
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

開館時間 = 10:00〜18:00（展覧会入場、ミュージアムショップは17:30まで）　
休館日 = 毎週月曜日（ただし11月4日は開館、翌日休館）

主催 = 公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館    特別協力 = 小松左京ライブラリ    協力 = イオ、大阪芸術大学、日本SF作家クラブ　
後援 = 世田谷区、世田谷区教育委員会

開催中

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   5432-1501  https://www.setagaya-bunka.jp/　
公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団   〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1　   3417-2811  https://www.se-sports.or.jp/ 
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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　
●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー   

本展では、戦後一大ブームとなった横溝正史を
はじめ、日本推理小説〈三大奇書〉のひとつ『黒
死館殺人事件』を書いた小栗虫太郎、日本SF小
説の父・海野十三ら「新青年」の全盛期を支え
た世田谷ゆかりの作家たちを中心に、当館収
蔵のコレクションをお目にかけます。人気コー
ナー「ムットーニのからくり劇場」もお楽しみ
ください。

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）

当館のキッズエリアには作家や編集者による
選書など、様々な絵本があります。一冊の絵本
をもとに、皆さんの「なぜ」「どうして」をゆっく
り語り合いましょう。

幡野雄一（NPO法人アーダコーダ） 他
小学4年生以上どなたでも（大人可）　 抽選

20名　 無料　 hontowa@ardacoda.
com（イベント名、氏名、年齢、電話番号を明記、
連名可）でアーダコーダ事務局へ　 11月3日

（必着）

菅野昭正（世田谷文学館館長）　 抽選150

名　 1,200円（世田谷文学館友の会会員割引
あり）　 往復ハガキ（欄外記入方法参照）で友
の会へ　 11月19日（必着）

「どんな本がいいの？」「読み方は？」など、絵本
の疑問に実演を交えてお答えします。

天野慶（作家）＆まどか（絵本専門士）　 0
才～未就学児　※保護者同伴　 各回抽選10組
20名　 無料　 往復ハガキ（欄外記入方法
参照）で当館どこでも文学館担当へ　

12月4日（必着）

「新青年」と世田谷ゆかりの
作家たち

開催中～2020年4月5日（日）
1階展示室

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 〈ほんとわ〉哲学カフェ
11月10日（日） 14:00～16:00　

1階ライブラリー

11月29日（金） 14:00～16:00　1階文学サロン

世田谷文学館友の会
20周年記念講演「同人雑誌の時代」

『復活の日』『果しなき流れの果に』『日本沈没』『首都消失』ほか、壮大なスケールで
描いたSF大作の数々で、絶大な支持を得ている小松左京（1931-2011）の作品世
界を多彩な資料でご紹介します。「D計画」とは、『日本沈没』の作中で遂行されるプ
ロジェクト名。「D」はディザスター（disaster）＝災害。人類と壮大な宇宙の関係
性を追求し、自然災害や人類が引き起こす戦争など大いなる災いへの危惧を訴え
続けた小松左京の〈文学〉こそ〈D計画〉そのものであったといえるでしょう。

愛用のキャノーラ計算機
『日本沈没』執筆にあたり、「日本列島を沈めるため

にはどれだけエネルギーが必要か」を知るため、
日本列島の重量を計算した。

自宅書斎にて（撮影：乙部順子）

　『日本沈没』小学館文庫 『日本沈没』自筆原稿
（第５章「沈み行く国」）より

　「新青年」昭和5年10月増大号　博文館

小松 京展
─D計画─

『日本沈没』（2006年版）　トーク＆上映会
12月7日（土） 13:00～18:00　1階文学サロン
2006年版の樋口監督、科学監修の巽さんによる記
念トークイベントです。
出樋口真嗣（映画監督）、巽好幸（マグマ学者・神
戸大学海洋底探査センター教授）

150名　 1,000円（完全前売制）　 ローソン
チケット／11月1日（金）10:00より発売　Lコー
ド：32163（ 0570-000-777／当館では取り
扱っておりません）
記念対談「誰も語らなかった小松左京」
12月14日（土） 18:00～19:30　1階文学サロン
コマケン（小松左京研究会）創設メンバーのとりさ

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　

関 連 企 画
んと、とりさんから女版・小松左京の称号を得てい
るヤマザキさんによるスペシャル対談です。
出とり・みき（漫画家）、ヤマザキマリ（漫画家・随
筆家）　 150名　 1,000円（完全前売制）　

ローソンチケット／11月1日（金）10:00より発
売　Lコード：32182（ 0570-000-777／当館
では取り扱っておりません）
朗読会「左京と宇宙をさまよう―戦時少年が

『日本沈没』を書くまで―」
11月16日（土） 13:30～15:45（開場13:00）　
1階文学サロン
出声を楽しむ朗読会（司会・福島勝則　多摩美術大
学名誉教授）　 当日先着150名　 無料

どこでも文学館ワークショップ
もっと絵本を楽しもう

12月18日（水）
①10:30～11:30
②13:30～14:30
1階ライブラリー

平成31年度 文化庁 地域の博物館を中核とした
クラスター形成事業

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～12月22日（日）
　　　　  小松左京展─D計画─　
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500円　小・中学生300→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。

▲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　

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

世田谷文学館iteratureL 〒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）　 https://www.setabun.or.jp/

会員割引対象

2階展示室12月22日開催中〜 日

企 画 展



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。

2019年10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

一般1,100（900）円／65歳以上900（700）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

向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
10/29〜11/3 手仕事なかま展　 ※30日（水）より公開

11/4〜10 楽書展　※6日（水）より公開、5日（火）は休館日

11/12〜17 光淑夫婦展
11/19〜24 Kaoru okada 写真展　二人の時間

※ 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）

〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 5450-9581
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　 3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

展覧会
清川泰次　色・線・形の探求と

デザインへの展開
10月26日（土）～2020年3月15日（日）

展覧会

宮本三郎　風景を描く
10月26日（土）～2020年1月13日（月·祝）

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

10/29〜11/3 第16回赤堤絵画教室作品発表会
世田美27期アート展
等和文化サロン写真教室　第11回写真展
母の遺作展（伊東渥子）〜母の父と子供たちの同時作品展〜

11/4〜10
休館日5日（火） パラオ-日本外交25周年記念特別展示会 写真塾わいわい第14回写真展＆渡邉義之個展

11/12〜17 世田谷区障害者施設アート展 アトリエ・アウトス展
11/19〜24 第33回世田谷美術館友の会会員作品展（20日〜公開）

※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担当まで

《Painting No.1593》1993年

《シャルトル風景》
1939年

森芳雄《山》1957年

休館のお知らせ
向井潤吉アトリエ館は、改修工事のため、
2020年4月17日（金）まで休館いたします。

［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

世 田 谷  美  術  館  分  館

〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　 5483-3836　
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

宮本三郎記念美術館

先着140名　 無料　　
※1は、逐次通訳、手話通訳付　2・3は、手話通訳
付　※1・3は当日14:00から、2は当日14:30から
エントランス・ホールにて整理券を配布
◆美術と演劇のワークショップ「えんげき
のえ」
12月１日（日） 13:00～18:00　 創作室 他

柏木陽（演劇家、NPO法人演劇百貨店代表）、
塚田美紀（本展担当学芸員）　

10歳以上　 先着15名　 10代500円／
20歳以上2､000円　 当館HPの申込フォーム
より、または当館へ電話
◆100円ワークショップ
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00

（随時受付）　創作室
子どもから大人まで誰でもその場で楽しめる簡
単な工作。　

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

森芳雄の新規寄贈作品や
交流のあった同時代の作
家の作品も併せてご紹介
します。小コーナーでは、
版画家・駒井哲郎のモノ
タイプ作品を展示。

出Duo Uchida: 内田万海、内田久己（ピアノ）
［曲目］シューベルト 幻想曲 ヘ短調 作品103/ 
D.940、ラヴェル マ・メール・ロワ、ビゼー 子
供の遊び 作品22 他　 抽選140名　 無料　

往復ハガキ（P2記入方法参照、2名まで可。人
数、名前を明記）で当館へ　 11月4日（消印有
効）　※未就学児入場不可　※詳細HP参照

戦後日本の新しい写真動向を牽引してきた 
奈良原一高（1931－）。本展では、シリーズ

〈スペイン 偉大なる午後〉を中心に、モノクロ
写真約135点を厳選して展覧するとともに、 
勝井三雄（1931－2019）による写真集デザ
インなども紹介します。

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　※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

1レクチャー「熱いまなざし─外国人写真
家はスペインをどう撮ってきたか」（仮称）
11月24日（日） 15:00～17:00（開場14:30）

オラシオ・フェルナンデス（写真史研究者・
キュレーター）
2ミニレクチャー「30分でよくわかる！

『奈良原一高のスペイン』展のポイント」
11月30日（ 土 ）、12月21日（ 土 ）、2020年1
月25日（土）　各日とも15:00～15:30（開場
14:45）

塚田美紀（本展担当学芸員）
3レクチャー「奈良原一高　生と死の交
錯する文明の光景」
12月15日（日） 15:00～16:30（開場14:30） 

蔦谷典子（島根県立美術館主席学芸員）　
1～3いずれも　講堂

◆100円ワークショップ
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00

（随時受付）　創作室
子どもから大人まで誰でもその場で楽
しめる簡単な工作。　
①「チェコトイズ風ウッドビーズスト
ラップ」
②「チェコボタン風ピンバッチ」
※ピンバッチのみ各日先着30名／お一人1個
まで

どなたでも（小さいお子様は保護者の
方がお付き添いください）　 1回100円

■ギャラリートーク
11月16日（土） 11:00～（20分程度）
担当学芸員による作品解説　

無料（観覧料別途）　 事前申込み不要

■ギャラリートーク
10月26日（土）・11月30日（土） 
11:00～（20分程度）
担当学芸員による作品解説　

無料（観覧料別途）　 事前申込み不要

11月16日（土） 14:00～15:00
開催中の展覧会をヒントに選んだ絵本の読みき
かせや、作品鑑賞のコツをお話しします。ぜひ
お子様と一緒にお楽しみください。
出おはなしポケット、三羽の小鳥　 どなたで
も　 無料　※別途、展覧会観覧料が必要です　

事前申込み不要

12月21日（土） 14:30～16:00　1階講座室
出木谷悦子（クロマチックハーモニカ奏者）　

申込先着50名　 1,000円　 往復ハガキ
かメール miyamoto.event@samuseum.
gr.jp（P2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

（受付時間：開館日の10:00〜17:30まで）。　
※詳細HP参照

子どもとおでかけ美術館
ふうけいの おはなし会

音広場「クロマチックハーモニカ 
トーク＆コンサート」

プロムナード・コンサート
Duo Uchida ピアノ4手連弾 リサイタル

12月1日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

ミュージアムコレクション 

森芳雄と仲間たち
開催中～11月24日（日）　2階展示室

《偉大なる午後》〈スペイン　偉大なる午後〉より 
1963年　©Ikko Narahara

次　回　企　画　展 

奈良原一高のスペイン
── 約束の旅

11月23日（土·祝）～2020年1月26日（日）
1階展示室

関 連 企 画

関 連 企 画

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　開催中〜11月10日（日）
　　　　  「チェコ・デザイン100年の旅」展
一般1,100→1,000円　65歳以上900→800円　高校・大学生800→700円　小・中学生500→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

開催中 11.10 1階展示室日

企 画 展

ヴァーツラフ・シュパーラ 小箱
《悪魔》1921年

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵
Collection of The Museum of 

Decorative Arts in Prague

世田谷美術館rtA 〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　 3415-6011　ハローダイヤル 5777-8600　 https://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）

会員割引対象



エッセイストのしまおまほさんとともに、「家
族」について考える展覧会。家族をめぐるエッ
セイや写真家である両親が撮影した写真な
ど、家族にまつわる記憶と記録を展示します。

無料

40年前の1979年夏、日本で初めて、子ど
ものための常設の冒険遊び場「羽根木プレー
パーク」が、世田谷区の羽根木公園の一画に誕
生しました。
本展では、「自分の責任で自由に遊ぶ」を標語に
掲げながら、時代とともに歩んできたプレー
パークの成り立ちを紐解きます。羽根木プ
レーパークの前史、世田谷区・経堂の暗きょ
ではじまった「こども天国」や、場所を移して

再開した「桜丘冒険遊び場」の写真や映像作品、
看板などの資料を遡りながら、誕生前から今に
到る軌跡を“プレーバック”します。　 無料

はじめてのプレーパーク・ツアー
12月20日（金）・21日（土） 11:00～12:30
集合場所：小田急線・梅ヶ丘駅（現地解散）
プレーパーク初心者のためのツアー企画。運営
に携わるプレーワーカーや世話人が羽根木プ
レーパークをご案内します。　※雨天決行

大人・子ども問わずどなたでも　 各日抽
選10名　 500円（保 険 料 込）　 申 込
フォームか往復ハガキ（欄外記入方法参照、希
望日と年齢も明記）で生活工房へ　 12月6日

（必着）

活動内容や情報を発信するために欠かせない
広報の役割について、組織運営の視点も交えな
がら学びます。

［企画進行］（株）世田谷社　［共催］世田谷区生活
文化部 市民活動・生涯現役推進課

【第1回】 「伝わる」広報の基本と
チラシづくりのコツ！

12月3日（火） 19:00～21:30　生活工房5F
【第2回】 みんなの「伝わる」

チラシクリニック！
12月17日（火） 19:00～21:30　生活工房5F

いずれも谷 浩明（杉並区広報専門監／コミュ
ニケーションデザイナー）　 NPOなどの団体
スタッフ・役員　 各回申込先着24名　

各回1,000円（1団体から複数参加の場合、2
人目から半額）　 10月25日10時以降、電話
か 申込フォームで生活工房へ

不登校・ひきこも
り・病気・障害な
ど、何らかの理由
で社会にアクセス
できなくなった
人の孤独の解消を
目指して、分身ロ
ボットの開発をす
すめる「オリィ研
究所」の挑戦についてお話を伺います。

吉藤オリィ（ロボットコミュニケーター）　

10歳～18歳くらいの方　 申込先着90名　
500円　 10月25日10時以降、電話か

申込フォームで生活工房へ

人の生活は古来、火とともにあった――。火と
人が紡いできた物語を、テーマごとに集めた記
録映像から探る連続上映会。

各日当日先着40名　 各日500円（ドリン
ク・資料代）　 不要、当日直接会場へ
■Vol.3「火がつくるもの」
12月21日（土） 14:00～17:00　生活工房4F
上映作品：『茂庭の炭焼き』（1989年／民族文
化映像研究所／32分）、『沼鉄鉱の製錬』（1955
年／西アフリカ／セヌフォ族／エンサイクロペ
ディア・シネマトグラフィカ／9分※写真）など
計10作品

■Vol.4「火に祈る」
12月28日（土） 14:00～17:00　生活工房4F
上映作品：『土と火と水と　バリ島の葬式』

（1988年／国立民族学博物館／21分）、『那智
の扇祭り』（1979年／東京シネマ新社／33分）
など計10作品

デザインリサーチャー・井上耕一氏（1939-）は、アジア山間部での
旅を続けるうち、その土地の人々が西洋的な高い椅子を使わずに生
活していることに気が付きます。両足の裏を地面につけたまま腰を
下ろし、両膝を立ててしゃがみながら休んだり、日常のあらゆる動
作をしている。井上氏はその名もない姿勢を「あの坐り方」と名付け、
均質化された社会の中で失われつつある身体の姿と位置づけます。
以来30年にわたり、アジアとアフリカの数十
カ国を「あの坐り方」を求めて歩き、写真を撮
り続けました。そしてときには、その姿勢の
補助具としての高さ10センチほどの低い腰
かけも収集してきました。
本展では、井上氏による各地の写真200点と
腰かけ30数点を展示。記録映像を交え、歴史
的・建築的観点からの座具や、移動・定住社
会と椅子との関係も見つめながら、旅するよ
うに〈すわる〉を探ります。

関 連 イ ベ ン ト

会員割引対象

エチオピアの携帯用腰かけ

インド、2005年 エチオピア、2006年

 プレーバック、プレーパーク！
遊び場をめぐる冒険

12月14日（土）～2020年1月19日（日）
祝・休日をのぞく月曜休み

※12月29日（日）～1月3日（金）は年末年始休館 
9:00～21:00　３F生活工房ギャラリー

ＮＰＯ・市民活動のためのステップアップ講座
組織づくりのためのヒント／

コツを学ぼう!! 〈広報編〉

次　回　企　画　展 

次 々 回 企 画 展

開設当時の羽根木プレーパーク
©NPO法人プレーパークせたがや

©（公財）下中記念財団

小学生～高校生対象セミナー
分身ロボットOriHimeで

会いにゆく
孤独を消すためのデザイン

12月8日（日） 14:00～16:30　生活工房5F 　

火と人の上映会
生活工房４F

家族って
しまおまほと家族、その記憶と記録

開催中～11月10日（日）
祝・休日をのぞく月曜休み 

9:00～21:00　３F生活工房ギャラリー

企　画　展 

1スライドトーク「人類の移動と
　〈すわる〉を考える」
11月23日（土·祝） 14:00～15:30　
生活工房４F
移動と定住、そして風土とすわり方の関
係について、講師による膨大なフィールド
ワークの写真から探ります。

井上耕一（デザインリサーチャー）　 申
込先着50名　 500円　 10月25日10
時以降、電話か 申込フォームで生活工房
へ
2身体０

ゼロ

ベース運用法
　「〈すわる〉からトレーニングする」
12月1日（日） 13:00～17:00　
生活工房４F
人間本来の身体機能を再発見する試み・身
体0

ゼロ

ベース運用法。今回は様々な〈すわる〉
姿勢をトレーニングしながら、身体の可能
性をひらきます。

安藤隆一郎（アーティスト）　 申込先着
20名　 1,500円　 10月25日10時 以
降、電話か 申込フォームで生活工房へ
3あの坐り方でティーブレイク
11月29日（金）・12月5日（木）　各日14:00
～15:30（入退場自由）　生活工房4F
アジアとアフリカの様々なお茶を、あの坐
り方に挑戦しながらその体勢で味わい、語
らいます。

100円（お茶代、おかわり自由）　 不要、
当日直接会場へ

関 連 企 画

　 無料

2019年10月25日4

―アジアとアフリカの、あの坐り方と低い腰かけ

を する〈すわる〉
12.811.16（土）ー （日）月曜休み　

10:00～18:00（金曜のみ10:00～20:00）
３F生活工房ギャラリー＆生活工房4F

▲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

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

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。

esign 〒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esign 〒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　 https://www.setagaya-ldc.net/生活工房



凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

ライブハウス演奏

ライブハウス演奏

第一次予選（音源審査）を突破したバンドが、ライブハウスで直接対決します！ 
決勝大会にはゲストも登場！どうぞお楽しみに！　　

ライブハウス予選 開催！
第8回 せたがやバンドバトル

◆12/8（日）　三軒茶屋 GRAPEFRUIT MOON

◆2020年2/16（日）　世田谷区民会館◆11/9（土）　下北沢 近松
◆11/10（日）　下北沢 SHELTER
◆11/17（日）　下北沢 BREATH
◆11/23（土·祝）　下北沢 ろくでもない夜
◆11/24（日）　下北沢 CLUB251

第二次予選

最 終 予 選

決 勝 大 会

審
査
員

審査員および観客による審査
・湯川れい子（音楽評論家）
・井上鑑（作編曲家・キーボード奏者）
・鳴瀬喜博（ベーシスト・カシオペア3rd）

©中西多恵子 ©中西多恵子

11/6（水）発売
開始

2019年10月25日 5

杜このみ（演歌歌手）　中澤卓也（演歌歌手）　
瀧川鯉斗（落語家）　三遊亭わん丈（落語家）

天城越え（予定） 他　演目 紙入れ（予定） 他
 1,500円　一般 2,000円　

※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
一般社団法人Network of Music & Art 

Setagaya（せたがや音楽プロジェクト事務局）　
6804-9710

ワークショップで学んだクワイア（合唱団）の成果
発表や、講師の方々のスペシャルステージなど、
ゴスペルハーモニーの美しさや楽しさがホール
いっぱいに響き渡ります。どなたでも気軽に楽し
めるゴスペル音楽。ぜひ会場で体感しませんか！

政治風刺の歌だった「演歌」は、悲恋・心中の人情を
歌う遊芸となり、「艶歌」とも書かれるように。しかし
文化人の間では否定された時代もありました。一方、
落語の「艶話」という男女の色事に関する話は時局柄
ふさわしくないと見なされ、禁演されていたものも。
禁止される時代の中でも、大衆に広まっていった「艶
歌」と「艶話」。その愛された魅力をお届けします。

杜このみ

出発式

中澤卓也

瀧川鯉斗

せたがや和の音楽祭　©武藤奈緒美

三遊亭わん丈

ヴィオラ
小松文（高校2年生）

オーボエ
吉本知世（中学2年生）

コントラバス
鹿内春伽（中学3年生）

©武藤奈緒美

2020年2月11日（火·祝） 14:00　
成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

〈せたがや音楽プロジェクト〉　
～音楽は自由をめざす Vol.6～ 艶歌と艶話

詳細はせたおんホー
ムページや募集チラ
シをご覧ください

「せたがやジュニアオーケストラ
（SJO）」は 池 辺 晋 一 郎 音 楽 監 督
の 提 唱 に より2010年 に 発 足し、
2020年度に10周年を迎えます。
音楽をともに奏でる仲間を募集し
ます。オーケストラの一員となって、
一緒に音楽を創り上げませんか？

心地良い深みのある低音が魅力！
メロディラインも弾いていて楽しいですが、
裏打ちや他楽器と音が絡み合う瞬間が面白
い！綺麗な和音が生まれた時の喜びは大き
いです。SJOに入って趣味の似た友人がた
くさんでき、楽しく演奏しています！

ソロが多くやりがいのある
世界一難しい楽器！ 
中1の時に初めてオーボエを吹きましたが、
私のような初心者でも、同じパートの先輩
や先生が、一から楽器について教えてくだ
さるので安心して演奏できます。学年の壁
もなく、たくさんのお友達ができました！

オーケストラの低音を支える
一番大きな楽器！
一番低い音を出す弦楽器で、オーケストラ
の土台をしっかり支える重要パートです。
少人数ですが、和気あいあいと練習してい
ます。全員で合奏するときが一番楽しいで
す！皆さんのご応募お待ちしております！

【募集パート】全パート　
【応募期間】12月16日（月）～2020年1月31日（金）必着　
【応募資格】

　●世田谷区に在住または在学の高校2年生
　（2020年4月時点）以下であること
　●あいさつができること 他
【選考方法】書類審査、実技オーディション　
※オーディションの日程・内容はパートによって異なります 　　　詳しくはせたおん、またはSJOのホームページをご覧ください

　　　 http://www.s-j-o.jp/

せたがやジュニアオーケストラ  
2020年度 入団員募集！

   ー 2019年度の活動 ー
4月  出発式
7月  台湾・高雄市にて

 交流演奏会「千里音縁」
8月  ～2020カウントダウンコン    

 サート～ せたがや和の音楽祭
 （ヴァイオリン・アンサンブル）

10月  オータムコンサート
11月  27thキネコ国際映画祭　

 Concert for KIDS
3月  第10回定期演奏会

Let's Sing ゴスペル！ワークショップクワイア 
のはらヒロコ　塚本崇瀬　蔵本順　石森扶美子 他

We shall overcome／Oh happy day 他
全席自由　前売 1,500円／当日 1,800円　 　

※未就学児入場不可

生きる救いを求め生まれたゴスペルには、自分を奮い立たせ、なだめ、癒
し、励ます力があります。

「大人数で手を叩きながら歌う音楽よね」と毎年集まってくる参加者の皆
さんは、大人数で声を合わせ手を叩くその体験によって、先にあげた「ゴ
スペル」の力を感じてくださいます。だから涙がでたり笑顔になったり。
ぜひ、会場で共に声を合わせ手を叩き、私たちが持つ底力、生きる力を体
感してください。同じ○○なら唄わにゃ損そん♪

同じ○○なら唄わにゃ損そん♪

11月30日（土） 15:00　世田谷区民会館（東急世田谷線 松陰神社前駅）

Let's Sing ゴスペル！2019コンサート
withワークショップクワイア

ゴスペル音楽に包まれる！

木曜クラス講師：のはらヒロコ

ワークショップ参加者の声♪

歌はヘタでも、大きな
声で楽しく歌いたい！

 魂がゆさぶられる、情熱的なゴスペル音楽に興味
があり参加しました

ゴスペルの前向きな
歌詞が大好きです♪

いろいろな世代の方たち
と、歌で一体感を感じたい ローブを着てステージ

に立ちたい！

ゴスペルは心のデトッ

クス。いつも元気にし

てくれます

台湾交流演奏会

©鈴木義明

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。

音楽事業部 〒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）
FAX 5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 https://www.setagayamusic-pd.com/usic

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515チケットの申込み



12月4日（水）〜8日（日）   シアタートラム
10月29日（火） 19:00・31日（木） 14:00　シアタートラム

『アテネのタイモン』
戯曲リーディング

原作 ウィリアム・シェイクスピア
翻訳・上演台本 河合祥一郎　
演出 野村萬斎　 野村萬斎　万作の会 他

3,100円　一般 3,300円　
高校生以下・U24 一般料金の半額
※高校生以下は購入時要証明書提示　
※未就学児入場不可

本公演に向けて作品の進化＆深化をはかる「戯曲リーディング」。今回
はシェイクスピアの作品の中でも問題作といわれる『アテネのタイモン』
を、河合祥一郎が新たに翻訳、リーディング用に構
成した上演台本をテキストに、芸術監督・野村萬斎
が自ら演出し、上演します。

『ミー・アット・ザ・ズー』

シアタートラム ネクスト・ジェネレーションvol.12
悪い芝居vol.25

作・演出 山崎彬　音楽 岡田太郎　 日比美思　藤原祐規　田中怜子　久保貫太郎　
中西柚貴　潮みか　東直輝　畑中華香　
植田順平　山崎彬

3,200円　一般 3,500円　
高校生以下・U24 一般料
金の半額
※高校生以下は当日要証明書
提示　※未就学児入場不可

次世代を担う新しい才能を発掘する「シアタートラム ネクスト・ジェネレーション」シリー
ズ。12回目となる今回は、脚本家・演出家・俳優の山崎彬が主宰する 悪い芝居 が登場! 

12/4  5   6   7   8

＝収録のため客席内
にカメラが入ります

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

スコットランド女王メアリと
イングランド女王エリザベス
の対立、そして2人の女王を
めぐる男たち。権力を手にす
る者の孤独と、奪い取りた
い者たちの焦燥が、運命の
歯車を大きく回しはじめる。
2020年初頭を飾るにふさわ
しい、華やかにして哀感に
満ちた究極の人間ドラマに
ご期待ください。

『お勢登場』以来3年ぶりとなる、倉持裕×世田谷パブリックシアターの
タッグによる新作現代劇!江戸川乱歩の小説そのものを舞台化するので
はなく、乱歩的美意識やユーモラスでミステリアスな登場人物たちをモ
チーフに、魅力あふれる個性豊かな俳優たちが、蠱惑的な迷宮世界を駆
け巡ります。

2人の女王、メアリとエリザベス
その美貌と誇りは救いか？破滅か？ 倉持裕が、今再び、江戸川乱歩の迷宮世界に挑む! 

『メアリ・スチュアート』 『お勢、断行』

作 フリードリヒ・シラー　
上演台本 スティーブン・スペンダー　
翻訳 安西徹雄　
演出 森新太郎　

長谷川京子　シルビア・グラブ　三浦涼介　吉田栄作／
山本亨　青山達三　青山伊津美　黒田大輔　星智也
池下重大　冨永竜　玲央バルトナー　鈴木崇乃　金松彩夏／
鷲尾真知子　山崎一　藤木孝

 S席（1・2階席） 7,800円　A席（3階席） 4,600円
一般 S席 8,000円　A席 4,800円
高校生以下・U24 各一般料金の半額
※各発売初日は窓口販売なし
※1申込みにつき1公演1席種4枚まで
※高校生以下は購入時要証明書提示　
※未就学児入場不可

原案 江戸川乱歩　作・演出 倉持裕　音楽 斎藤ネコ
倉科カナ　上白石萌歌　江口のりこ　

柳下大　池谷のぶえ　粕谷吉洋　千葉雅子　
大空ゆうひ　正名僕蔵　梶原善

S席（1・2階席） 7,300円　
A席（3階席） 5,300円
一般 S席 7,500円　A席 5,500円
高校生以下・U24 各一般料金の半額
※各発売初日は窓口販売なし
※高校生以下は購入時要証明書提示
※未就学児入場不可

 11/22（金）
一般 11/23（土・祝）

発売
開始

 12/14（土）
一般 12/15（日）

発売
開始2020年 1月27日（月）〜2月16日（日）  

 世田谷パブリックシアター
2020年 2月28日（金）〜3月11日（水）   

世田谷パブリックシアター

藤原祐規山崎彬 日比美思

1/27 28   29   30    31   2/1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

13 00:
14 00:
18 30:

休
演

休
演

休
演

＝視覚障害者のための舞台説明会あり
（無料・要予約  お申込みは世田谷パブリックシアター　　 5432-1526へ）

2/28 29  3/1   2   3   4    5   6   7    8   9   10   11      

14 00:
19 00:

休
演

休
演

＝ポストトークあり
（3/3（火）19:00　出演：倉持裕×野村萬斎／
3/4（水）19:00　出演：上白石萌歌・江口のりこ・
池谷のぶえ・千葉雅子・大空ゆうひ／
3/6（金）19:00　出演：倉科カナ・柳下大・
粕谷吉洋・正名僕蔵・梶原善）
＝収録のため客席内にカメラが入ります
（3/4（水）14:00、19:00の回）
＝視覚障害者のための舞台説明会あり
（無料・要予約  お申込みは世田谷パブリック
シアター　　 5432-1526へ）

10/29 30     31

14 00:
19 00:

休
演

＝ポストトークあり
（登壇者予定：河合祥一郎・野村萬斎）

撮影：山添雄彦

撮影：江森康之
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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。

Theatre世田谷パブリックシアター世 田 谷 パ ブリックシアター 〒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　 https://setagaya-pt.jp/heatre

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＋エッチビイ

2020年1月18日（土） 16:00
世田谷パブリックシアター

古代ギリシャの叙事詩「オデュッセイア」を原典に、前川知大
が挑む、神話的世界とSF的世界。

1997年の劇場開場と同時にスタートし、以
来公演ごとに毎度多彩な顔ぶれが“寄席のに 
ぎわい”をお届けしてきた“てやん亭”シリーズ。 
今回は春風亭昇太、立川談春、林家彦いちを
迎えて、にぎやかにお届けします！

脚本・演出 前川知大　
原典 ホメロス「オデュッセイア」
監修 野村萬斎　

山田裕貴　安井順平　浜田信也　
盛隆二　森下創　大窪人衛／奈緒
清水葉月　村岡希美／仲村トオル

S席（1・2階席） 7,300円　
A席（3階席） 5,300円
一般 S席 ・Sサイド席・S席注釈付
各 7,500円　A席・Aサイド席・A
席 注 釈 付　 各 5,500円　 補 助 席 
7,000円　高校生以下・U24 各一般料金の半額　
※サイド席は、演出の都合上、一部見づらい場面がございます。あらかじ
めご了承ください
※注釈付指定席は、落下防止の手すりが視界に入る可能性がございます
※補助席は、背もたれあり、肘掛なし、座面クッションは薄いものになり
ます　
※補助席はアーツカー
ド会員割引はございま
せん　
※1申込みにつき1公演
4枚まで　
※高校生以下は購入時
要証明書提示　
※未就学児入場不可

春風亭昇太
立川談春　
林家彦いち

 3,800円
一般 4,000円　
高校生以下・
U24 一般料金の
半額
※各発売初日は窓口
販売なし
※高校生以下は購入
時要証明書提示
※未就学児入場不可

『終わりのない』

『爆笑寄席●てやん亭』

10/29 30    31 11/1  2   3   4   5   6    7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17       

14 00:
15 00:
19 00:

休
演

休
演

＝学生団体鑑賞あり

＝貸切公演 ＝追加公演
　＝視覚障害者のための舞台説明会あり（無料・要予約　お申込み
　　は世田谷パブリックシアター　　  5432-1526へ）

＝収録のため客席内にカメラが入ります
　（11/6（水）14:00、19:00の回）

＝ポストトークあり（前川知大×野村萬斎）

初笑いは
世田谷パブリックシアターのてやん亭で！

10月29日（火）〜11月17日（日）   世田谷パブリックシアター

デイ・イン・ザ・シアター 
〜「小さな稽古場」の詩の夕べ編 〜

『フリーステージ2020』参加団体募集！
 12月1日（日）締切。詳細はホームページをご覧ください。

1日限りの
「演劇＆劇場」体験ワークショップ

未就学児
入場不可
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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-イレブンでも受取が可能です。手数料110円／1枚　●先行・割引はチケットセンターまたはオンラインチケット（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。
 電話で ５４３２-１５１５ 10:00～19:00（年末年始除く）  オンラインで （要事前登録・登録料無料） https://setagaya-pt.jp/

凡例　 出演　講 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

Theatre世田谷パブリックシアター世 田 谷 パ ブリックシアター 〒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　 https://setagaya-pt.jp/heatre

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。

TICKET

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（～12月31日）、
2,200円（2020年1月1日より料金改定）
申込：ご希望日の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：ご希望日の前日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
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

せたがやアーツカード会員先行発売・割引対象（前売のみ）　
●登録料・年会費無料  ●対象は世田谷区在住で15歳以上の方  ●オンラインでご予約・ご購入可能

高校生以下割引あり
 （要年齢確認証提示）

シ ア タ ート ラ ム

普段はなかなか入れない、劇場の地下にある
稽古場で、おしゃべりしながら体と頭を使って
遊んでみます。演劇にちょっと触れてみたい！と
いう方、稽古場に入ってみたい！という方、金
曜日の夜だし、ちょっといつもと違う時間を過
ごしてみたいという方、詩を読むのが好きな方
も、詩はよくわからないなぁという方も、どん
な方でも大歓迎です。
日程 11月29日（金）19:00～21:00
場所 世田谷パブリックシアター稽古場
対象 どなたでも　定員 10名　※先着順に受付
参加費 500円　進行役 富永圭一（abofa）
詳細は劇場ホームページをご覧ください

世田谷パブリックシアター 学芸　
5432-1526

世田谷区が商店街に
ヘブンアーティストを派遣し、

商店街のイベントを
さらに盛り上げます！
ぜひご来場ください！

「まちかどコンサート　
イルミネーション点灯式」

11月23日（土・祝） 
15:00～18:00（予定）

会場 烏山区民センター前広場

烏山駅前通り商店街
「三茶クリスマスナイト 
-三茶わんがやってきた-」

三軒茶屋銀座商店街

12月1日（日） 
11:00～17:00（予定）

会場 三軒茶屋ふれあい広場

「三茶ひなまつり」
2020年3月1日（日） 

12:00～17:00（予定）
会場 三軒茶屋ふれあい広場

三軒茶屋銀座商店街
商 店 街
ア ー ト
プロジェクト

演 劇 世田谷シルク第11回公演『青い鳥』12/25（水）〜28（土）

原作 モーリス・メーテルリンク　 翻訳・演出・振付 堀川炎　
佐藤優子　武井希未　堀川炎 他
整理番号付自由席　  4,100円　一般 4,200円／当日 4,500円　学生 3,500円

（世田谷シルクのみ取扱い、当日要証明書提示）　
世田谷シルク　 090-8025-5044（〜12/22）

一般 10/27（日）発売
開始

12/25 26   27   28   

14 00:
19 30:

未就学児入場不可

 11/30（土）
一般 12/1（日）

発売
開始

演 劇 『モジョ ミキボー』12/14（土）〜21（土）

脚本 オーウェン・マカファーティ　翻訳 平川大作　演出 鵜山仁　
浅野雅博　石橋徹郎

 4,800円　一般　前売 5,000円／当日 5,500円　プレビュー公演　
前売 3,500円／当日 4,000円　学生券　前売／当日 3,500円　U15（15歳
まで）　前売／当日 1,000円　リピーター割引 3,500円
※学生券・U15は、前売はカルテットオンライン（ https://www.quartet-online.net/
ticket/mojo-mickybo2019）でのみ取扱い。要事前予約、当日精算時に中学生以上は学生証
提示。プレビューも同額となります　※リピーター割引は、終演後、劇場ロビーでのみ取扱い

イマシバシノアヤウサ　Mail imashibashinoayausa@gmail.com

 10/２５（金）
一般 10/26（土）

発売
開始

12/14    15   16   17   18   19   20   21   

14 00:
15 00:
19 30:
＝プレビュー公演　
＝終演後アフタートークあり

未就学児入場不可

1/24 2/1 25     26   27   28   29   30    31  　2   3   4   5   6   7   8   9   

13 00:
14 00:
17 00:
19 00:

休
演

休
演

＝終演後アフタートークあり

演 劇 『少女仮面』2020年 
1/24（金）〜2/9（日）

作 唐十郎　演出・美術 杉原邦生　
若村麻由美　木崎ゆりあ　大西多摩恵／武谷公雄　

井澤勇貴　水瀬慧人　田中佑弥　大堀こういち
一般 8,000円　U25 5,000円（世田谷パブリックシア

ターチケットセンターでのみ取扱い。枚数限定、当日要証
明書提示）　※アーツカード会員割引なし

トライストーン・エンタテイメント　 3422-7520
（平日12:00〜17:00）

 11/9（土）
一般 11/16（土）

発売
開始



当財団ホームページ
から申込み（要登録）

※�ハガキ・FAX申込みも可
　（別途手数料220円）

世田谷区立総合運動場　
陸上競技場

オープニングイベント
スタンド観覧大募集!

11月23日（土・祝） 10:00～15:00
※9:00受付開始

新しく生まれ変わった陸上競技場スタンドで一
流陸上競技選手の迫力ある『ワザ』を観覧しま
せんか？

区内在住・在勤・
在学の方　

先着500名 　
無料　

スポーツ観戦デー　
JAPANパラバドミントン国際大会

2019
11月17日（日） 9:00～15:00　国立代々木競技場

区内在住・在勤・在学の方　 先着100名　
無料

※試合の進行状況により、終了時間は前後し
ます　

親子スポーツ観戦デー
B.LEAGUE 

2019-20シーズンB1リーグ9節
アルバルク東京VS三遠ネオフェニックス

11月16日（土）、17日（日） 15:05　Tip off　
アリーナ立川立飛

アルバルク東京を応援していただける区内在
住の小学生親子ペア　 各日先着15組30名　

無料

スポーツ教室
東京2020大会1年前記念！

 ポイント10倍キャンペーン中 

わくわくサッカー教室
11月23日（土・祝）、12月7日（土）、

15日（日）、21日（土） 9:30～11:00（全4回）
池尻小学校第2体育館

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　 先着25名　 1,000円

運動と食の講座 
11月26日（火） 10:30～12:00 

千歳温水プール　集会室

健康寿命を延ばすための運動と食について学
ぶ講座です。

制限なし　 先着30名　 無料　

ノルディックウォーキング
11月30日（土） 10:30～12:00 

千歳温水プール　地下１階サンクンガーデン　
※雨天中止

60分間続けて歩ける方　 先着20名　
1,100円　

レディースフットサル
「ビギナーズクラス体験会」

①11月21日（木） ②12月5日（木） 10:00～11:30 
総合運動場 体育館

高校生相当以上の女性でフットサル・サッ
カー未経験者もしくは初心者レベルの方　

各日先着25名　 各回1,500円

ハイキング「静岡県・金時山」
11月30日（土） 6:50　区役所第三庁舎集合

雨天中止

［コースレベル］：中級者向け（★★☆）
［記号の説明］⇒バス　➡徒歩　
［コース］世田谷区役所⇒三軒茶屋⇒首都高4号
線⇒東名高速道路⇒御殿場IC⇒金時神社入口

➡金時神社➡奥の院➡金時神社分岐➡金時山
山頂➡永尾山➡乙女峠➡金時神社入口⇒御殿
場IC⇒東名高速道路⇒首都高４号線⇒三軒茶
屋⇒世田谷区役所 （歩程約4時間）　

18歳以上　 抽選20名 　 5,000円　 11 
月8日（必着）　※昼食（弁当）・水筒、登山靴必
須（物品の貸し出しはありません）

親子スイミングレッスン
11月16日（土） 10:00～11:00　

総合運動場温水プール

幼児（年中・年長）とその保護者　 先着15
組（30名）　 1,100円（別途施設利用料）　

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
■第4期デイタイムテニススクール
月曜コース　11月25日～2020年1月6日
金曜コース　11月22日～2020年1月10日
※初心者から上級者のクラス分けあり

18歳以上　 先着順　 8,000、11,500円
（クラスにより異なる）　
■ゴルフレッスン
①グループレッスン②個人レッスン
4人のプロが初心者にも丁寧に指導します。

①12,500円～②20分2,100円～

大 会（共催事業など）
※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HPまたは各問合せ先へ

その他 第69回区民体育大会
■ショートテニス競技
11月24日（日） 9:00～（午前・午後2部制）　
総合運動場体育館

［種目］①小学生の部（小学3年～6年生） ②親子
の部（Ａ）低学年（小学1年～3年生）（Ｂ）高学年

（小学4年～6年生） ③一般の部（中学生以上） 
④シルバーの部（60歳以上）　
※いずれもダブルス（男女区分無し）

区内在住・在勤・在学者　 ①～④合わせ

て先着200組　 500円／人（小・中学生200
円／人）　 区ショートテニス連盟・高橋

（s-t-setagaya@jcom.home.ne.jp）まで
11月10日（必着）

その他 共催大会
■創立63周年記念フォークダンス大会
11月30日（土） 10:00～　総合運動場体育館

協会会員、賛助会員、ＯＢ、都内在住一般愛
好者　 300円／人　 当日　 区フォーク
ダンス協会・竹ノ内（ 3703-2747）
■AR選手権大会
11月10日・17日・24日（いずれも日曜）
9:00～　総合運動場エアライフル場

区連盟会員及び区内在住・在勤者で競技用 
エアライフル銃の保有者　 500円　 当日

区ライフル射撃連盟・事務局高田（ 3487-
0832） http://setagayarifle.web.fc2.com/
 ■第27回世田谷区少年フェンシング競技
大会
12月1日（日） 10:00～　大蔵第二運動場体育館

区内在住・在学者・協会登録者　 2,000円　
FAXにて必要事項記入の上、区フェンシン 

グ協会（ 3718-8253）へ申込み　
11月25日（必着）

「スポーツ・レクリエーション推進賞」
の募集

あなたの身近な地域で、スポーツ・レクリ
エーションの指導等において陰の力となっ
て活動している方を推薦してください。

［推薦基準］10年以上にわたりスポーツ・レ
クリエーションの振興に尽力し、身近な地
区・地域で陰の力となって活動している方　

［推薦方法］所定の推薦書をスポーツ振興財
団へ郵送または持参（推薦書は、スポーツ振
興財団、スポーツ推進課、総合支所地域振
興課、出張所、図書館等もしくは当財団HP
からダウンロード）

11月20日（必着）

　 総合運動場 3417-4276 3417-1734　 総合運動場温水プール 3417-0017 3417-0013　 千歳温水プール 3789-3911 3789-3912　
　 大蔵第二運動場 3416-1212 3416-1777　問合せ先

申 込
10月25日

9:00スタート 下記必要事項を明記の上、各申込先へ　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

その他
ハガキ・FAX

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  https://www.se-sports.or.jp/

マーク

イ ベ ン ト

ウルトラマンジードがやって
く
る
！

©円谷プロ  ©ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京

模擬店・物産展・協賛企業PRブース
7:00-14:30【中央広場】

地元商店会、群馬県川場村 他1
Event

視覚障害者と伴走者のランニング体験会
10:30-12:30【第二球技場】

2
Event

中央広場 
他

荒天中止

10:30-14:30【第二球技場】

※ 天候等により開催が不明な場合は当日5:30から次の番号でご案内します
0180-991-157（当日のみ自動音声によるご案内）

3
Event

ウルトラマンジードミニショー

パラスポーツ体験会

大会への参加申込は終了しました。

11:40-12:10【中央広場ステージ】
4
Event

駒澤大学、日本大学、日本体育大学（順不同）
区内大学応援団応援合戦
12:10-12:50【中央広場ステージ】

5
Event

食べて、飲ん
で、体感しよ

う！ 応援にきてね♪

入
場
無
料

2019年10月25日8 凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先 再生紙を使用しています

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。


	sj1910_01_nou
	sj1910_02_nou
	sj1910_03_nou
	sj1910_04_nou
	sj1910_05_nou
	sj1910_06_nou
	sj1910_07_nou
	sj1910_08_nou



