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見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 第２８回　世田谷の書展
■ 十二の旅：感性と経験のイギリス美術 
■ 第３４回　区民元旦あるこう会 
■ 伊丹国際クラフト展「酒器・酒盃台」東京巡回展
■ 地域の物語ワークショップ2009参加者募集
■ オ－ケストラ楽器体験ワ－クショップ参加者募集

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！

須川展也 Nobuya Sugawa
ソプラノ サクソフォン
東京芸術大学卒業。年間100公演をこなす
ソリストであると共に、東京佼成ウインド
オーケストラコンサートマスター、ヤマハ吹奏
楽団常任指揮者。

彦坂眞一郎 Shinichiro Hikosaka
アルト サクソフォン
東京芸術大学大学院修了。現在、桐朋学
園芸術短期大学、上野学園大学講師の
他、「裏サックス」、「火星接近」のメンバーと
しても活動中。

新井靖志 Yasushi Arai　　　
テナー サクソフォン
東京コンセルヴァトワール尚美、ディプロマ
コース卒業。昭和音楽大学及び同短期大
学、長野県小諸高等学校講師を務める。
シエナ・ウインド・オーケストラコンサートマスター。

田中靖人 Yasuto Tanaka
バリトン サクソフォン
国立音楽大学卒業。東京佼成ウインド
オーケストラ アルト・サクソフォン奏者。昭和
音楽大学及び同短期大学講師。

小柳美奈子 Minako Koyanagi
ピアノ
東京芸術大学卒業。「伴奏」のイメージを
変えるアンサンブルピアニスト。須川展也
およびトルヴェール・クヮルテットとのレコー
ディングを重ねているほか、ソロＣＤもリリー
スしている。

2009年１月２５日（日）
14:30開演(14:00開場)
世田谷区民会館
出演　トルヴェール・クヮルテット
　　　　須川展也（ソプラノサクソフォン）
　　　　彦坂眞一郎（アルトサクソフォン）
　　　　新井靖志(テナーサクソフォン）
　　　　田中靖人（バリトンサクソフォン）
　　　小柳美奈子（ピアノ）
曲目　トルヴェールの《惑星》より「彗星」「木星」 ：ホルスト
　　　 「モーツァルトはなべてこうしたもの」：モーツァルト
　　　 「カルメンラプソディ」：ビゼー　他
　　　 　※いずれも長生淳編曲　

Trouvère Quartet

トルヴェール・クヮルテット
1987年に結成した世界的アンサンブル。

’92年東京国際音楽コンクール第２位、第５
回日本吹奏楽アカデミー賞「演奏部門」受賞。
2000年にはオランダでの日蘭国交修好400
年記念演奏会に招かれる。’04年にホルストの
｢惑星｣を長生淳が全く新しく作りかえた
｢トルヴェールの《惑星》｣のCDを、’07年初
夏には新CD｢シャル・ウィ・サックス?｣

をリリースし、大好評を博し
ている。 

世田谷パブリックシアター
チケットセンター

☎５４３２－１５１５　
１０：００～１８：００

（月曜不定休、12月29日~1月3日休）

トルヴェール・クヮルテット 
Ｎｅｗ  Ｙｅａｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ 2 0 0 9

～ i n  ＳＥＴＡＧＡＹＡ～

日本を代表するサクソフォン四重奏団「トルヴェール・
クヮルテット」が初めて世田谷で演奏会を開催。テレビ
番組「徹子の部屋」への出演により、その存在と常識
を超えた演奏技術が日本中の話題となりました。今回
はオリジナルアレンジ「トルヴェールの《惑星》」を含
むプログラムで世田谷に華麗な音色を響かせます。

T r o u v è r e  Q u a r t e t

S u p p o r t  m e m b e r

チケット
発売中

問合せ　音楽事業部
☎５４３２－１５３５　１０：００～１８：００
（月曜定休、12月29日~1月3日休）

今月
の
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トルヴェール・クヮルテット＆小柳美奈子

コンサート開催に
よせて

009年、トルヴェールは結成22年目に
突入します。ますます濃密になったアン

サンブルを世田谷の皆さんにもお楽しみいた
だけることが嬉しいです。５人のアンサンブル
は、まるでオーケストラのようです。たった５人
とは思えないボリューム感、美しい音から
楽しい笑いまでトルヴェールの
魅力満載です。寒さは
これからが本番です
が、ひと足早い春を！
世の中、省エネです
が、トルヴェールは
出し惜しみしません
よ。クラシックで暮
らしよい世の中にな
るようトルヴェールは張
り切っていますので、どう
ぞお楽しみに！
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一般（大学生以上）　　　 ２,０００円
区民・劇場友の会割引　　１,８００円
 　　　　　　　　　　(前売りのみ)
子ども（小学生～高校生）１,０００円
全席自由　未就学児童入場不可



収 蔵 品 展
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この券を受付までお持ちいただく
と、一緒に来館された同伴者全員
が割引料金でご利用になれます。

割　引
引換券

十二の旅：感性と経験のイギリス美術」展
一般1,000円→900円　大・高生・65歳以上800円→700円
中・小生・障害者（一般）500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室　
1月10日（土）～3月1日（日）中学生・小学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。

●世田谷文学館常設展  ●世田谷美術館収蔵品展  ●世田谷美術館分館（3館）

世田谷美術館分館
[開館時間]10:00～18:00（入館は17:30まで）　[休館日]毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）
[料金］一般200（160）円／大・高生150（120）円／中・小生、65歳以上、障害者100（80）円※（　）は20人以上の団体料金

［勤務場所］世田谷美術館（世田谷区砧公園1－2） ［業務内容］監視員業務（受付、お客様の案内、作品の監視など） ［採用予定人数］30名程度
［雇用期間］平成21年4月1日～平成22年3月31日（勤務態様により契約が更新される場合があります。最大4回まで）　
［勤務時間等］9時45分～18時00分のうち6時間30分から7時間30分（土・日曜日・祝日勤務あり） 
※勤務日・勤務時間は勤務表により指定します。※勤務日・曜日等は応相談。  ［勤務日数］月6日～12日程度（展覧会の状況により増減する場合があります。）
［時給］770円 ［交通費］1日1,000円を限度に実費を支給 ［申込方法］『世田谷美術館アルバイト職員採用選考申込書（監視員）』
を下記に送付してください。（書式はホ－ムペ－ジからダウンロ－ドできます）〒157－0075  東京都世田谷区砧公園1－2
世田谷美術館人事担当あて（☎03－3415－6011）（封筒には「監視員アルバイト申込」と朱書きのこと）
［申込締切］平成21年1月15日必着［選考方法］一次選考＝書類選考　二次選考＝一次選考合格者を対象に実施（2月上旬）

世田谷美術館アルバイト職員募集（監視員）　

〠157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415－6011  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（月曜日が休日の場合は翌日）世田谷美術館

企 画 展

十二の旅：感性と経験のイギリス美術
2009年1月10日㈯～3月1日（日）  
1階企画展示室
自然にわけいる旅、人に出会う旅
本展は、タ－ナ－から、ヘンリ－・ム－ア、ホック
二－など19世紀以降の12人のイギリス人作
家を取りあげ、「旅」が彼等にもたらしたもの
を考察しようとする試みです。その旅とは、
単に地理的な移動のみに留まらず、歴史や自
己の記憶をさか
のぼる旅でもあ
ります。この12人
は、日本とも深い
関わりをもってい
ました。本展で
は、日本とイギリ
ス両国の交流を
「旅」をキ－ワ－
ドに読み解いて
いきます。
■￥一般1,000（800）円／大・高生・65歳以上
800（640）円／中・小生・障害者（一般）500
（400）円・（　）内は20名以上の団体料金

■レクチャ－･シリ－ズ
【講演会Ⅰ】「イギリスの風景と美術」
2009年1月18日㈰　
■講桜井武（熊本市現代美術館館長）
【講演会Ⅱ】「ディヴィッド・ナッシュ　木との対
話の日々」　2009年1月25日㈰ 
■講塩田純一（東京都庭園美術館副館長）
【講演会Ⅲ】「アンディ・ゴ－ルズワ－ジ－制作
同行記」　2009年2月1日㈰
■講杉村浩哉（栃木県立美術館特別研究員）
いずれも14：00開演（13：30開場）　■￥無料
／当日先着150名　手話通訳付き。
ワ－クショップ　
■【13番目のぼくの旅～どこにでもいける駅】
どの時代でも、どんな世界にでも、もしも、どこ
へでも行けるとしたら、どこへどんな旅をする
でしょう？ あなただけの「特別な旅」を企画！
2009年2月8日㈰・11日（水・祝）10:30～16:00
創作室ＡＢ

■対小学校4年生～中学生（2日間とも参加で
きる方）／申込先着15名　■￥無料
■申往復ハガキ（欄外記入例参照、学年も明記）
で美術館教育普及担当課へ。または件名を
「どこへでもいける駅」としてinfo@samuse
um.gr.jpまで。兄弟での申し込みは連記可。
発表会（参加者たちの「特別な旅」を劇形式で発表）
2009年2月11日（水・祝） 15:00～16:00 講堂
■￥無料／当日先着150名　■出ワ－クショップ参
加者15名　演出：演劇百貨店
■もうひとつの12の旅
あなたのとっておきの「旅」をエッチング作
品にして、12名の旅の版画集を作ります。
2009年1月10日、17日、24日、31日（全土曜日）
10:30～16:30
■対高校生以上　■￥6,000円（材料費）／抽選
24名 ■申往復ハガキ（欄外記入例参照）で美
術館教育普及担当課へ。または件名を「もう
ひとつの12の旅」としてinfo@samuseum.
gr.jpまで。作品は、2009年2月3日より、当
館地下休憩所にて展示いたします。
■100円ワ－クショップ
オリジナルのタ－タンチェック柄でカンバッチを
作ります。その場で参加することができます。
2009年1月10日～2月28日（毎週土曜日）
13：00～15：00　当館B1無料休憩所
隋時受付　■対小学生～一般　■￥ 1回100円
　

「難波田史男展」　
開催中～2009年2月27日㈮　2階収蔵品展示室
■￥一般200円（160
円）大・高生150円
（120円）中･小生、65
歳以上、障害者（一般）
100円（80円）※（　）内
は20名以上の団体料金

プロムナ－ド・コンサ－ト
狂乱の時代～1920年代をめぐって～

2009年1月31日㈯14：00開演　当館講堂　
ピアノ／戸張勢津子、仕入順子 ナレ－ション

／田並明日香　曲／サティ「スポ－
ツと気晴らし」、プ－ランク「ぞうの
ババ－ル」■￥無料／抽選200名
■申2009年1月19日（消印有効）ま
でに往復ハガキ（欄外記入例参
照）で当館コンサ－ト係へ。ハガキ
1枚につき1名様のみ。

 

2009年1月8日㈭、22日㈭、23日㈮
10：30～16：30（途中昼休み、休憩が入ります）
世田谷美術館1階講堂　■出横尾忠則（画家）
※事前申込等不要。直接会場においで下さい。
■￥無料（途中入退場自由）

宮本三郎記念美術館のイベント

ジョン・コンスタブル《デダムの谷》
1805－17年頃  栃木県立美術館蔵

戸張勢津子

※未就学児は入場不可。開演後の途中入場はご遠慮ください。

板垣鷹穂
『機械と藝術との交流』
岩波書店　1929年

《旅》1972年

©三上亮

世田谷文学館 〠157-0062 世田谷区南烏山1-10-10　☎5374-9111  http://www.setabun.or.jp/
[開館時間]10:00～18:00                               　[休館日]毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）

次 回 企 画 展

第28回 世田谷の書展
2009年1月10日㈯～1月25日㈰ 1階展示室
世田谷区内在住
の日本を代表する
書家の新作を、会
派を超えて一堂
にご覧いただく
またとない機会
です。墨の芸術と世田谷ゆかりの作家たち
の言葉が融合する世界をご堪能ください。
■￥一般200（160）円／大・高生150（120）円
／中・小生100（80）円／65歳以上・障害者
100（80）円 ※（　）内は20名以上の団体料金

■書に親しもう～世田谷の書展鑑賞会
「書」のゆたかな楽しみ方を探してみません
か。作品の見どころをわかりやすく解説しま
す。ご都合の良い日を選んでご参加ください。
①2009年1月14日㈬　■講泉原壽巖（書家）
②2009年1月17日㈯　■講池亀壽泉（書家）
③2009年1月18日㈰　■講後藤俊秋（書家）
※各回とも14:00～15:00
■￥無料（ただし展覧会入場券が必要）／
各回とも当日先着30名

文学館でお正月！
2009年1月4日㈰　1階文学サロン
恒例のお囃子と獅子舞に、この一年の幸を縁
起よく運んでもらいます。そのあとは、真打昇
進で乗りに乗る兼好師匠の落語
で初笑い。盛り沢山の1日です。
喫茶どんぐりでは先着100名様
まで甘酒をサ－ビスします。
1お囃子・獅子舞　13:00～
■￥無料　■出給田小学校こどもばやし
2新春落語会　14:00～
■￥無料　■出三遊亭兼好
3みんなでやってみよう！お正月遊び 15:00～
特製の「巨大いろはかるた」によるかるた大
会、羽根つき、駒回し、福笑いをお楽しみくだ
さい。　■￥無料

土曜ジュニア文学館
■にほんごのおもしろさ「もび ワ－クショップ
『パフォ－マンスにふれよう』」

「え」や「ことば」から
「おと」を探し、また演
奏する「からだ」をあ
そびます。ことばは踊
るもの？音楽はしゃべ

るもの？絵は聞くもの？まるで違うもののよ
うに聞こえる表現の仕方を、パズルのように
つなげることができる「パフォ－マンス」。本
や絵、音楽やダンスが好きな人は集まれ！
2009年2月7日㈯10:30～15:30（参加者は昼
食持参）　2階講義室・1階文学サロン
■講西井夕紀子（もび主宰者）＋もび（音あそび
パフォ－マンスグル－プ） ■対小学生　■￥無料
／抽選20名　■申 2009年1月24日（必着）ま
でに、往復ハガキ（欄外記入例参照、学年も
明記）で当館「ジュニア係」へ

共催事業
■コンサ－ト横笛のひびき「横笛と朗読」
（共催：ミニデイ一歩会）

2009年2月4日㈬13:30～15:30
（13:00開場）1階文学サロン
■出鯉沼廣行（篠笛・能管・朗読）、
金子由美子（篠笛・能管）　
■￥300円／当日先着150名　
■問一歩会・高山（☎3303－5984）

友の会主催講座
■文学・時代劇と歴史事実のはざま
～篤姫の生きた時代から～（全2回）
2009年1月16日㈮・30日㈮14：00～
2階講義室
■講元木光雄（友の会会員）　■￥700円
■申2009年1月7日（必着）までに、往復ハガキ
（欄外記入例参照）で当館友の会へ

関連イベント

第２８回 世田谷文学賞
入賞者発表！

下記入賞者の作品に加え、短歌、俳句、川柳、部門の秀作・佳
作は「文芸せたがや」28号（2009年3月発行予定、税込1,000
円、世田谷文学館で販売。＊通信販売あり）に掲載します。

●　詩　 
●短　歌
●俳　句
●川　柳
●随　筆
●童　話
●小　説
●シナリオ

  （応募者数105）
（応募者数112）
（応募者数174）
（応募者数 59）
（応募者数 84）
（応募者数 42）
（応募者数 57）
（応募者数 10）

一席／壱岐梢　　  二席／岩本重樹　  三席／齋藤久美子、佐藤彰
一席／松本秀三郎  二席／林郁男　　  三席／加藤美幸、小野絵里華
一席／弓削一江　  二席／竹内光江　  三席／辻村弘子、久松洋一
一席／佐々野京子  二席／井上圭子　  三席／安藤紀楽、小川賀世子
一席／横光佑典　  二席／野口健治　  三席／馬場美奈、小田忠生
一席／宮下浩子　  二席／青木実　　  三席／まんたにみわこ、木村秀子
一席／雲藤みやび  二席／大西達也　  三席／小田忠生、大野舞子
一席／新井啓予　  二席／梅原ちづこ  三席／森田敏、哩歩子

（敬称略）応募総数＝643名

関連企画

ショップは17:00まで。
展覧会入場は17:30まで

●あて先は各記事の申込先へ ●重複申込不可●特に条件のある場合は明示します いただいた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・
Eメール記入方法

①行事名（コース） 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

画家の書棚にみる
昭和のブック・デザイン史

宮本三郎文庫より
開催中～2009年3月22日㈰
一万冊にも及ぶ、宮本三郎が収集した本－
「宮本三郎文庫」から戦前・戦
後の美術書を選び出し、展示。
それらのデザインや装丁に注
目し、同時に宮本三郎のインス
ピレ－ションの源泉としての
「本」の魅力に迫ります。

■1月のギャラリートーク
テーマ：「宮本三郎の蔵書」
2009年１月10日㈯１４：００～（３０分程度）
事前申込不要
■「音と映像で楽しむクラシック講座vol.10」
ＣＤ、ＤＶＤで名演の数々を解説付きでご紹
介する、たのしい講座です。
2009年１月１０日㈯１４：００～１８：００（開場１３：３０）
プログラム／フレンツ・レハール作曲「メリー・ウ
ィドウ」（ＤＶＤ）■￥５００円／申込先着５０名
■音広場・冬　ウタウアシブエin音広場
南米・アンデスの葦笛サンポーニャとケーナ
の音色を魅力たっぷりに、ギター、チャランゴ
のトリオでお届けします。
2009年2月14日㈯１９：３０～２１：００（１９：００開場）
■￥１,５００円／申込先着５０名
■出岡田浩安（サンポーニャ、ケーナ）、小林智詠

（ギター）、桑原健一（チャランゴ）

旅とカメラ清川泰次が写した昭和日本紀行
開催中～2009年3月22日㈰
昭和10年代に清川泰次が旅に出
て、日常とは異なる風景との新
鮮な出会いを活写した数々の写
真作品をご紹介いたします。

向井潤吉　生きている民家
－描かれた生活の息吹

開催中～2009年3月22日㈰
失われゆく民家の姿を追いつづけた画家・向井潤吉。
それぞれの風土の中で生きる人々が発する生活
の息づかい。民家の「生きてい
る」姿に込めた、向井潤吉の思
いをたどります。

宮本三郎記念美術館
〠158－0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483－3836

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　☎5450-9581

《風と砂の村》1964年
（昭和39）年

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

■申往復ハガキまたはEメール（欄外記入例参照）で、
宮本三郎記念美術館「ワークショップ」係へ※連記不可
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

 　期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

■展示品の搬入および搬出作業があるため、公開は初日の午後から最終日の16:00までと
なる場合が多いです。■区民ギャラリーについては、当館総務課までお問い合わせ下さい。世田谷美術館 区民ギャラリー

開催中

1/ 4
1/14
1/21

12/28

1/11
1/18
1/25

●関彰宏『何見てんのよ！！』展
●武山まどか展

～

～
～
～

●LEO’S　CHARACTOR
●＠OYP　●オートバイ08'ナカモトマモル作品展

第18回世田谷区民写真展
世田谷区立中学校生徒作品展覧会（13：00～）

世田谷区立小学校図画工作作品展

年末年始休館 １２月29日㈪～1月3日㈯

年末年始休館 １２月29日㈪～1月3日㈯

撮影：清川泰次　昭和15年　大島にて

ＰＣＰＰＰ－ニュ－イヤ－・ヨコオ  
         ～新春の街角的公開制作～

年末年始休館 １２月29日㈪～1月3日㈯

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了
Pieces of the EARTH－
Through the U-MEDiA LENS (7日10:00から公開)
もっとほっと  ガラス展 (12日13:00から公開)
世田谷美術大学13期生
10周年記念作品展 (20日14:00から公開)

1/ 6～

1/12～

1/20～

1/11

1/18

1/25

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー



3 ★凡例　■対象　■料金　■出演　■講師　■締切　■参加・申し込み方法　■お問い合せ対 出 締 申 問講￥

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）
2F ギャラリーカフェくりっく 入場

無料
三茶風景（さんちゃふうけい）

2009/1/11㈰～2/7㈯ 花に魅せられて…
Trois 押し花展　

開催中～2009/1/10㈯

世田谷文化生活
情報センター 生活工房 〠154－0004 世田谷区太子堂4－1－1キャロットタワー　☎5432－1543　　5432－1559   

http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/

会場 定員 共催生活工房5Ｆ 　　　各講座とも14名 　　　ソニーマーケティング株式会社　

時　間 一般料金（税込み）講　座　名 日　程2009年の幕開け。今年こそ、パソコン、写真、ビ
デオをマスターしたい。そんな方に無料体験セ
ミナーや、基礎講座など多数ご用意しました。
※機材はセミナー会場に準備しています。

企 画 展

【無料】ビデオ編集を体験しよう（PremiereElements4使用）
★写真加工入門（PhotoshopElements6使用）
★自分の写真で写真集をつくろう（オリジナル写真集作成）
★デジタルカメラの撮り方入門（人物のいきいきとした表情を撮ろう）
【無料】初めての音楽ダウンロード
★はじめてみよう！一眼レフカメラ（デジタル一眼レフカメラの撮り方入門①）
★カメラの基本を学ぼう（デジタル一眼レフカメラの撮り方入門②）
★パソコンをもっと楽しむ・写真・ビデオ・音楽ソフトの体験
　（ＶＡＩＯオリジナルソフト体験）
★かんたんビデオ編集を体験しよう（ショートムービー作成）

14：30－16：00
10：30－12：00
13：30－16：30
10：30－12：30
14：00－16：00
10：30－12：00
13：30－15：00
10：30-12：00

13：30-15：00

1/21㈬
1/22㈭
1/22㈭
1/23㈮
1/23㈮
1/24㈯
1/24㈯
1/25㈰

1/25㈰

無料体験講座
¥3,150
¥6,300
¥2,100
無料体験講座
¥2,100
¥2,100
¥2,625

¥2,625

内容に関しての問合せ･申込みは
ソニーマーケティング株式会社
☎0570－075－111(一般／携帯電話)　
☎5789－3493（IP電話／PHS）10：00～18：00　
http://www.sony.co.jp/ITEseminar/

★印はお申込時に住所で判断して世田谷区民の方
    は特別料金（525円割引：税込み）になります。

※電話がつながらない時は時間をおいておかけ直し下さい。

ITエンターテインメントセミナーin世田谷1月のご案内

中学生ハイブリッドカー教室
報告展2008    

中学生たちがハイブリッド車や電気フォー
ミュラカーについて体験学習した様子をパ
ネルなどで紹介。
開催中～2009年1月7日㈬　9：00～20：00（最終日
は17：00まで）　３Ｆ生活工房ギャラリー　■￥無料　

「世田谷でみかけた書体」展
お店の看板を見て、そこに使用されている
書体名をズバリ言い当てることができます
か？　本展では、書体デザイナーの竹下直幸
さんが世田谷の街を
隅々までフィールドワー
クして撮影した商店看
板や案内板を、使用書体
別にざっくばらんに紹
介。「世田谷の街」を
「書体」というフィルタ
ーで透かし見ます。
2009年１月10日㈯～２月１日㈰　
9：00～20：00（最終日は17：00まで）　
３Ｆ生活工房ギャラリー　■￥無料

書体デザイナー竹下氏による、世田谷でのフィ
ールドワークを追体験するトーク企画。
2009年1月18日㈰　15：00～17：00　生活
工房５Ｆ　■講竹下直幸　■￥無料／電話申込
先着30名　■申電話で生活工房へ

伊丹国際クラフト展　
「酒器・酒盃台」東京巡回展

伊丹市工芸センターが国際的に公募したクラフト
展です。清酒発祥の地・伊丹ならではの「酒器・酒盃
台」をテーマに、99名の作品528点が選出されまし
た。現代の人々にとって魅力ある
酒の場を提供する、創造性あふれ
る作品を通じて、日本の酒文化の
奥深さを感じてください。
2009年1月17日㈯～31日㈯　
11：00～19：00（最終日は17：00
まで）　生活工房４Ｆ　■￥無料　

関連イベント
■大人のものづくりワークショップ
「お酒をおくる～おもてなしの紙あそび」
2009年1月24日㈯、25日㈰　各回13：00～
17：00　生活工房４Ｆ　■講井上由季子（グラ

フィック工芸家）　■￥3,000円（材料費込み）
／抽選18名（20歳以上）　■申年齢明記の
上、1月14日（必着）までに、往復ハガキ（2面
欄外記入例参照）で生活工房へ

豊かなことばの世界
暮らしを豊かにするための少人数セミナー。
1朗読講座　基礎からより豊かな表現力ま
でを目指します。
①2月5、12、19、26日㈭　各回13：30～15：30
■講森川靄子（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：遠藤周作著「本物の落語家」
②2月11、18、25日、3月4日㈬　各回13：30～
15：30　■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター）
朗読作品：新美南吉著「手袋を買いに」
2実践！話しことば講座「分かりやすく話し、伝
える力を高める」
2月5、12、19、26日㈭　各回19：00～21：00
■講蕪木弘道（ＮＨＫ日本語センター）
12とも生活工房5Ｆ　■￥ 20,000円（4回分）
／電話申込先着15名　※世田谷区民は
18,000円　■問■申（財）ＮＨＫ放送研修センター
☎3415－7121（受付時間9：00～18：00）
URL／http://www.nhk-cti.jp/

市民活動のための
エクセル講座

エクセルの達人から“目からウロ
コ”の活用術を楽しく学びます。詳
細は生活工房ＨＰ参照。
1講義編　２月３日㈫　14：00～17：00 
2実技編（「講義編」受講者のみ受講可）
２月10日㈫　14：00～17：00　 
12とも生活工房５Ｆ　■対区内で活動する福
祉団体、ＮＰＯ等　■講田中亨　■￥1のみ参加
1,500円／ＦＡＸ申込先着60名、12両日参
加3,000円／ＦＡＸ申込先着30名　■申受講日
明記の上、1月７日㈬以降専用ＦＡＸ用紙で生
活工房へ（用紙はHPよりダウンロード）

関連トークイベント

［期間］2009年５月～2010年4月のうちの4週間（1
企画につき。募集要項にて詳細日程を記します）
［会場］キャロットタワー2Ｆ「カフェくりっく」壁面
■対指定時間内に展示物の搬入・搬出及び設営・撤
収ができる方（団体可）。壁面に展示できない作品
は不可
■￥１企画10,000円　［定員］12組（抽選）
■申 2009年1月20日（必着）までに生活工房「ギャ
ラリーカフェくりっく展示作品募集」係へハガキで
応募要項を請求してください。請求後申込書、募
集要項を発送します。2月20日（必着）までに申込
書に作品の写真を数点添えて同係へ郵送。抽選結
果は3月上旬に通知

大賞「オスミツキ」

人気の「カフェくりっく」の
壁面ギャラリーに
あなたの作品を飾ってみませんか

募集

「道界」撮影地／奥沢

スポーツ・
レクリエーション世田谷区スポーツ振興財団 〠157－0074 世田谷区大蔵4－6－1 区立総合運動場温水プール2Ｆ　

☎3417－2811 　3417－2813  http://www.se-sports.or.jp/

各種スポーツ教室　
1初心者・初級者テニス
２００９年２月７日～３月１４日　毎週土曜 
１５：００～１７：００　総合運動場テニスコート　
■対高校生以上～５９歳　
■￥３，０００円（全６回）／抽選２０名   
2ジュニアテニス
２００９年２月７日～３月１４日　毎週土曜　
１５：００～１７：００　総合運動場テニスコート　
■対中学生　■￥１，２００円（全６回）／抽選２０名
3シルバーテニス
２００９年２月７日～３月１４日　毎週土曜　
１５：００～１７：００　総合運動場テニスコート　
■対60歳以上　■￥３，０００円（全６回）／抽選40名
4初・中級者水泳
２００９年２月１０日～３月２４日　毎週火曜　
１８：３０～２０：００　玉川中学校温水プール　
■対高校生以上　■￥４，２００円（全７回）／抽選３０名
5初級者･中級者スキー（菅平高原）
２００９年２月２０日㈮～２３日㈪　※２０日18：30
区役所集合予定　■対１８歳以上で初級者の方
からパラレルターンを目指す方　■￥３９,０００円

（バス・宿泊・食事代、保険料等を含む）／抽選
４０名　※レンタルスキー、リフト代は自己負
担
■締1～4２００９年１月１６日（必着）5２００９年
１月２６日（必着）■申ハガキまたはＦＡＸ（２面欄
外記入例参照・参加希望種目、年齢、学年、性
別も記入）でスポーツ振興財団へ

　めざせトップアスリ－ト
元プロ選手や現役スイマーに技術を教えて
もらえるチャンスです！
1野球クリニック
２００９年1月25日㈰　１3：００～15：００　玉川中
学校　■講阿波野 秀幸（元プロ野球選手）
2水泳クリニック
２００９年２月８日㈰　１４：００～１６：００　総合運
動場温水プール ■講原 英晃（２００ｍ自由形元
日本記録保持者）
12ともに■対小学４～６年生（保護者同伴）　
■￥５００円／1抽選６０名2抽選４０名（２５ｍ以
上泳げる方）　■締1２００９年１月９日2２００９年
１月２３日（いずれも必着）　■申ハガキまたは
ＦＡＸ（２面欄外記入例参照、参加希望種目、
学年も明記）で、スポーツ振興財団へ

　　第１８回　世田谷区小学生
ドッジボール大会

２００９年３月８日㈰ ８：３０～　総合運動場体育館
［種目］①高学年②低学年 ※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。■対区内
在住・在学の小学生
／抽選６０チーム
■￥１チーム２，０００円
■締２００９年１月１９日(必着)　 
■申ハガキまたはＦＡＸ（２面欄外記入例参照、
種目、チーム名と所属も明記）でスポーツ振
興財団へ　※代表者会議を２００９年２月１７日
㈫に開催予定(参加チームには後日通知)。

　　障害児わくわくサッカー教室
２００９年１月２４日、２月７日・２１日、３月７日　隔週土
曜　９：３０～１１：３０　池尻小学校第２体育館　■講ＦＣ
東京コーチ　■対軽度の知的障害のある小・中学生
で原則付き添い者の同伴が可能な方　■￥１，０００円
（全4回）／抽選２０名　■締２００９年１月１３日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（２面欄外記入例参照、学年、
性別、障害の内容も明記）でスポーツ振興財団へ

第４６回　寒稽古明け
新人剣道大会

２００９年２月１１日(水・祝) ９：００～
総合運動場体育館　
［種目］個人戦のみ①小学生②中学生男女③
一般男女（高校生以上）
■対区内在住・在勤・在学者および区連盟登録者
で初段以下の方
■￥１，０００円　■締２００９年１月１３日(必着) ■申■問
所定の申込書に記入の上、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世田谷区剣道連盟　
☎０９０－１７６２－２４９４）へ

温水プールのお正月特別営業
２００９年１月１日(木・祝)～３日㈯　９：００～１７：００
総合運動温水プール、千歳温水プールはお正月
も営業します。※千歳温水プールはトレーニン
グルーム・健康運動室もご利用いただけます。
※１２月２９日㈪～３１日㈬は休館いたします。

～　お　し　ら　せ　～
千歳温水プールは、施設整備のため、
２００９年１月１３日㈫～２２日㈭まで休業します。

はホームページからも申込可能

1卓球大会

※荒天・降雪の場合は中止。
※参加者全員に参加賞（干支の根付）とおしるこの
サービスがあります。

集合場所 集合時間 歩行距離

約 ７キロ

約 5キロ

約 5キロ

約 5キロ

約 6キロ

約 2.5キロ

約 5キロ

９：１０

１０：００

９：５０

９：４０

９：40

10：40

10：00

新しい年の幕あけ！
家族そろって総合運動場まで歩きませんか。第３４回　区民元旦あるこう会

第58回　区民体育大会

２００９年２月１日㈰　９：００～　総合運動場体育館　
［種目］中学生、高校生、一般（年齢制限なし）、４０代、５０代、６０代、７０代以上 ※全て男女別
■￥２００円（中学生１００円）　■締２００９年１月１６日（必着）　■申所定の申込書に参加費を添えて区卓
球連盟・小池（〒１５８－００８２　等々力８－２６－２５　☎３７０１－７６８４　卓球会館内）へ郵送または持参

２００９年２月１５日㈰　９：００～　総合運動場エアーライフル場　
［種目］ビームライフル■対中学生以上で連盟会員及び区内在住、在勤、在学者。大学の射撃
部やグループでの参加は不可。■￥無料／抽選１８名■締２009年2月８日（必着）　■申往復ハガ
キで区ライフル射撃連盟（〒１５６－００４５　世田谷区桜上水１－２２－５　桜上水一郵便局留　
世田谷区ライフル射撃連盟宛）へ　■問区ライフル射撃連盟・佐田　☎５４７７－６２６２（１０：００
～２０：００）
※所定の申込書はスポーツ振興財団、総合運動場体育館管理事務所、スポーツ振興課にお
いてあります。（ホ－ムペ－ジからのダウンロ－ド可）

世田谷公園噴水横（池尻１－５）

世田谷区役所第１庁舎前広場（世田谷４－２１）

駒沢公園体育館前（駒沢公園１－１）

羽根木公園テニスコート前（代田４－３８）

芦花恒春園環八沿い（粕谷１－２５）

砧総合支所前（成城６－3）

玉川総合支所前（等々力３－４）

2ライフル射撃大会

２００９年１月１日（木・祝）
■￥無料　■申当日直接集合場所へ

年末年始休館 １２月29日㈪～1月3日㈯



　［問］劇場／学芸

音 楽 事 業 部
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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

前売チケット情報 世田谷パブリックシアター
チケットセンター

チケットの
お 申 込

※世田谷区民割引・先行予約は
　劇場チケットセンターで前売のみ取扱い☎5432-1515 10：00～18：00・月曜不定休・年末年始休

オンラインチケット http://setagaya-pt.jp http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録） PC 携帯

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー5階  ☎5432-1526  　5432-1559
PC　http://setagaya-pt.jp　携帯　http://setagaya-pt.jp/m　

世田谷パブリックシアター
12/25～2009/1/31

2512/シアタースケジュール

シアタートラム

26 2 3 4 5 6 9 107 8 12 1311 15 16 17 1814 20 21 22 2319 25 26 2724 2928 313027 28 29 30 31 11/

１２／２９（月）～１／３（土）
休 館 日

『冬の絵空』 ２/１（日）までKERA･MAP『あれから』
■問キューブ 5485－8886

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階　※10：00～18：00　月曜定休　
☎5432-1535 　 5432-1536   http://www.setagayamusic-pd.com/

公演詳細情報はホームページをご覧いただくか、劇場までお問い合せください。

出演

全席
自由

チケット
1月９日
発売開始

チケット
発売中

せたがやＭｕｓｉｃコレクション
2009年３月８日（日）15:00開演　北沢タウンホール

ブラスバンドの軽快・勇壮なリズムと
共にブラスの名曲をお楽しみください！

2009年３月１日㈰14:00開演　玉川区民会館

海外の劇場のあり方を出発点に、劇場空間が持ち得る可能性について考えます（全４回）。
 ①2009/1/10（土）14時～　②1/22（木）19時～　③1/27（火）19時～ ④1/31(土）14時～　
■講①佐伯隆幸　②谷川道子　③青野智子　④八角聡仁  ■￥各回1,500円　4回5,000円

未就学児童入場不可　

大谷康子（ヴァイオリン）、齋藤真知亜（ヴァイオリン）
百武由紀(ヴィオラ）、苅田雅治（チェロ）

出演

一般（大学生以上）        2,000円
区民・劇場友の会割引      1,800円(前売りのみ)
子ども（小学生～高校生）1,000円

全席
自由

全席
自由

一般（小学生以上）　　 １,８００円
区民・劇場友の会割引　１,５００円
　(前売りのみ)

ゲスト

レクチャー『劇場における公共性―劇場空間の可能性』

年齢、性別、職業を越えたあたらしい仲間と一緒に｢地域
の人や出来事｣を取材し、その様子や感じたことをエン
ゲキで表現します。最終日にはシアタートラムで発表
会。みんなの“オリジナル”カフェやエンゲキが劇場に出
現します。経験不問。参加者募集中！

■申各締切日までに、①住所②氏名（ふりがな）③電話番号
④生年月日⑤メールアドレス⑥希望コース⑦ひとこと(広
報支援隊希望の方はどんなことをやってみたいか)を書い
て、郵送かファクシミリ、または、劇場ＨＰから。※応募者多
数の場合は抽選。結果は全員にお知らせします。
■問劇場「地域の物語」担当

未就学児童
入場不可

一般（小学生以上）　３,０００円
区民割引　　　　　２,５００円(前売りのみ)
劇場友の会割引　　２,０００円(前売りのみ)

‘50年～‘60年代
のヒット曲をお届
けします。

苅田雅治と仲間たち
～クヮトロ・ピアチェーリ 演奏会～

せたがやの
演奏家シリ

ーズ
Ｖｏｌ.
２ 

企画・監修：池辺晋一郎　実施場所：区内各施設
■対区内在住・在学の小学生から高校２年生、毎回自主的に通える人。
■￥20,000円～30,000円（楽器種別、楽器貸代により異なる）／80名程度　※選考あり
※詳細はホームページの募集要項をご覧ください。　■問音楽事業部

参加者
募集!

世田谷区民割引 一般料金世田谷パブリックシアター

シアタートラム

公演名・上演期間

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

その他 お問い合せ発売開始

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定　●子ども料金は特別な記載が無い限り、4歳以上中学生以下　●車椅子スペースのご案内（定員有・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：ご希望日の前日までに劇場チケットセンターへ　●託児サービス　生後6ヶ月～9歳未満対象料金：2,000円　申込：ご希望日の3日前の正午までに☎5432-1530へ　
●TSSS（TOYOTA Student Support at Setagaya）はトヨタ自動車株式会社が提供する学生向けサービスです。世田谷パブリックシアター主催公演のチケットが一般の半額料金でお求めにな
れます（要事前登録、枚数限定）　※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。

『ピランデッロのヘンリー四世』
●世田谷区民  12/27（土） 4,700円 　
●一般　2009/1/10（土）  5，０００円　未就学児童入場不可 ■劇場問

サスペンデッズ 『片手の鳴る音』　
２００９/１/２４（土）・２５（日）

toi presents 『四色の色鉛筆があれば』　
２００９/１/２７（火）・２８（水）

エビビモ pro. 『エビビモ』　２００９/１/３１（土）・２/１（日）

大駱駝艦
☎０４２２－２１－４９８４

A ３，０００円（自由／3階）
未就学児童入場不可　

大駱駝艦・麿赤兒公演『シンフォニー・M』
２００９/２/19（木）～22（日） S 4，300円 S 4，500円

ほか

オペラシアター
こんにゃく座

☎０４４－９３０－１７２０

Aペアシート １１，０００円　
こんにゃくシート（3階）４，０００円
学生（3階）2,000円

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『ネズミの涙』 ２００９/２/12（木）～15（日） A 5，700円 A 6，000円

ほか

4，700円 劇　　場

劇　　場

劇　　場

キューブ☎５４８５－８８８６
（平日12時～18時）

A ８，0００円　プレミアムシート １１，０００円
未就学児童入場不可

区民割引は
ございません

S 9，000円
ほか２００９/１/１２（月・祝）～２/１（日）『冬の絵空』

ペアチケット ９，０００円
未就学児童入場不可

３劇団セット券　６，０００円　
未就学児童入場不可　

5，000円
ほか２００９/２/５（木）～７（土）

ピーピング･トム『Le Sous Sol/土の下』
BATIK『another BATIK』
●世田谷区民  2009/1/14（水） 3,900円 　
●一般　2009/1/15（木）  A 4，０００円  B 3，5００円　学割はハイウッドのみ取扱　

未就学児童入場不可■ハイウッド　3320－7217問

２００９/3/26（木）～29（日）

●世田谷区民  2009/1/23（金） 区民割引はございません
●一般　2009/1/24（土）  S ９，０００円　A ７，５００円　ギャラリーシート　３，０００円

未就学児童入場不可■イープラス　０５７０－０６－９９３９問

２００９/4/2（木）～5（日）

『キサラギ』
●世田谷区民  2009/1/24（土） 区民割引はございません
●一般　2009/1/25（日）  7，5００円　

未就学児童入場不可■チケットスペース　3234－9999問

２００９/4/9（木）～19（日）

２００９/2/12（木）～3/1（日）

シアタートラム ネクスト･ジェネレーション vol.1

２，３００円 ２，５００円

２，３００円 ２，５００円

２，３００円 ２，５００円

Ａ ５，０００円　Ｂ ３，０００円
未就学児童入場不可　『春琴 shun-kin』 ２００９/3/5（木）～16（月） S 7，200円 S 7，500円

ほか

TOKYOドラマフェスタvol.１０
『第５０回東京私立中学高等学校演劇発表会』（入場無料）※託児サービスなし

シアタートラム
ネクスト･

ジェネレーション
vol.1

『片手の鳴る音』

『四色の色鉛筆があれば』

『エビビモ』
２/１（日）まで

※未就学児童はご参加いただけません。対象など詳細は、
劇場ＨＰをご覧ください。1/3はお休みです。

■世田谷区民 400円　一般 500円
子ども 300円／定員各回20名　10：00～12：00
■劇場チケットセンターにて受付　■劇場

￥

申 問

土曜劇場
プレイ・パーク

初春も
「プレイ・パーク」で
ポッカポカ！

2009年1月～3月のプログラム

ブラス！ビバ・ブラス！
美歌 沢木順

安島洋一(指揮）
世田谷区民吹奏楽団

本谷美加子(オカリナ）

2009年３月７日㈯15:30開演　北沢タウンホール

☎5432－1515 チケット申込

年末年始休館 １２月29日㈪～1月3日㈯

ちびっこ ジュニア
対　　象

実施期間

使用楽器

小学校５年生～高校２年生

2009年3月～6月の週末２０回程度
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ダブルベース、
オーボエ、フルート、クラリネット、バスーン、

トランペット、トロンボーン、ホルン、パーカッション

小学校1年生～４年生

2009年3月～6月の週末１０回程度

弦楽器、木管楽器、打楽器より
数パート

(いずれも2008年12月現在)

2009年6月21日㈰の
ファミリーコンサートで
発表演奏しよう！
毎週日曜日を
中心に開催します！

ジュニア＆ちびっこオーケストラ
楽器体験
ワークショップ

世田谷パブリックシアター アルバイト募集                                                                               【勤務内容】劇場客席案内業務（お客様を客席に案内する立ち仕事中心） 
【勤務日数】月16日以内 【勤務時間】公演日時にあわせたシフト制。目安として、昼の公演時は12時～17時頃、夜の公演時は16時～22時頃
【時給】850円（研修期間中は800円）※交通費別。 【契約期間】2009年1月から長期希望 【募集対象】18才以上（高校生を除く）
【募集人数】若干名 【選考方法】1次＝書類選考、2次＝面接【応募方法】履歴書（写真をはり、勤務可能日・時間帯、志望動機を明記）を、
2009年1月6日（必着）までに世田谷パブリックシアターへ郵送、または持参してください。

便利な｢せたがやアーツカード｣のご案内
世田谷区在住で18歳以上の方は、｢せたがやアーツカード｣
にお申し込みの上、メールアドレスをご登録いただくと、区民
割引チケットがパソコン・携帯電話からご予約・ご購入いただ
けます。是非ご利用ください。■問劇場チケットセンター

テーマは「カフェ」。あたらしい仲間と
カフェを開いたり エンゲキしたりしませんか?

地域の物語ワークショップ2009

シアタートラムネクスト･ジェネレーション vol.2　参加団体募集！

進行役：成沢富雄・花崎攝・すずきこーた(演劇デザインギルド)ほか

珍しいキノコ舞踊団×plaplax
『The Rainy Table』

日常の風景や仕草を取り入れたダンスで人気の
｢珍しいキノコ舞踊団｣と、影絵や積み木、絵本な
どをモチーフとしたインタラクティブアートで注
目を集める｢plaplax｣が贈る、ファンタジーと驚
きに満ちたダンスパフォーマンスです。

『The Rainy Table』世田谷区民観劇レポーター募集！
観劇後（無料）、舞台の模様を広く伝える観劇レポーターを
募集します。【対象公演】3/21㈯16時、20時
■対世田谷区在住・在勤・在学の方（600字程度のレポート提出あり）
■申2009年1月9日(消印有効)までに、往復ハガキに①希望
日時②氏名③住所（在勤･在学の方はその名称も）④電話
番号⑤年齢⑥世田谷パブリックシアターへの来場回数をご
記入の上、劇場｢区民観劇レポーター｣担当へ。

2008年の発表会より　撮影：青柳聡 週目

 第1 １/３１(１/３の振替)・２/７・３/７自分の喜劇・コメディーを探る
■バロンなかざわ（ヴォードヴィリアン／世界一周楽団）
きくちまゆこ（鍵盤奏者／世界一周楽団）
講

週目

 第2 １/１０・２/１４・３/１４こんにゃく座‘うた’のワークショップ
監修：オペラシアターこんにゃく座
■彦坂仁美、浦上かづこ、石窪朋(歌役者）ほか講

週目

 第3 １/１７・２/２１・３/２１はじめての＜能＞体験
■辰巳満次郎（能楽師／宝生流）ほか講

週目

 第4 １/２４・２/２８・３/２８パペットをつくって あそぼう！
■中村信子（人形劇俳優・人形美術家/どんきい劇場）ほか講

チケット発売
開始！

※未就学児童入場不可■問劇場

｢地元を中心とした演劇界の活性化と若手演劇人の育成｣を目指す劇場企画。2010年1月の上演に向けて、
参加団体を募集します。　応募資格：活動拠点が世田谷、もしくは近郊の都内、川崎、横浜であること。
募集団体：1団体　応募期間：2009年2月9日㈪～27日㈮ 午後5時
応募詳細に関する資料は劇場ＨＰ、もしくは、劇場にて配布。 ■問劇場｢ネクスト･ジェネレーション｣担当

参加者
募集

｢地域の物語｣広報支援隊募集
活動の様子の記録（映像・写真・スケ
ッチなど）、発表の宣伝を手伝ってく
れる「地域の物語 広報支援隊」を
募集します。参加費無料で報酬無
料、やりがいは保証付きです。

●世田谷区民　2009/1/30(金)　3,800円　
●一　　　般　2009/1/31(土)　4,000円

2009年3月19日㈭～22日㈰  シアタートラム

年末年始休館 １２月29日㈪～1月3日㈯

『夏木マリ・印象派 NEO －わたしたちの赤ずきん－』
、

10：00～18：00　月曜不定休　
12月29日～1月3日休

©青柳聡©青柳聡

          日   時
2009/1/18㈰～
2009/2/ 6㈮～
2009/2/19㈭～
2009/3/27㈮～29㈰ 

回  数
全12回
全 7回
全 7回
全 3回

1/ 8㈭
1/29㈭
2/ 2㈪
3/16㈪

参加費
5,500円
3,000円
3,000円
1,500円

             コース名
休日コース
金夜コース
モーニングコース
こどもコース 小学4～6年生

申込締切日

　　　美歌（Vo）、沢木順(ナビゲーター)
サバオ渡辺オールスターズ、THE ROUX、Ｖ.Ｂ.HOT

出演

■問京華学園 ドラマフェスタ実行委員会 3946－4434

 

珍
し
い
キ
ノ
コ
舞
踊
団

『
あ
な
た
の
寝
顔
を
な
で
て
み
る
。』（
07
年
）

 

撮
影
：
片
岡
陽
太

小・中・高校生　2,000円（劇場チケットセンター店頭・電話のみ）　


