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出場する部門（年齢は大会当日を基準とします）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　大会ホームページ  http://www.se-sports.or.jp/246/
●専用郵便振替用紙　配布先：区内総合支所、出張所、まちづくりセンター、区スポーツ推進課（世田谷区民会館内2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15日（月）23:59まで　●専用郵便振替用紙 8月15日（月）

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、
区スポーツ推進課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団　
※上記大会ホームページからダウンロードも可

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

〈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
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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。

ハーフマラソン・健康マラソンともに抽選です

募 集 要 項
参加資格

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」

【総合監修】別府健至 ［経歴］日本体育
大学陸上競技部 前駅伝監督

中学生以上　 抽選200名
7,000円　 当財団HP、ハガキま

たはFAX（4面申込方法参照）でスポー
ツ振興財団へ　 8月22日（必着）

箱根駅伝常連校のランナーと一緒
にトレーニングし、世田谷246
ハーフマラソンでの完走・目標
記録達成を目指します。タイム
トライアルで基準タイムを突破
した方の中から抽選でハーフマ
ラソン出場権を進呈します!

世田谷区立総合運動場陸上競技場
9月10日（土）、17日（土）、
24日（土）、10月8日（土）
10:00〜12:30（全4回）

（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
●制限時間：130分（途中関門 4カ所）
●部　　門：陸連登録者男女、高校生相当〜39歳男女、
　　　　　　40〜59歳男女、60歳以上男女

ハーフマラソン

「世田谷246ハーフマラソン」の魅力
●エリートランナーも出場！　      ●ペースセッター（ランナー）を配置！
●大会オリジナル参加賞を用意！　● 「記録速報」「WEB記録証・完走証」サービス！

次回（8月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

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

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

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場  8:30 Start （荒天中止）

日11月13日開催日

申込期間参加者募集開始!  7月 25日　〜8月15日月 月

※8月初旬より世田谷美術館・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ます
せたがや文化財団広報誌 Vol.18（7月29日発行予定）

世田谷246ハーフマラソン

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。

2kmコース（1周）
5kmコース（2周）
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1951年の渡米を機に、本
格的に抽象表現へと移行し
た清川泰次。線と色面が複
雑に交錯する実験的な作品
の数々をご紹介します。

20世紀写真史に大きな足跡を残したメキ
シコの巨匠、マヌエル・アルバレス・ブラボ
（1902～2002）の国内最大規模の本格的
な回顧展です。

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　※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

■ミニレクチャー「30分でよくわかる！ アル
バレス・ブラボ写真展のポイント」
7月31日（日）、8月20日（土） 各 日15:30～
16:00（開場15:15）　講堂　

塚田美紀（当館学芸員）　 先着140名　
無料

■100円ワークショップ　※詳細は下記を参照

蔵の膨大な作品資料などで振り返ります。
戦争当事者として、被害者でありながら加
害者である日本人の二重性を深く見つめた
小林作品の重要性は、戦後70年を経てます
ます高まっています。初公開となる戦時中の
手記など貴重な自筆資料も交え、敬愛する
師・會津八一との交流や戦争体験によって
培われた、小林正樹の揺るぎない信念と美の
根源に迫ります。

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階文学サロン
協力：平和祈念展示資料館
■関連展示　資料が語る戦争の記憶
8月9日（火）～9月15日（木）
戦争における兵士、戦後強制抑留者、海外か
らの引揚者の体験を実物資料やパネルで展
示紹介します。

『人間の條件』『切腹』『怪談』『化石』『東京裁
判』などで知られる世界的巨匠・小林正樹
（1916～1996）の生涯と全仕事を、監督旧

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/

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー 
8/9〜14 子どもの創造画と大人の油絵展

8/16〜21 母と娘の作品展

8/23〜28 下条孟原画展「沖縄の海」2016
※ 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）

［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
翌平日）、展示替期間　 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 miyamoto.event 
@samuseum.gr.jp（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、ご来館ください（17:30まで）。
※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
宮本三郎の戦後
――再出発と深まる境地への道
8月6日（土）～12月4日（日）

関 連 企 画

世界各地に残る
古代文明や神
話は、美術家た
ちの創造の源泉
となってきまし
た。利根山光人
のマヤの遺跡拓
本をはじめ、ギ
リシャ神話や日
本の古事記な
ど、描かれた神
話の世界をご紹
介します。

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　※企画展チケットでご覧いただけます

田村優弥　［曲目］J.フィラス／チューバ協
奏曲 他　 抽選140名　 無料　 往復ハ
ガキ（P3記入方法参照、2名まで連名可）で当
館へ　 8月22日（消印有効）
※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

「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、イタリアで
美術書・触察本などを長年出版してきた�
シルヴィオ・ザモラーニさんをお迎えします。

シルヴィオ・ザモラーニ（ザモラーニ社代
表）　 先着140名　 700円（障害者とその
介助者は無料）　※逐次通訳付き

成瀬巳喜男、黒澤明の2人の映画人の資料も
ご覧になれます。

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　※企画展チケットで観覧できます（企画展
開催中のみ）

■だれでも文学館
「ことばとからだ」
8月23日（火） 10:30～15:30　文学サロン
からだを動かしながら、五感を研ぎ澄ます体
験プログラムです。ダンサーさんと一緒に、
身体表現を楽しもう！

日本女子体育大学 ダンス・プロデュース
研究部　 小学生　 抽選30名　 無料　

8月2日（必着）

8月9日（火）、10日（水）、11日（木・祝）
13:00～16:00（随時受付・事前申込不要）
紙の貼箱に使われる、
様々な国から集められた
紙の切れ端を貼り合わせ
て、カラフルなワッペン
を作ります。

BOX&NEEDLE　
どなたでも  1回100円

※別途、展覧会観覧料が必要
です（小・中学生は無料）

40歳で迎えた第二
次世界大戦終戦か
ら最晩年に至るま
で、宮本三郎の後
半生における代表
作を展示します。

◆美術館サマースクール　8月24日（水）、31日（水） 各日13:30～15:30　2階展示室 他
収蔵品展「神話の森　美と神々の世界」を鑑賞し、その体験を深める作品づくりを行います。

小学4年生〜中学生　 各日抽選20名　 無料　 当館HP「プログラム＆イベント」申込
フォームより　 8月14日
◆100円ワークショップ
メキシコのおみやげ「ウィチョル族のビーズ細工風ストラップ」

「オトミ族のテナンゴ刺繍風カンバッチ」
7月の毎土曜日、8月の毎金・土曜日 13:00～15:00（随時受付）   創作室
メキシコの美しい伝統民芸品をヒントにカラフルなストラップとカン
バッチを作ります。� どなたでも　 1回100円

夏休み子どもワークショップ 2016

9月4日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
アユや熱帯魚の泳ぐ多摩川の現況を、この
川の生態系を守る活動を続ける「おさかな
ポスト」の代表・山

やまさき

崎充
みつあき

哲さんにお話しい
ただきます。

山崎充哲（NPO法人 おさかなポストの会）
どなたでも　 申込先着50名　 500円

（展覧会観覧料含む）　 下記参照

9月17日（土） 13:30～16:45（開場13:00）
マスカーニ作曲のオペラ「カヴァレリア・
ルスティカーナ」を解説付きでご紹介。

どなたでも　 申込先着50名　 500円
（展覧会観覧料含む）　 下記参照

■戦争の語り部お話し会
8月28日（日） 14:00～15:00

鈴木忠典（元兵士）
9月4日（日） 14:00～15:00

遠藤尚次（抑留体験者）
100名　 無料　 当日先着順

コレクション
を通して作
家たちと時
代との関わり
をご紹介し
ています。戦
中・戦後の日
本を描いた

新収蔵作品を中心にⅡ
清川泰次　
線と色の交錯
8月6日（土）～
12月4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/
展覧会

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　武蔵野の面影を求めて
8月6日（土）～12月4日（日）

展覧会

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
生誕100年

映画監督・小林正樹 展
開催中～9月15日（木）　2階展示室

世 田 谷  美  術  館  分  館

《春叢》
［埼玉県東松山市神戸］

1988年

《假眠》1974年

《日没-59》1959年

《フリーダ・カーロ》1937年頃
　マヌエル・アルバレス・ブラボ・アーカイヴ蔵

ⒸColette Urbajtel / Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

《リュウゼツランの上の窓》1974〜76年

間所（芥川）紗織
《大木にハサマレタ若い神》1956年

●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、次の観覧料は無料です。

※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
期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜7/31 えのちから ―太陽と国― 子ども世界絵画展 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展

8/2〜7 JADIF 第4回 公募作品選抜展

8/9〜14 世田谷世界平和美術展 JAG （日本芸術家協会） 東京小品展

8/16〜21 星の子展　※17日〜公開 子どもの造形絵画教室「絵の寺子屋」教室展　※17日〜公開

8/23〜28 第66回 はたらく消防の写生会
木村恵個展「木村恵登場」
子どもの造形リトピカ作品展　※24日〜公開

提供：芸游会

アルバレス・ブラボ写真展
―メキシコ、静かなる光と時

開催中～8月28日（日）　1階展示室

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■

神話の森　美と神々の世界
開催中～10月23日（日）　2階展示室

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

作家たちの戦中・戦後
開催中～9月15日（木）　1階展示室

プロムナード・コンサート
田村優弥チューバ・リサイタル（仮）
9月4日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

往復ハガキ（P3記入方法参照、年齢も明
記、連名可）で当館イベント係へ　

サマー・ワークショップ
世界の紙で色を咲かせよう！

人ひろば vol.34
「なぜ？ 多摩川に熱帯魚が住めるのか」

音と映像で楽しむクラシック講座 vol.33

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

向井潤吉にとって、
最も身近な取材地
だった武蔵野。
東京、埼玉近郊で
描かれた作品をご
紹介します。

ミュージアム・セッション2016
講演「紙との対話

―触察本ができるまで」
8月3日（水） 14:00～16:00

（受付13:00、開場13:30）　講堂

成瀬巳喜男の文机

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中〜9月15日（木） 
　　　　  生誕100年　映画監督・小林正樹」展
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 割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜 8月28日（日）
　　　　  「アルバレス・ブラボ写真展  ―メキシコ、静かなる光と時」展
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

〒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・休日の場合は翌平日）世田谷美術館 Art

〒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・休日の場合は翌平日）　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館

9月16日（金）から2017年4月21日（金）（予定）まで、全館改修工事のため休館します。



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

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

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
（要年齢確認証提示）
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世田谷パブリックシアター
演 劇 森山開次 『KATANA』10/7（金）～9（日）

北村明子　ドラマトゥルク・ビジュアルアートディレクター   Kim Hak
 3,500円　一般前売  4,000円　高校生以下・U24 3,000円

Office A/LB　☎090-2626-6954

演 劇 『Cross Transit』9/29（木）～
10/2（日）

音  楽  事  業  部  主  催 
発売中

発売中

音 楽

音 楽

宮川彬良のせたがや音楽研究所 #6
～ビートルズなんて

4 4 4

こわくない！～

室内楽シリーズ
ハープとチェロのアンサンブル -吉野直子＆横坂源-

9/22（木・祝） 17:00
世田谷区民会館

10/10（月・祝） 15:00
成城ホール

ビートルズが生み出したハーモニーの足跡をアキラ流にひもときます！
宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　湯川れい子（音楽評論家・作詞家）

INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）
 2,500円　一般 3,000円

日本が世界に誇るハープ奏者吉野直子と、若手チェリストの中でもひときわ際立つ逸材、横坂源と
いう贅沢な組み合わせでお届けします。

吉野直子（ハープ） 横坂源（チェロ）　 F. シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ D.821 他
 3,000円　一般 3,500円

「ステージでうたおう！」合唱団参加者 募集　7/31締切!

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演

シアタートラム
 発　売　中

一般  7/27（水）
発　売
開始日

10/7 8 9

19:30
14:00

230

19:30
15:00

10/19/29

発売中発売中

発売中

7月30日（土） 13:00　世田谷パブリックシアター

8月5日（金）〜11日（木・祝）　シアタートラム

8月13日（土）〜14日（日）　シアタートラム

8月20日（土）〜21日（日）　世田谷パブリックシアター

8月18日（木）〜28日（日）　シアタートラム

8月13日（土）〜14日（日）　世田谷パブリックシアター

開催中 〜7月31日（日）　シアタートラム

作 フィリップ・リドリー
翻訳 小宮山智津子　演出 白井晃

高橋一生　吉高由里子　キムラ緑子
 6,800円　一般 7,000円　

トラムシート 6,000円　
高校生以下・U24 3,500円
※未就学児入場不可 ※4歳～高校生は当日要年齢確認

レディエント・バーミン

せたがやこどもプロジェクト2016 MANSAI◉解体新書その弐拾六「場」

撮影：二石友希

野村萬斎が進行役となり、ゲストとトーク＆パフォーマンス
を繰り広げる人気シリーズ。26回目となる今回は音楽家・
大友良英、医師・稲葉俊郎とともに、アーティストが依って立
つ「場」の潜在的な力とアーティストがどのように向き合ってい
るかを考えます。

野村萬斎　大友良英　稲葉俊郎
 3,800円　一般 4,000円　高校生以下・U24 2,000円

※未就学児入場不可

夏休みは劇場へ遊びにいこう！ 世田谷パブリックシアターがお送りする
こどものための舞台芸術ラインアップ!!

音楽劇『兵士の物語』 朗読劇『この子たちの夏 1945・ヒロシマ  ナガサキ』

演出・振付 近藤良平　音楽 イーゴリ・ストラヴィンスキー　
文 C.F.ラミューズ　翻訳 小宮山智津子　

川口覚　北尾亘　入手杏奈　近藤良平
 おとな 4,800円　おとな 5,000円　こども（４歳～小学生） 

1,000円　親子ペア（おとな1枚＋こども1枚） 5,500円　中～高校
生・U24 2,500円　※4歳未満入場不可

8月13日（土） 14:00☆追加公演／18:00 （小学校高学年以上向け）

ROLLY
8月14日（日） 11:00／14:00 （どなたでも）　 小林顕作

おとな 2,500円　こども（４歳～小学生） 500円　中～高校生・
U24 1,250円　※8月13日は4歳未満入場不可　

手塚治虫　演出 小林顕作　 喜安浩平　
こどもオーディション合格者　遠藤三貴　市川しんぺー

 おとな 4,300円　おとな 4,500円　こども（４歳～中学生） 
2,000円　親子ペア（おとな1枚＋こども1枚） 6,000円　高校生・
U24 2,250円

ネルケプランニング　☎3715-5624（平日11:00～18:00）　

数々の衝撃作を生み出してきた
P.リドリー×白井晃 第5弾。謎の
住宅仲介者から「夢の家」を紹介さ
れた若夫婦…その家に隠された秘
密とは？本邦初演のブラックなコ
メディーを刺激的な顔合わせで。

日野皓正 presents “Jazz for Kids”

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
『お話の森』

キッズ・ミュージカル『ワンサくん』

8月20日（土） 15:00　日野皓正 Quintet Live　 日野皓正 Quintet 他
8月21日（日） 14:00　Dream Jazz Band 12th  Annual Concert

日野皓正　Dream Jazz Band　Special Musicians 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

282627 30 3129

14:00
18:00
19:00

13:00
休
演

7/25

構成・演出 木村光一　 一路真輝　かとうかず子　古村比呂　島田歌穂 
根岸季衣　原日出子　他

 おとな 2,900円　おとな 3,000円　ファミリー割引（保護者同伴
の中学生以下） 1,000円　高校生以下・U24 1,500円

国際演劇協会日本センター　☎3478-2189（平日11:00～17:00）
※未就学児入場不可　　

  8/1（月）
一般  8/6（土）

発売
開始カンパニーデフラクト『フラーク』 Technical Theatre Training Program

舞台技術講座2016
10月15日（土）・16日（日）開催
ボランティアスタッフ募集

10月14日（金）〜16日（日）　世田谷パブリックシアター アートタウン関連企画

フランスを拠点に世界各国で活躍するジャグリングユニット
「カンパニー デフラクト」が待望の来日。ボールと戯れるよう
に、激しく動き回るパフォーマンスは、今までのジャグリング
のイメージを一変させること間違いなしです。

舞台芸術を支えるスタッフを目指す人たち
のための講座を開催します。基本的な知識
と技術を、講座と実技の両面から学ぶ、初
心者のための講座です。詳細はHPへ。
日程  9月29日（木）～10月2日（日）

http://setagaya-pt.jp/ 「ワークショッ
プ・レクチャー」のコーナー　 9月14日（必
着）　 劇場技術部「舞台技術講座」担当　
☎5432-1522

三茶の秋の風物詩である大道芸フェスティ
バル「三茶de大道芸」。ともにフェスティ
バルを盛り上げてくださるボランティアス
タッフを大募集！ 詳細はHPへ。

劇場「アートタウン」担当    ☎5432-1526
http://arttown.jp/

ギヨーム・マルティネ　エリック・ロンジュケル
音楽・ステージマネージャー・出  ダヴィッド・マイヤール

 大人 2,500円／子ども（4歳～高校生） 1,000円
一般 大人 3,000円／子ども・U24 1,500円
※4歳～高校生は当日要年齢確認

10/1415 16

19:30
15:00

撮影：Pierre Morel

世田谷アートタウン2016

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515 ※『この子たちの夏』『ワンサくん』『三茶de大道芸』『舞台技術講座』の は欄内参照

当日券あり
（要事前予約）

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

森山開次
 S席（1・2階席） 5,300円　一般 S席 5,500円　A席（3階席） 4,000円　

オフィスルゥ　☎3413-4172（平日11:00～18:00）

　世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 下記に掲載されていない公演・情報は、世田谷パブリックシアターチケットセンター
へお問合せいただくか、世田谷パブリックシアターのホームページをご覧ください。

会員先行発売・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  ※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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

ハガキ・FAX・メール記入方法

最寄「三軒茶屋」駅　〒154-0004 世田谷区太子堂４-１-１キャロットタワー５F　☎5432-1535 （月〜金曜日：10:00〜18:00）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i c音 楽 事 業 部

世田谷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

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

締切 8月1日（必着）

v 〒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/Theatre世田谷パブリックシアター

お友だちと、家族と、一緒に聴きにき
ませんか？ 毎年大人気の「スペシャル
シート」や「楽器体験コーナー」も開催
します。

まもまく締切です! 応募される方はお早めに!　※詳細はHPまたはチラシをご覧ください

せたがやジュニアオーケストラ
夏のコンサート

第5回せたがやバンドバトル 出場バンド募集

伊藤翔（指揮）　
せたがやジュニアオーケストラ

ベルリオーズ：ラコッツィ行進曲
L.モーツァルト：おもちゃの交響曲
ベートーヴェン：交響曲第1番より 第1楽章 他

500円　    ※未就学児入場可　ひざ上の場合は無料

発売中

●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 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

8月6日（土） 14:00　世田谷区民会館 発売中

現代音楽に必須の電子音響に第一
人者・有馬純寿を招き、最先端の
音楽をお届けします。

中川賢一（お話／演奏）　
有馬純寿（エレクトロニクス）

S.ライヒ：ピアノ・フェイズ 他
全席自由　  2,000円　一般 2,500円　

  ※未就学児入場不可

現代音楽の迷宮へ
ようこそ。Vol.3

中川賢一　現代音楽レクチャー・コンサート

9月17日（土） 17:00　成城ホール

撮影：Shuhei NEZU

発売中

打楽器エンターテイメント集団パーカッション  
パフォーマンス プレイヤーズ（PPP）のスーパー
プレイの数 ！々 大人も子どもも夢中になって楽し
めること間違いなし!

Percussion Performance Players 
秋のスペシャル LIVE！

パーカッション パフォーマンス プレイヤーズ
 2,000円　一般 2,500円  小～中学生（要年齢確認証提示） 

1,000円　    ※未就学児入場不可

9月18日（日） 14:00　世田谷区民会館

♪親子で楽しむミニコンサート♪ 　11:00〜12:00（予定） 
全席自由　一般 1,000円　小学生以下（要年齢確認） 500円　     

遊びと学びの子どもプロジェクト2016事業



　　

2016年7月25日4

男性（高校生以上の方）　 抽選25名
4,000円（2回分）　 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　 9月10日（必着）

かつての街並み
や暮らしぶりが記
録された映像（8
ミリフィルム）を、
地域の共有財と
して 公 開・ 活 用
していくプロジェ
クト。現在、とくに昭和30年代の映像を募集
中。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。

［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

（P3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　※定員になり次第、
受付を終了。また、すでにデジタル化された映像も
募集しています。

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。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

1おはなしいっぱい
8月17日（水） 11:30〜15:00、8月18日（木）・
19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　
2世田谷ロケハンアニメーション in
NHK技研
8月24日（水）・25日（木） 10:00〜17:00

（各1日完結）
［会場／共催］NHK放送技術研究所（砧1-10-
11）
チームでロケハン

（ロケーション・
ハンティングの
略、撮影場所を探
すこと）して、物語
を考えて、実写の
コマ撮りアニメー
ションをつくります。さらにスタジオ収録をし
てアニメーションを紹介するテレビ番組をつ
くり、保護者を招いての上映会を行います。

小柳貴衛（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　 往復ハガキ（P3記入方法参照、希
望日・学校名・学年も明記）で生活工房へ　

8月10日（必着）

1960〜80年代のレコード全盛期。日本人の
多くが聴き親しんだのは、まるでおもちゃの
ような、小さなポータブル・レコード・プレ
イヤーでした。オーディオメーカーだけでな
く、幅広い業種が手がけた製品は、小さなハ
コながら多機能で、高度成長期の日本ならで
はのアイディアが詰め込まれ、デザイン的に
も面白く、フォルムだけでも楽しめるものも
たくさん。本展では、日常の音楽風景を彩っ
たオモシロかわいいプレイヤーを100種以
上展示。持ち主である田口史人氏による解説
とともに紹介します。 無料

［企画制作／ディレクション］田口史人（円盤
／リクロ舎）、軸原ヨウスケ（COCHAE）　

ASUNA+田口史人パフォーマンス
「100 Keyboards + 100 Portable
 Record Players」
8月14日（日） 15:00〜18:00　生活工房4F
2013年より「100 Keyboards」、「100 Toys」
といったキーボードやオモチャを駆使した
ライブを開催しているASUNA氏。今回は
田口史人氏所蔵のポータブル・レコード・プ
レイヤー100台とキーボード100台とのセッ
ション・パフォーマンスを開催します。

ASUNA（音楽家）、田口史人（円盤／リクロ
舎）　 申込先着50名　 1,500円　 電話
かメール（P3記入方法参照）で生活工房へ　

10月4日〜11月15日　毎週火曜 18:00〜
20:00（全7回）  烏山中学校温水プール
②マンボウ水泳教室
10月8日〜2017年5月 原則毎月第2・4土曜 
13:00〜15:00（全14回）　太子堂中学校温
水プール
③ラッコ水泳教室
10月1日〜2017年5月 原則毎月第1・3土曜 
14:00〜16:00（全14回）
玉川中学校温水プール

いずれも軽度の知的障害のある小学生以
上。トイレを使用する際、介助を必要とせず、
教室開催中、付添人の会場待機が可能な方

抽選①10名②20名程度③10名程度
①高校生相当以上4,000円、中学生以下

1,700円②③高校生相当以上8,000円、中学
生以下3,400円　 障害の内容も明記し、ス
ポーツ振興財団へ　 8月19日（必着）※参加
の可否について、事前に個別面談を行います

■ソフトテニス競技  ①8月19日（金）②8
月21日（日）③9月4日（日）④9月19日（月・
祝）⑤9月22日（木・祝）⑥9月25日（日）⑦9月
28日（水） いずれも9:00〜（⑤は13:00〜）
総合運動場テニスコート　［種目］①高校女子
②ミックス③ミックス・ファミリー大会④小
学生個人戦⑤小学生団体戦⑥SG一般・壮年
Ⅱ部・らくらく⑦シニアⅡ部団体戦　 区ソ
フトテニス連盟・山根（〒154-0004 太子堂
5-17-15 ☎3410-7886）へ　 ①②8月1日
③8月4日④⑤8月22日⑥⑦8月25日（必着）
■バドミントン競技  ①8月28日（日）②
9月4日（日）③9月11日（日）① ③9:00〜 ②
11:00〜  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②1,000円／ペア③800円／ペア

区バドミントン協会・安藤（〒157-0074
大蔵5-8-6　☎3415-0692）へ　 ①8月12

日②8月19日③8月26日（必着）
■アーチェリー競技　9月4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4日（日） 9:00〜
総合運動場弓道場

［種目］中学生・高校生・一般
500円　 ハガキ、FAX、メール　 区弓

道連盟・藤田（〒158-0087 玉堤1-3-13-303 
3705-5275）　 8月24日（必着）

■ゲートボール競技（第62回秋季GB大会）
9月8日（木） 9:00〜　総合運動場陸上競技場
※予備日9月9日（金）　 2,000円／チーム

区ゲートボール協会・村石（〒154-0017 
世田谷1-23-3 ☎3439-1108）へ　 8月22日

（必着）
■バスケットボール競技（一般の部）
9月18日（日）〜10月30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21日（日）までに要登録
（HP参照） http://sbba-net.jimdo.com/

区バスケットボール協会・藤田（☎090-
2726-9489）
■軟式野球競技　9月19日（月・祝）〜10
月9日（日）　二子玉川緑地運動場 他

区軟式野球連盟登録チーム　 7,000円
／チーム　 FAX、メール　 事務局・武井 

（ 3416-2985）　 8月9日（必着）
■剣 道 競 技（団体 戦）　9月22日（木・祝） 
9:00〜  総合運動場体育館

個人・団体戦　区在住・在勤・在学・区
連盟会員　 個人700円／人（保険料含） 団
体3,000円　 8月10日までに、要申込　（区
剣道連盟 ☎090-9140-2494 衛藤）
■空手道競技　9月25日（日） 9:00〜
総合運動場体育館 他
※詳細はお問い合わせください　 電話で
区空手道連盟・谷口（☎5787-8284）へ

8月5日（必着）

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
サーンズ・北口（〒156-0044 赤堤4-42-2 ☎
090-9010-2275 3323-8250）　 8月
24日（必着）

軽度の知的障害のある小・中学生で付添者
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17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
17日（必着）

小学4年生以上　 抽選30名　 2,500円
（中学生以下1,500円）　 8月17日（必着）

55歳以上　 抽選50名　 3,000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　 障害の内容も明記し、スポー
ツ振興財団へ　 8月16日（必着）

①烏山短期水泳教室

小学生とその保護者   各回10組20名（抽
選）   無料　 窓口又はFAX（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　 8月1日（必着）

18歳以上　 先着20名　 300円
当日申込　 千歳温水プール管理事務所

（〒156-0055 船橋 7-9-1 ☎3789-3911）へ

①千歳の部　9月7日〜11月9日  毎週水曜
14:00〜15:30（全8回）　※除外日あり　千歳
ゴルフセンター
②成城の部　9月10日〜10月29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　 いずれも
8月16日（必着）

小学3年生〜中学3年生　 抽選14名
12,000円　 8月16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、

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。詳
細はアートフリマ
公式HPをご覧く
ださい。

http://artfleama.net/にて   8月8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

日本独自の服飾である「着物」について理解
を深めるワークショップ。男性にとっては、
縁遠い着物の世界。和装についての文献等
を紐

ひも

解きながら、着物について自分の「好き」
「好み」を活かしながら編集を行う2日間です
（着付け教室ではありません）。

※詳細は生活工房HP参照
［共催］イシス編集学校（ http://es.isis.ne.jp）

森山智子（着物エディター／美容会社SE）

関連イベント

 初心者・初級者ゴルフ教室

障害児（者）水泳教室

第66回 世田谷区民体育大会

千歳温水プール  親子施設探検隊
8月25日（木） 1回目10:00〜12:15
                     2回目13:00〜15:15

 ジュニアゴルフ教室
9月10日〜10月29日　毎週土曜

16:00〜17:30（全8回）　成城ゴルフクラブ

わくわくサッカー教室
9月3日（土）、17日（土）、24日（土）、10月1日（土）
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3日〜10月1日　毎週土曜

19:00〜20:30（全5回）　桜丘中学校体育館

ふれあいボウリングスクール
9月3日、17日、10月1日　隔週土曜

10:00〜11:30（全3回）　オークラランド

Photo：高見知香

男性のための  自分の「好き」を着こなす
着物 編集ワークショップ

9月25日（日）・10月2日（日）
10:00〜12:30　（2回完結）　生活工房4F

夏の子どもワークショップ
2016

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31日（日）、8月1日（月）、5日（金）、

10日（水）、11日（木・祝）、13日（土）、14日（日）
以降の詳細はHP参照　各日14:00〜15:30

（入退場自由）　2F八角堂

スポーツ教室

イベント

卓球教室
9月7日〜10月5日　毎週水曜

19:00〜20:30（全5回）   希望丘小学校体育館

生涯健康づくり体操
9月7日〜12月21日　毎週水曜日 19:00〜20:30
（全12回）   ※除外日あり   世田谷小学校体育館

いきいきリズム体操
9月25日〜11月20日　隔週日曜

13:30〜15:00（全5回）   千歳温水プール集会室

穴アーカイブ：an-archive
8ミリフィルムを探しています。

【募集中】〜7月31日（日）

世田谷アートフリマ vol.26
出展者募集!

【開催日】9月17日（土）・18日（日）
11:00〜17:00　【開催場所】生活工房3〜5F

青空太極拳教室
8月の毎週土曜　9:30〜10:30（受付9:00〜）

千歳温水プール　サンクンガーデン
※雨天中止

大　会
※大会要項・所定の申込書は、一部当財団ＨＰから
ダウンロード可　※詳細は各問合せ先へ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
日本のポータブル・

レコード・プレイヤー展
7月30日（土）〜8月28日（日） 9:00〜20:00

3F生活工房ギャラリー　会期中無休

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

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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/

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2016事業
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