は
会員番号明記）で当館「友の会」へ　 9月10日

（必着）

とともに室内楽でお聴きいただきます。第2
部は出演者とともに歓談するワインと軽食
付きの夜会。

枝並千花（ヴァイオリン）、藤田尚子（ヴァイ
オリン）、大山平一郎（ヴィオラ）、金子鈴太郎

（チェロ）、小林侑奈（ピアノ）、園田春子（特別
ゲスト）　 【A】第1部のみ＝予約3,000円／
当日3,500円（全席自由、展覧会チケット付
き）　※小・中学生は無料（ただし展覧会チケットな
し）、未就学児は入場不可　【B】第1部＋第2部＝
予約のみ6,000円（全席自由、展覧会チケッ
ト付き）　※中学生以下は入場不可　 第1部＝
100名（予約、当日）　第1部＋第2部＝50名

（予約のみ）　 当館HP「プログラム&イベン
ト」ページより、または当館へ電話
■100円ワークショップ

「名画マグネット」
7月25日（土）、9月5日（土） 13:00～15:00と
8月中の毎週金・土曜日 14:00～16:00（随
時受付）　地下1階創作室
あなたの描いた絵がミュージアムグッズの
ような素敵なマグネットになります。

どなたでも　 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　※企画展チケッ
トでご覧いただけます

「視覚障害者の美術鑑賞」がテーマの、夏の
レクチャーシリーズ。今年は、パリのシテ科学
産業博物館で建築・絵画などの触察本を数多
く開発してきた全盲のオエル・コルヴェスト
さんより、約20年にわたる豊かなお仕事に
ついて伺います。

オエル・コルヴェスト（シテ科学産業博物
館学芸員）　 500円（障害者とその介助者
は無料）　 当日先着150名　※当日13:00か
ら講堂前にて受付　※逐次通訳付き

宮西達也、真珠まりこ（絵本作家）　 抽選
150名　 500円（中学生以下無料）　

メールmiyanishievents@gmail.com（P3
記入方法参照、年齢も明記、連名可）で件名
タイトルにイベント名を記載して当館へ　

8月23日（必着）
■おとうさんはウルトラマン　
スタンプラリー
会期中、「おとうさんはウルトラマン」シリー
ズをもとにした館内スタンプラリーに参加で
きます。※当日参加で参加費は無料。台紙がなく
なり次第終了します。

山田風太郎が戦火
の中で綴った自筆
日 記、會 津 八 一が
愛弟子の映画監督・
小林正樹に贈った
書「学規」をはじめ、
梅崎春生、横溝正史、椎名麟三らの資料を通
し、作家たちの戦争と戦後の意味をあらため
て考えます。

一般200（160）円／高校・大学生150

ラフスケッチなど、250余点を展示します。
ヘンテコリンでユニークな「宮西達也のワン
ダーランド」をまるごと体験できる絶好の機
会をどうぞお楽しみください。

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

■ スペシャル対談
9月6日（日） 14:00～15:30　文学サロン
ゲストに「もったいないばあさん」シリーズで
知られる絵本作家・真珠まりこさんを迎え、
絵本作家の〈これまで〉と〈これから〉など、大
いに語っていただくスペシャル対談です。

難波達巳（写真家）　 どなたでも　 1回
100円　 不要、会期中随時受付

9月20日（日） 13:30～17:30（開場13:00）
ジャコモ・プッチーニのオペラ「蝶々夫人」
を解説付きでご紹介します。

どなたでも　 申込先着50名　 500円
下記参照

9月27日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
クルマが目的地まで自動的に連れて行って
くれる、SF小説のような技術「自動運転」で
未来の生活がどう変わるのかを解説します。

鶴原吉郎（技術ジャーナリスト）
どなたでも　 申込先着50名　 500円

絵本を描き続けて、まもなく32年を迎え
る宮西達也さん。カラフルな色彩と大胆で
ありながら繊細でやさしいタッチにあふれ
た数々の作品は、心温まるストーリー展開
とあいまって、子どもから大人まで多くの
人々を魅了してやみません。
本展では、初めて文も絵も手がけた絵本『ど
うしたのぶたくん』の原画をはじめ、200万
部を超える大ヒット作「ティラノサウルスシ
リーズ」や正義の味方がお父さんとして奮闘
する「おとうさんはウルトラマン」シリーズ
などの代表作を中心に、初期作品や秘蔵の

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

■8月のギャラリートーク
8月29日（土） 14:00～（30分程度）　
テーマ：「宮本三郎の写真の仕事」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

8月18日（火）～23日（日） 13:00～17:00
（受付16:30まで）
写真を撮ったり、絵を描いたりして、雑誌の
表紙づくりに挑戦してみませんか？ 夏休み
の思い出にどうぞ。

宮本三郎の美術史教室
開催中～7月26日（日）
宮本三郎　
写真家との対話
8月8日（土）～11月1日（日）

展覧会

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー （観覧無料）

開催中〜7/26 成城・砧、日々・時々
8/11〜16 下条孟原画展「沖縄の海」
8/18〜23 油絵と子どもの造形展
8/25〜30 和紙造形　紙々倶楽部

※ 初日は午後から、最終日は16:00頃終了（ただし主催者に
より公開時間は異なります）

戦後間もない1950
年代初頭、荒廃の中
か ら 芸 術 の 息 吹 を
求め憧れのパリへと
旅立った一群の画家
たち。伝統と前衛が
交錯する異都パリで
苦闘する彼らの間に
は強い結びつきがありました。その中でソ
ルボンヌ大学法学部へ留学した金山康喜は
異色の存在です。清冽な静物画で頭角を現
しながら、33歳で急逝した金山の独特の
芸術を、同時代のパリを共有した日本人作
家たち―藤田嗣治、野見山暁治、今井俊満、 
堂本尚郎らの作品とともに紹介します。

一般1,000（800）円／65歳以上800（600）
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　※リピーター割引（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。

■記念講演会Ⅱ「パリの異邦人たち―
カナヤマのことなど」
8月13日（木） 15:00～16:30（開場14:30）　
講堂

野見山暁治（画家）　 無料　 先着150
名　※手話通訳付き
■美術と音楽の対話「1950年代パリの
色、パリの音―日仏作曲家の室内楽作
品から」
9月5日（土） ［第1部］16:00～17:30（開 場
15:30） 講堂 、［第2部］18:00～19:30
当館レストラン「ル・ジャルダン」
戦後パリに渡った日本人音楽家の活動を紹
介するトーク付きのコンサート。第1部では
1950年代のパリで生まれた日本人作曲家た
ちの作品と、同時代のフランス音楽をトーク

［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

関 連 企 画

往復ハガキかメール（P3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

展覧会関連企画

関 連 企 画

『おまえ うまそうだな』 2003年　ⓒ宮西達也

『どうしたのぶたくん』 1987年　ⓒ宮西達也

宮本三郎記念美術館と地域の会共催 人ひろば vol.30
「運転手が要らない！クルマ社会はこんなに変わる」

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.30展覧会

展覧会

託児サービス（事前申込制）
①9月6日（日）13:30〜16:30
②9月20日（日）13:00〜15:00

0・1歳児1,000円、2歳以上500円
イベント託児®マザーズ ☎0120-788-

222（平日10:00〜12:00、13:00〜17:00）

（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）

■子ども向けワークショップ
「超ショートショート講座」
8月22日（土） 13:30～15:30　
23日（日） 10:00～15:30　講義室
1日目はショートショート小説をつくり、2日目
は挿絵を描く、2日連続のワークショップです。

22日：田丸雅智（作家）、23日：吉田花子
（画家）、横山杏奈（アシスタント）　 抽選
30名　 無料　 小学5年〜中学生　

往復ハガキ（P3記入方法参照、年齢も明
記、連名可）で当館へ　 8月8日（必着）
※昼食・飲み物持参（23日のみ）

夏のオープンワークショップ2015
「写真を使って自分だけの

雑誌の表紙をつくろう！」

中国から帰還した
兵士たち（品川にて）

1940年6月15日撮影

友の会との共催

清川泰次 
イン・シカゴ
開催中～7月26日（日）
清川泰次と昭和
8月8日（土）～12月6日（日）

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

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

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）
向井潤吉の民家　
絵画と写真
8月8日（土）～12月6日（日）
改修工事のため、12月7日（月）〜2016年2月5
日（金）は休館します。

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

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション  ■ ■ ■ ■

おもしろいかたち・いろいろ　
8月1日（土）～12月6日（日）　2階展示室

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

特集・戦後70年と作家たち
開催中～9月27日（日）　1階展示室

宮西達也ワンダーランド展
ヘンテコリンな絵本の仲間たち

7月25日（土）～9月23日（水・祝）　2階展示室

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

世 田 谷  美  術  館  分  館

新潟県新潟市
西蒲区稲島にて撮影

 1975年

『カメラ毎日』通巻第7号、
毎日新聞社、1954年7月

表紙構成：宮本三郎　撮影：二村次郎

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜7/26
子どもの造形リトピカ作品展

JADIF　第3回 公募作品選抜展
世田美大22期展

7/28〜8/2
エブリデイ・スケッチの会展　※29日から公開 “世田美大19期生”展（第9回）
第4回 明水会　水墨画展 優しい風、暮らしの中へ　彩々の会作品展　※29日から公開

8/4〜9 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展 第19回 木版画展
8/11〜16 第33回 世田谷平和美術展 （日本芸術家協会）JAG 東京小品展

8/18〜23 第65回 はたらく消防の写生会 子どもの造形絵画教室「絵の寺子屋」教室展　※19日から公開
第21回 青人会展

8/25〜30 第3回 世田谷水墨画展　※26日から公開 the CCC 作品展
※公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了（ただし、主催者により公開時間は異なります）。お問合せは当館総務課まで

世田谷美術館 区民ギャラリー

金山康喜のパリ
―1950年代の日本人画家たち
開催中～9月6日（日）　1階展示室

金山康喜《食前の祈り》1950年　富山県立近代美術館蔵

金山康喜　パリのアトリエにて
（撮影：風間完）

●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小・中学生は、土、日、祝・休日、夏休み期間、次の観覧料は無料です。

建畠覚造《WAVING FIGURE-10》
1984年頃　撮影：上野則宏

ミュージアム・セッション2015
ピカソもダ・ヴィンチも手で見よう
―シテ科学産業博物館の触察の冒険

8月5日（水） 14:00～16:00
（受付開始13:00、開場13:30）　講堂

會津八一 書「学規」

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　7月25日（土）〜9月23日（水・祝） 
　　　　  宮西達也ワンダーランド展　ヘンテコリンな絵本の仲間たち
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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜9月6日（日）
　　　　   金山康喜のパリ―1950年代の日本人画家たち
一般1,000円→900円　65歳以上800円→700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

〒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



シス・カンパニー　☎5423-5906

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

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

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定）

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認）
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スポーツと音楽
異分野とのコラボレーション

世田谷パブリックシアター  夏・秋の注目作

世田谷パブリックシアター
7月15日（水）～8月2日（日）

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

当日券あり

シアタートラム
8月5日（水）～9日（日）

世田谷パブリックシアター
8月15日（土）～16日（日）

シアタートラム
8月21日（金）～23日（日） 

MANSAI◉解体新書
その弐拾伍

『解析 ～伝統芸能×テクノロジー～』

芸術監督・野村萬斎がゲストと繰
り広げるトーク＆パフォーマンス。
今回は伝統芸能にテクノロジーで
アプローチします。

野村萬斎  他
 8月15日（土）

　　　  一般 8月16日（日）
 3,800円　一般 4,000円　

高校生以下・U24 2,000円

悲劇と喜劇の間を揺れ動くシェイクスピアの問題作を、実力派の
演出・キャスト陣でお送りします。今年読売演劇大賞の最優秀男
優賞に輝いた浦井健治と、話題作
への出演が相次ぐソニンが戦火に
翻弄される恋人たちを熱演。
現在好評上演中！ お見逃しなく！
　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　
吉田栄作　江守徹 他　

芳垣安洋　高良久美子
Ｓ席（1・2階） 7,800円　

補助席／S見切れ席 7,300円
一般 S席 8,000円　
補助席／S見切れ席 7,500円　
A席（3階） 5,500円　
高校生以下・Ｕ24  一般料金の半額

Needles and Opium 針とアヘン
マイルス・デイヴィスとジャン・コクトー の 幻 影

映像の魔術師とも呼ばれるロベール・ルパージュの新
演出作品が登場。世界を震撼させた一人芝居の最高峰

『ニードルズ＆オピウム』（1993年来日）が、最新テクノ
ロジーを駆使した二人芝居として、今、鮮やかに甦る。
作 演出 ロベール・ルパージュ　

 S席（1･2階） 7,200円　一般 S席 7,500円　
SA席（1階前方5列、字幕見切れ席） 7,000円
SB席（２階サイド） 7,000円　
A席（3階） 5,500円　
高校生以下・U24  一般料金の半額

撮影：Sophie Grenier
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せたがやこどもプロジェクト 2015
7月28日（火） 15:00（4歳以上向け）／19:00（中学生以上向け）　 仲村トオル
7月29日（水） 19:00（小学校高学年以上向け）　 ROLLY
7月30日（木） 11:00／14:00　 小林顕作

おとな 2,500円　4歳～小学生 500円　中高校生・U24 1,250円

演出 スズキ拓朗　 片桐はいり 他
 おとな 3,200円　おとな 3,500円　

こども（4歳～小学生） 1,000円　中高生・U24 1,750円　
親子ペア券・こども参加親子ペア券※ 4,000円（おとな1枚＋
こども1枚）　※お子様のみ公演のオープニングに参加できます

8月15日（土） 15:00　日野皓正 Quintet Live
日野皓正 Quintet 他

8月16日（日） 14:00　Dream Jazz Band 11th Annual Concert 
日野皓正　Dream Jazz Band 他

 おとな 4,300円　おとな 4,500円　4歳～高校生・U24 2,250円
2公演セット券：おとな 8,000円　4歳～高校生 4,000円

8月21日（金） 15:00／19:00 《音楽》　 ROLLY　チャラン・ポ・ランタン
8月22日（土） 12:00／15:00 《食育》　 DJみそしるとMCごはん　AMEMIYA
8月23日（日） 12:00／15:00 《読み聞かせとクラシック》   渡辺満里奈   宮本笑里

おとな（中学生以上） 4,000円　こども（4歳～小学生） 1,000円　
親子ペアチケット 4,500円（おとな1枚＋こども1枚）

10/91011 12

18:00
13:00

19:00

14:00

19:00
18:00

8/5 6 7 8 9

＝追加公演

13:30

19:00
18:30

25262728293031 28/1

休
演

視覚障害者のための
舞台説明会あり（要事前予約）

夏休みは家族そろって
劇場に遊びにいこう！

シアタートラム
7月28日（火）～30日（木）

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
『お話の森』

おどるマンガ『鳥
ちょう

獣
じゅう

戯
ぎ

画
が

』

『日野皓正 presents
 “Jazz for Kids”』

 『SMAキッズプロジェクト
 ファミリーフェスタ2015』

世田谷パブリックシアター  10月9日（金）～12日（月・祝）
世田谷パブリックシアター  10月16日（金）～18日（日）

世田谷パブリックシアター
9月30日（水） 19:00

演出 ヴィクトリア・ティエレ＝チャップリン
オーレリア・ティエレ  他

 8月1日（土）　一般 8月2日（日）
 大人 3,000円　

子ども（4歳～高校生） 1,500円
一般 大人 4,000円　子ども・U24  2,000円

チャップリン一家のロマンチックサーカスが
やってくる! 引っ越し準備中の女性オーレリア
が段ボールを覗くと、不思議な世界が広がって
いた…。世界中をおとぎの魔法で包んだステー
ジが日本に初上陸します。

ミュルミュル ミュール

10/1617 18

19:30
15:00

撮影：細野晋司

発売中

音 楽

音 楽

せたがやジュニアオーケストラ 夏のコンサート

宮川彬良のせたがや音楽研究所 ＃4
～だれもが知っている童謡をまるごと大分析！～

8/1 （土） 14:00 
世田谷区民会館

10/3（土） 17:00
北沢タウンホール

発売中

発売中

子どもたちの演奏と楽しい企画♪ 夏の思い出づくりをしませんか？
［指揮］海鋒正毅　［演奏］せたがやジュニアオーケストラ　［司会］宴堂裕子

曲 シューベルト：交響曲「未完成」より第1楽章　ボロディン：ダッタン人の踊り 他
500円　※未就学児はひざ上の場合は無料　終演後ステージ上にて「わくわく♪楽器体験コーナー」を開催！ 

童謡を愛するアキラ所長（宮川彬良）が、童謡界の偉人・中山晋平、山田耕筰、北原白秋、
野口雨情らの名曲の秘密を、愉快に楽しく大分析します。

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　米良美一（歌手）　INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）
 2,000円　一般 2,500円

音  楽  事  業  部  主  催 

せたがや音楽プロジェクトVol.5

9月19日（土） 14:00
世田谷区民会館

9月19日（土） 15:00　成城ホール
 戦後70年…
 『音楽は自由をめざす』

「スポーツ」と「音楽」の共通点や関係から、それぞ
れの魅力の本質をさぐります。お話と演奏でお楽
しみください。

［お話］玉木正之（スポーツ評論家）　
八木沼純子（プロフィギュアスケーター）
池辺晋一郎（作曲家／音楽監督） 

［演奏］デュオ・グレイス（高橋多佳子＆宮谷理香
ピアノデュオ）

 3,200円　一般 3,500円　
 ※未就学児入場不可

戦後70年の今年。「音楽を自由に楽しめ
る喜び」をテーマに、戦中・戦後を通じた
様々な音楽をお届けします。

大島花子　尾崎ブラザーズ　丸山茂樹
佐藤タイジ（シアターブルック） 他

無料／当日直接会場へお越しください 
（入場料に代えて、当日会場にて東日本
大震災復興支援への募金（1人500円以
上）にご協力ください）

シス・カンパニー　☎5423-5906

円熟期を迎えた2人の演奏家が満を持しての登場。至極の共演をお楽しみください。
堤剛（チェロ）　練木繁夫（ピアノ）　

曲 シューベルト：アルペッジョーネ・ソナタ　R.シュトラウス：チェロ・ソナタ ヘ長調 Op.6 他　
 3,500円　一般 4,000円

音 楽 室内楽シリーズ
堤剛＆練木繁夫デュオ・リサイタル

10/12（月・祝） 14:00
成城ホール

発売中

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

玉木正之 八木沼純子 池辺晋一郎

楽器体験ワークショップ
ちょっと気になるあの楽器！ 演奏してみませんか？

［楽器］フルート、クラリネット、サックス、トラン
ペット、ホルン、トロンボーン

［会場］松本記念音楽迎賓館 （岡本2-32-15）
［日程］①9/22（火・休） ②9/23（水・祝）
※両日とも同じプログラムです。どちらか1日をお選び
ください

世田谷区内在住・在学の小学5年生～中学生　
各楽器で1日に3～6名（申込

み多数の場合は抽選）
無料
メールまたはFAX（下記記入

方法参照、学年、希望の日に
ち、希望の楽器を明記）で音楽
事業部へ

8月31日（必着）

せたがやバンドバトル
出場バンド募集

〈予選〉 音源審査 
〈決勝大会〉 2016年2月21日（日）
                 世田谷区民会館
応募資格 ●メンバーに世田谷区在住・
在勤・在学者がいること　●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

決勝大会出場料24,000円（チケット
を30枚お渡しします）［予選は無料］　

参加申込書と演奏を収録した音源（CD
に限る）を、音楽事業部に持参または郵送

8月31日（必着）
※詳細はHPまたはチラシをご覧ください

 第4回 楽 器 を さ わ っ て み よ う ！

撮影：R.Haughton

世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 T i c k e t  I n f o r m a t i o n

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

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

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５F　最寄「三軒茶屋」駅　☎5432-1535 （月〜金曜日：10:00〜18:00）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515　※一部公演で年齢制限あり。高校生以下は当日要年齢確認　

〒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
5432-1559　 http://setagaya-pt.jp/

Mus i c音 楽 事 業 部

Theatre世田谷パブリックシアター

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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チケットセンター　☎5432-1515　 音楽事業部チケットの申込み

遊びと学びの子どもプロジェクト2015事業



　

2015年7月25日4

インドネシア・スンバ
島に伝わる独特の模
様が織り込まれたイ
カット（絣織物）。男性
の衣服はヒンギ、女性
用はラウと呼ばれてい
ます。本展では染織作
家・渡辺万知子氏のコ
レクションから約30
点のイカットを展示
し、模様の意味をひも解きながら、スンバ島
の生活文化を紹介します。� 無料

1講演会
「スンバ島のイカットと人々のくらし」
8月29日（土） 14:00～16:00　生活工房4F
1972年に初めてスンバ島を訪れて以来、魅
了され、足しげく通いながら研究してこられ

た講師に、人々の生活、染織方法、生活のな
かでの織物の役割などを解説いただきます。
渡辺万知子（染織作家）　 申込先着50

名　 500円　 電話かメール（P3記入方
法参照）で生活工房へ
2上映会「スンバ島の家を建てる」
9月6日（日） 13:00～14:15、
15:00～16:15（1日2回上映）　生活工房5F
スンバの人たちは何のために、10メートル
にもおよぶ巨大なとんがり屋根の家を建て
るのでしょう。その意味と建築方法をひもと
く記録映像を上映します。
上映作品：「スンバ島の家を建てる　―そして
スンバの人たちにとって家とは何か」（2008
年／74分／国立民族学博物館）　 各回先着
50名　 無料　 不要、直接会場へ
3体験教室「腰

こ し

機
ば た

でベルトを織る」
9月12日（土） 14:00～16:30　生活工房4F
スンバ島では今も腰機で布が織られていま
す。身近な材料で作った簡易的な腰機でベ
ルトを織りながら、手法を学びます。
渡辺万知子（染織作家）　 抽選15名
1,000円　 往復ハガキかメール（P3記入

方法参照）で生活工房へ　 8月29日（必着）

夏休み、キャンプの夜。眠い目をこすって起
きたぼくの目の前に現れたのは、数えきれな
い星たちだった。子どもが初めて出会う宇
宙の本として制作された「ぼくはうちゅうじ
ん」の原画とラフスケッチを展示します。は
たこうしろうさんの描く宇宙を、ぜひご家族
でお楽しみください。� 無料

トーク「わからないから面白い、宇宙と
虫と絵本の話」
8月21日（金） 14:00～15:00
生活工房4F（「おはなしいっぱい」会場内）
はたさん自身による自作絵本の読み聞かせ
をメインとした、子ども向けのお話です。
はたこうしろう（絵本作家）　 子どもと

保護者　 100名　 無料　 不要、直接
会場へ

小学3年生〜中学生　 抽選14名
12,000円　 8月17日（必着）

軽度の知的障害のある高校生相当以上で
付添人の同伴が可能な方　 抽選10名
2,500円　 所定の申込書をスポーツ振

興財団へ　 8月20日（必着）

■バドミントン競技
①8月30日（日）②9月6日（日）③9月23日

（水・祝） ①③9:00～②11:00～
いずれも総合運動場体育館

①中学生②一般③高校生　 ①400円／
ペア②1000円／ペア③800円／ペア

所定の申込書に参加費振込済みのコ
ピーを添付して区バドミントン協会・安藤
（〒157-0074大蔵5-8-6�☎3415-0692）へ

①8月14日②8月28日③9月4日（必着）
■アーチェリー競技
9月6日（日） 9:00～　総合運動場洋弓場
小学生以上　 600円（中学生以下300

円）　 当日会場にて　 区アーチェリー協
会・松村（☎090-3247-4645）
■弓道競技
9月6日（日） 9:30～　総合運動場弓道場
区内在住・在勤・在学の方　 高校生

小学4年生以上　 抽選30名　 高校生
相当以上3,000円、中学生以下1,500円
8月17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（上記申
込方法参照、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）　 8月21日（必着）

軽度の知的障害のある小・中学生で付添
の同伴が可能な方　 抽選25名　 1,000
円　 障害の内容も明記し、スポーツ振興財
団へ　 8月20日（必着）

小学生以上　 抽選40名　 高校生相当
以上3,000円、中学生以下1,500円　 8月
21日（必着）

55歳以上　 抽選50名　 3,000円
8月21日（必着）

相当以上500円、中学生300円　 ハガ
キかFAX（上記申込方法参照）で区弓道連
盟・藤田（〒158-0087�玉堤1-3-13-303�
3705-5275）へ、もしくは所定の申込書を
kyudo.4160@gmail.comへ添付送信
8月11日（必着）

■バスケットボール競技
9月12日（土）～2016年2月14日（日）
9:00～　総合運動場体育館 他
区内在住・在勤の方で構成された団体　
6,000円（区協会未登録団体は別途登録料

7,000円）　 8月23日（日）のみ受付。11:00
〜15:00の間に所定の申込用紙を区バスケッ
トボール協会：駒大高校（上用賀1-17-12）
体育館教官室別室へ持参　 区バスケット
ボール協会・藤田（☎090-2726-9489）
■ゲートボール競技（第60回秋季GB大会）
9月10日（木） 9:00～  総合運動場陸上競技場
※予備日9月11日（金）
2,000円／チーム　 区協会登録チー

ムは所定の申込用紙、未登録チームは往復ハ
ガキ（上記申込方法参照）で区ゲートボール
協会・村石（〒154-0017�世田谷1-23-3�☎
3439-1108）へ　 8月20日（必着）
■空手道競技
9月27日（日） 9:00～   総合運動場体育館 他
※詳細は世田谷区空手道連盟のHP（http://
sekuren.net/）をご覧ください。

電話で区空手道連盟・谷口（☎5787-
8284）へ　 8月15日（必着）
■剣道競技
9月13日（日） 9:00～　総合運動場体育館
区剣道連盟加盟団体所属または区内在住・

在勤・在学の高校生以上で剣道六段以下の
方　※ただし、学連加盟の大学生は除く
個人戦600円／人、団体戦3,000円／チー

ム（ともに別途保険料100円／人）� 所定
の申込書に参加料・保険料を添えて現金書
留で区剣道連盟（〒154-0021豪徳寺1-38-6�
豪徳寺駅前郵便局留�☎090-9140-2494）へ
8月13日（必着）

◆�タイムトライアル（10km）の男女上位各2名
を「世田谷246ハーフマラソン」へ無料招待
◆�基準タイムを突破した方にも抽選でハーフ
マラソン出場権を進呈
中学生以上　 抽選200名　 7,000円
10kmの目標タイムも明記し、スポーツ振

興財団へ　 8月24日（必着）

千歳清掃工場と千歳温水プールの普段入る
ことのできない施設の裏側を見学して、自由
研究に役立てよう!
小学生とその保護者　 各回10組20名

（先着）　 無料　 ハガキかFAX（上記
申込方法参照、希望時間を明記）で千歳温水
プール管理事務所（〒156-0055�船橋7-9-1
☎3789-3911� 3789-3912）へ　 定員
になり次第終了

①千歳の部
9月2日～11月4日　※除外日あり   毎週水曜 
14:00～15:30（全8回）  千歳ゴルフセンター
②成城の部
9月19日～11月7日   毎週土曜 18:00～19:30

（全8回）   ニュー成城ゴルフセンター
いずれも18歳以上　 抽選各10名　 い

ずれも20,000円　 ①8月10日（必着）②8
月17日（必着）

1「夏休みをいれるバッグをつくろう！」
8月11日（火）・12日（水） 13:00～17:00（所要
時間約30～40分、出入り自由）　生活工房4F
毛や布でモジャモ
ジャな顔を付けた
り、金箔や銀箔、
シルクスクリーン
で模様をプリント
したり。ななめが
けできるオシャレなバッグをつくります。
小学1年〜中学生　 NNNNY（グラフィッ

クデザイナー）�他　 各日先着60名　 各
日500円　 不要、直接会場へ（混雑時は入
場制限する場合があります）
2「おはなしいっぱい」
8月19日（水） 11:30～15:00、20日（木）・
21日（金） 11:00～15:00　生活工房4F
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
18グループが出演。午前は幼児向け、午後
は小学生向けの内容です。
※詳細は生活工房HP参照　

［共催］世田谷おはなしネットワーク　
幼児〜小学生（親子でも可、幼児は保護者

と参加）　 無料　 不要、直接会場へ

日曜日の朝を楽しむワークショップ。今回は
近年注目を集める「クラフトビール」と、ビー
ルとも相性ばっちりな「ソーセージ」をテー
マに、レクチャーや試飲・試食を通じてそれ
ぞれの美味しさや魅力を学びます。
クラフトビール：真田了仙（LUSH�LIFE）、

ソーセージ：齋藤裕司（ファインシュメッ
カー�サイトウ）　 20歳以上で2回参加で
きる方　 抽選30名　 3,000円　 往復
ハガキかメール（P3記入方法参照、年齢も明
記）で生活工房へ　 8月10日（必着）

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。
現在、世田谷の映像を中心に探しています。
※詳細は生活工房HP参照

オリジナルのクラフ
トやアート作品を
制作している個人
やグループを募集
します。応募はアー
トフリマ公式HPか
らお願いします。

http://artfleama.net/にて　 8月16
日（必着）　 世田谷アートフリマプロジェク
ト：中根（世田谷233）�☎5430-8539（12:00
〜20:00／火・水曜は不在）
setagaya@artfleama.net

約5分間の作品を繰り返し上映。プロジェク
ションマッピングでお見せします。
無料　 不要、直接会場へ

 初心者・初級者ゴルフ教室

 世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント
ランニングクリニック

9月12日～10月3日　毎週土曜
10:00～12:30（全4回）  総合運動場陸上競技場

千歳温水プール
夏休み特別企画  親子施設探検隊

8月20日（木）
1回目 10:00～12:15　2回目 13:00～15:15

スポーツ教室

イベント

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

関連イベント

関連イベント

穴アーカイブ
8ミリフィルムを探しています。

【募集期間】募集中～8月15日（土）

『ぼくはうちゅうじん』
（文：中川ひろたか／絵：はたこうしろう／アリス館）より

 ジュニアゴルフ教室
9月26日～11月14日　毎週土曜

16:00～17:30（全8回）　成城ゴルフクラブ

  いきいきリズム体操
9月27日（日）、10月11日（日）、25日（日）、

11月15日（日）、29日（日）
13:30～15:00（全5回）  千歳温水プール集会室

  卓球教室
9月1日～10月6日　※除外日あり　毎週火曜
19:00～20:30（全5回）　世田谷小学校体育館

  わくわくサッカー教室
9月5日（土）、19日（土）、26日（土）、10月11日（日）
9:30～11:00（全4回）　池尻小学校第2体育館

  ショートテニス教室
9月5日～10月3日　毎週土曜

19:00～20:30（全5回）　瀬田中学校体育館

  生涯健康づくり体操
9月10日～11月26日　毎週木曜

13:15～14:45（全12回）
総合運動場体育館・第一武道場

ふれあいボウリングスクール
9月5日、19日、10月3日　隔週土曜

10:00～11:30（全3回）　オークラランド

第65回区民体育大会

ＳＵＮＤＡＹ ＭＯＲＮＩＮＧ ＷＯＲＫＳＨＯＰ ＃1
朝のクラフトビールとソーセージ

のワークショップ
8月30日（日）・9月6日（日） 10:00～13:00

※2回完結　生活工房4F

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

7月25日（土）、26日（日）、30日（木）、31日（金）
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

世田谷アートフリマ Vol.24
出展者募集！

［開催日］9月19日（土）・20日（日）
11:00～17:00　生活工房3～5F

夏の子どもワークショップ
2015

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ � 企　 画　 展� � ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
はたこうしろう絵本原画展
「ぼくはうちゅうじん」

開催中～8月21日（金） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

7つの海と手しごとvol.6
「インド洋とスンバ島のヒンギ／ラウ」

8月28日（金）～10月4日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

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（アーチェリー、ゲート
ボール、空手道競技を除く）。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

   幼児運動能力向上クリニック  縄跳びや跳び箱、マット運動、ボールゲーム 等
9月4日、11日　毎週金曜（全2回） 体操未経験者 15:30～16:30、体操経験者 16:45～17:45　総合運動場体育館

年長中心（5〜6歳）　 抽選各40名　 6,000円　 ハガキかFAXで総合運動場体育館
管理事務所（〒157-0074�大蔵4-6-1�☎3417-4276� 3417-1734）へ　 8月10日（必着）

〒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

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/

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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氏名（フリガナ） ③住所 ④電話番号 ⑤生年月日 ⑥学年 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

遊びと学びの子どもプロジェクト2015事業
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