
夢の中で作ってきたかのような、メキシカンクラフト。

動植物というキーワードから、メキシコが見えてくる。

メキシコ先住民の手仕事と、荒木さんのコラボレーション。

月へその

ＣＨＥＣＫ2　

ＣＨＥＣＫ1　

ＣＨＥＣＫ5　

ＣＨＥＣＫ3

ＣＨＥＣＫ4
アニメーション
≪迷惑なコヨーテ≫
2007年

メキシコ★タノシムーチョ！

関連イベントで、さらにディープ
にメキシコを楽しもう！ミュージ
アムショップ「バサール・メヒカ
ーノ」もお楽しみに。

世田谷ゆかりの画家・利根山光人
が40年にわたりメキシコで集めた
数々の民芸品。大胆な色遣いと構
成に驚かされます。

メキシコと世田谷のこどもたちの、海を越えた交流。

→6ページへ

光と影と色彩の国、メキシコ。自然と深くかかわりあいながら
暮らす現地の人々と、その力強く豊かな表現に魅了された
アーティスト・荒木珠奈さんは、1992年に初めて訪れて以来、
メキシコと日本を行き来して作品制作を続けています。
本展では、メキシコの動植物をキーワードに、
荒木さんのインスタレーション、銅版画、アニメーション
などの作品と、メキシコの民芸品を多数展示。
この12月、生活工房に出現する
「七色のメキシコ」に、ぜひご来場ください。

展覧会タイトルにもなっている代表作「月のへそ」（本頁バックに
使用した画像、日本初公開）は、テキーラを作る「マゲイ」（龍舌蘭）
という植物の繊維とテキーラカップを使用し、メキシコそのもの
を表現した作品。他にも
「ノパル（ウチワサボテ
ン）」「ヒカラ（ひょうたん）」
「月とウサギ」「ジャガー」
などをキーワードに、メキ
シコの「生」を体感できる
展示空間が出現します。

≪El Ombligo de la luna≫「月のへそ」2005年

メキシコのチアパス
州で作られているぬ
いぐるみ「アニマリ
ート」に触発され、
制作された作品。

世田谷では8月、メキシコでは10
月に、荒木さんと動物のぬいぐる
みを作るワークショップを行いま
した。両国のこどもたちの手紙と
ともに、荒木さんとこどもたちの
共同作品が展示されます。
ジャガーの仮面をつけた
メキシコのこども。©荒木珠奈

12月4日（木）－14日（日） 11：00－19：00
＊会期中無休、入場無料
 生活工房ギャラリー／ワークショップＢ
（三軒茶屋キャロットタワー３・４Ｆ）　☎5432－1543
企画協力：メキシコ・チアパスまつり実行委員会　特別協力：利根山弥恵子、立花雅子

荒木珠奈と
七色
メ
キシコ展

あら

き
たま

な
なな

いろ

銅版画≪ジャガーの雨≫
2008年

※イメージ

©宮坂恵津子

七色の魅力をもつ国、メキシコへ今月
の

つれ
づれ

トー
ク

キシコといえば、皆さんはどんな事を思い浮かべますか？太陽、タコス、ソンブレロを
かぶった楽団でしょうか…でも、本当はそれだけではないのです。私は、計４年メキシ

コに滞在しましたが、いまだに知らない魅力がたくさん隠れている国で、興味はつきませ
ん。今回は、その中から私が惹かれてきた「七色の魅力をもつ国、メキシコ」の違った面を
沢山お見せしたいと思います。
　さて突然ですが、ジャガーの服と仮面をかぶったこどもは、この後何をすると思います
か？ その意外な答えは生活工房にあります！ そして今回は、メキシコと世田谷の小学生た
ちが同じワークショップをしました。その作品達が生活工房に集合します。乞うご期待です！

アーティスト  荒木珠奈

メ

なな いろ

今号は区のおしらせ「せたがや」と別折込になっています。

文化   生活   スポーツ
世田谷文学館
世田谷美術館
音楽事業部

世田谷パブリックシアター
生活工房

（財）世田谷区スポーツ振興財団

P2
P3
P4
P4
P5
P6
P7

発行　㈶せたがや文化財団　
　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1
編集　㈶せたがや文化財団　
　　　http://www.setagaya-ac.or.jp/zaidan/　
　　　　生活工房　世田谷パブリックシアター　
　　　　世田谷美術館　世田谷文学館　音楽事業部
　　　㈶世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/

見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 地に伏して花咲く　宮尾登美子展
■ 山口薫展―都市と田園のはざまで
■ ２００９ 室内楽コンサートシリーズ
■ ㈶せたがや文化財団　非常勤職員募集
■『MANSAI◎解体新書』『春琴』
■「月のへそ」展関連イベント　メキシコ★タノシムーチョ 
■ コース型教室参加者募集！今月はメキシコ！

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！
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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（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）

関連イベント

次 回 企 画 展 共催事業
■朗読の会スピカ　第5回朗読コンサート
冬の静かな午後、朗読に添えられる音楽の生演奏と共に“耳で聴く文学”
をお楽しみください。（共催：朗読の会スピカ）
12月6日㈯13:30～17:00（13:15開場）　1階文学サロン　
■￥無料／当日先着100名
■冬のアフタヌーンコンサート　第３回―邦楽と詞で綴る文学の世界
伊勢物語などの古典文学と箏・三弦・フルートとのハーモニーをお楽しみ
ください。（共催：東京インターアーツ）
12月10日㈬14:00～（13:30開場）　1階文学サロン
■出三絃／富成清女　箏／牧原くみ子、富緒清律　ソプラノ／野村浩子　フルート／
高橋章子　司会・解説／長谷川慎　（プログラム　かきつばた望郷、 暁の歌　ほか）
■￥ 1,000円／定員100名■申電話受付（☎3426-4163・牧原、☎3329-1527・高橋）
■おはなし泉　冬のおはなし会
子供から大人まで楽しめるおはなし会。ご家族で
お楽しみください。（共催：おはなし泉）
12月23日（火・祝）　1階文学サロン
①13:30～14:00（幼児～低学年向き）
②14:10～14:50（小学生向き）
③15:00～16:00（大人向き）
■￥無料／各部とも当日先着70名

第28回 世田谷の書展

■書に親しもう～世田谷の書展鑑賞会

土曜ジュニア文学館
■にほんごのおもしろさ
 「あしたのあたしはあたらしいあたしのし」
詩集『あしたのあたしはあたらしいあたし』
などでおなじみの作家・石津ちひろさんと、
ことば遊びを通して、楽しく自分の詩（＝
あたしのし）をつくります。
12月6日㈯13:30～15:30　2階講義室
■講石津ちひろ（絵本作家・詩人）　　
■対小中学生　
■￥無料／抽選20名　
■申☎5374-9117へお問い合わせください。
■巨大かるたで百人一首大会だ
毎年恒例の人気講座。巨大な札を文学館の
サロンいっぱいに広げて、体力と知力とや
る気で勝負だ！
2009年1月10日㈯14:00～16:00　
1階文学サロン
■対小中学生　■￥無料／抽選30名　■申12月
13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。

友の会との共催講座
■館長対談「井上靖と現代文学」
12月7日㈰14：00～　1階文学サロン
■講井上修一氏（井上靖氏長男、現プール学院学
長）、菅野昭正（世田谷文学館館長）
■￥ 300円　■申☎5374-9111へお問い合わせください。

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

2009年1月10日㈯～1月25日㈰ 1階展示室
世田谷区内在住の書家の新作を展示します。
■￥一般200円／大・高生150円／中・小生100円／65歳以
　上・障害者100円※団体割引あり

地に伏して花咲く　宮尾登美子展

宮尾登
美
子

市
川崑

開催中～11月30日㈰ ２階展示室

2008年ＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」の原作『天璋院篤
姫』をはじめ、『櫂』『鬼龍院花子の生涯』『一絃の
琴』など、時代の定めやその境遇に対して真っ向か
ら挑み、ひたむきに生きる女性を描き続けている作
家、宮尾登美子。
今回の展覧会では、作品の中で美しく咲き誇るヒロ
インたちの生き様から宮尾文学に迫り、その魅力を
余すところなくご紹介します。
■￥一般700円、大・高生500円、中・小生250円、65歳
　 以上・障害者350円　※団体割引あり

『天璋院篤姫』原稿（高知県立文学館蔵）

『平家物語』創作ノート（高知県立文学館蔵） 写真・児玉成一／宮尾登美子著『きものがたり』
（世界文化社）より

第10回世田谷フィルムフェスティバル
特集「市川崑の世界」 
開催中～12月7日㈰ 1階展示室
今年の世田谷フィルムフェスティバルは、本年２月に急逝された映画監
督・市川崑の業績をご紹介します。大胆な実験精神と斬新な映像感覚で
日本映画界をリードした作品は、いまなお国内はもとより海外でも高く評価
されています。
今回の特集展示では市川監督による絵コンテ、台本、トロフィーなど、多数
の資料をご紹介します。
■￥一般200円、大・高生150円、中・小生100円、65歳以上・障害者100円
　※団体割引あり

『犬神家の一族』で使用された
犬神佐清のマスク（東宝映像美術蔵）

『ビルマの竪琴』（1985）絵コンテ
（市川崑プロダクション蔵）

『犬神家の一族』で使用された
金田一耕助の鞄　
（東宝映像美術蔵）

※12月15日㈪～22日㈪は館内整備のため休館いたします。
※1２月9日㈫より2階展示室にて、常設展示「文学に描かれた世田谷100年の物語」を再開いたします。

●あて先は各記事の申込先へ
●重複申込不可
●往復ハガキの場合は
　返信用にも住所・氏名

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メールの
記入例

特に条件のある場合は
明示します

①行事名（コース）  
②住所  
③氏名（ふりがな）  
④電話番号

割　引
引換券

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。

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。観覧料

割　引
引換券

山口薫展～都市と田園のはざまで
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　
11月3日（月・祝）～１2月２3日（火・祝）地に伏して花咲く　宮尾登美子展

一般700円→600円　大・高生500円→400円　
中・小生250円→200円　65歳以上・障害者350円→300円

世田谷文学館2階展示室
10月4日（土）～11月30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示  ●世田谷美術館収蔵品展  ●世田谷美術館分館（3館）
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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（一般）100（80）円※（　）は20人以上の団体料金

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/

宮本三郎の日常風景
暮らしを描く

開催中～11月30日㈰

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
12月6日㈯～2009年3月22日㈰
数千冊にも及ぶ、生
前に宮本三郎が収集
した本―「宮本三郎
文庫」から戦前・戦後
の美術書を選び出
し、展示します。それ
らのデザインや装丁
に注目し、同時に画
家・宮本三郎のインス
ピレーションの源泉
としての「本」の魅力
に迫ります。

■12月のギャラリートーク
テーマ：「宮本三郎と装丁」
日時：１2月13日㈯１４：００～（３０分程度）
事前申込不要
■クリスマス・ワークショップ2008
「楽しくペイント植木鉢」
ことしも楽しいクリスマスがやってきます。
クリスマスをすてきにいろどる♪カワイイ・
タノシイ・クリスマスワークショップです。みん
なで植木鉢をきれいにペイントしましょう。
１２月２１日㈰１３：００～１６：３０　講師：カワノナミ
（Art director&Artist）■￥１,5００円
対■対小学生～一般１５名（事前申込・応募多数の場合抽選）
■申往復ハガキまたはEメールにて、宮本三郎
記念美術館「ワークショップ」係へ（2面記入
例参照）※連記不可
miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

■「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（土）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

WORDS OF A PAINTER
清川泰次　その思索と絵画

開催中～11月30日㈰

旅とカメラ 
清川泰次が写した昭和日本紀行

12月6日㈯～2009年3月22日㈰
昭和10年代に清川泰次が奈
良、日光、箱根、大島などへ
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。

〠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

収 蔵 品 展
■￥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

平成20年度第2期収蔵品展
「アウトサイダー・アートの作家たち」
［特別同時展示］－大地の歌を描く人々～

ベルギー・クレアムの画家たち－

開催中～11月30日㈰ ２階収蔵品展示室
関連企画

■100円ワークショップ
「大地の歌をハンカチに描こう」
色鮮やかなクレヨンで自由に絵を描いて、
オリジナルのハンカチをつくります。
11月29日㈯　13:00～15:00 地下無料休憩
所■￥100円■対小学生～一般■申当日随時受付

平成20年度第3期収蔵品展
難波田史男展　

12月12日㈮～2009年2月27日㈮
２階収蔵品展示室
難波田史男は、1974年に32歳という若さで亡
くなるまで、2,000点以上もの作品を遺してい
ます。細いペンで線を引きつつ、色を加え、滲
ませて、その形を崩す。さらに部分的にまたは
画面全体を淡い色面が覆う。繊細で、社会と接
しつつ揺れ動く心情が、直接的に表現されて
います。
当館が所蔵している750
点を超える水彩画、油彩
画のなかより、難波田史
男の情調に満ちた世界
をご紹介いたします。

≪巨人と遊ぶ子供たち≫
1961年

木村伊兵衛　『外遊写真集』
朝日新聞社　1955年　装丁：原弘

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/

書籍の仕事
向井潤吉の場合

開催中～11月30日㈰

向井潤吉生きている民家
描かれた生活の息吹

12月6日㈯～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。彼によって描かれた風景は、それ
ぞれの風土の中で生きる人々が発する、生
活の息づかいを、その画面に漂わせていま
す。本展では、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。

≪宿雪の峡≫1983（昭和53）年

撮影：清川泰次 1939年（日光への車内にて）

 　期　間
11/26

12/2

12/9

12/16

12/23

11/30

12/7

12/14

12/21

12/28

～

～

～

～

～

区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

●ひとり展上垣節子　
●明るい選挙啓発ポスター入賞作品展示会
●あみんぐ作品展（手編）
●ｃｌｕｂ．Ｔ

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

●第22回世田谷美術館友の会会員作品展
●STOP AIDS　世田谷アール・エスポワール展（3日～）

●私学協会第8支部連合美術展

●学習院桜美会合同展2008（10日～）

●関彰宏『何見てんのよ！！』展（24日～）
●武山まどか展（24日～）

　画家・山口薫（1907-1968）は、戦前より長年にわたり東京（世田谷区上北沢）に住み
ながら、故郷・群馬に足繁く帰省し、幼少期から馴れ親しんできた豊かな田園地帯の自然を、
つねに心の拠り所としてきました。同県の箕輪村で農業を営む旧家に生まれ育った山口も、
青年期には上京して芸大に進み、卒業後はパリへ留学するなど、西洋絵画や前衛芸術に
憧れ、切磋琢磨の日 を々過ごしました。
　しかし、そうした造形上の探究心を培ったのち、敗戦前後から山口は、再び故郷の自然や
身近な日常の光景に目を向け、西洋の模倣でも奇抜な前衛でもない、山口ならではの独自
の画境を切り拓いてゆくことになったようです。なかでも故郷・群馬の風景を大きく俯瞰した構
図、たとえば田園や山々、湖沼や大空などを見渡した作品は、画期的な油彩画となりました。
　たとえば、本展の出品作のひとつ≪水≫は、一見、赤と黒のコントラストによる完全な抽象
絵画のように見えますが、実は、暮れなずむ夕日に赤くそまった水田とそのあいだをうねる黒い
水流を描いたもので、具象的な風景画でもあるのです。実際に山口の故郷を訪ねてみると、
小高い丘から見下ろす田園地帯には、今もってそ
こかしこにこのような景観が残っているそうです。
　まさに、都市と田園のはざま、抽象と具象のはざ
まで、故郷・群馬の原風景を描きつづけた画家、そ
れが山口薫でした。

開催中～12月23日（火・祝）
1階企画展示室

■講演会「山口薫、芸術への問いかけ」
12月20日㈯　14：00～15：30 当館講堂　
［講師］ 染谷滋（群馬県立近代美術館・主席学芸員）
■￥無料/当日先着150名（手話通訳付 整理券は配りません）　

関 連 企 画

都
市
と
田
園
の
は
ざ
ま
で

≪若い月の踊り≫1968年 群馬県立近代美術館蔵

≪水≫1941年 群馬県立近代美術館蔵

山口薫の生家の近く、高崎市箕郷町に広がる田園風景『山口薫
／画布に刻まれた詩』（上毛新聞社.2008.9.9発行）より転載

■￥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

※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 区民ギャラリー（観覧無料）
～
～
～
～

11/30
12/14
12/21
12/28

開催中
12/9
12/16
12/23

僕の俳句と俳画
GLASS展　
熊谷 美知子展 (17日10:00から公開)
自然のあっち

[グランプリ]田中 真子《汽車ポッポ》
[金賞]新井 幸治《友を待つ》、石橋 周子《小さな男
意気》、小山 哲夫《ひらめき》
[銀賞]浅野 暢啓《幻の大津波》、伊藤  静男《むかし語
り》、佐々木 満《お兄ちゃんと》、田辺 文昭《ぬくも
り》、蓬澤 博《氷壁の水行》
[銅賞]庵原 政章《雨上りのカラー》、於保 好美《港の顔
役》、斉藤 仁孝《師走の托鉢》、高野 忠巳《忙中閑有り》、
鶴見 洋平《光芒に映える》、外村 茂子《ひと休み》、中村 
純子《シャボン玉飛んだ》、谷田貝 好雄《姉》、山下 紀美
代《そりゃぁ大騒ぎ！》山下 幸司《路地をぬける》  （敬称略）
写真展は、2009年１月４日（日）から１１日（日）まで、世
田谷美術館区民ギャラリーにて開催されます。

■第１８回世田谷区民写真展　審査結果

宮本三郎記念美術館のイベント

■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

山口薫展



せたがやＭｕｓｉｃコレクション

2009年７月５日㈰　成城ホール(砧区民会館)

4

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2階　※10：00～18：00　月曜定休　
☎5432-1535 　 5432-1536   http://www.setagayamusic-pd.com/

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」2面を参照ください。

非常勤職員募集
　　【募集内容】

　①一般事務 ②美術館分館受付事務 ③美術館本館受付
　④美術館学芸員 ⑤劇場制作企画 ⑥音楽事業制作企画
【募集人数】各若干名
【契約期間】平成21年4月1日より１年間
【選考方法】Ⅰ次：書類選考・作文、Ⅱ次：面接
【応募方法】所定の申込書、職務経歴書、作文（課題は申込書に記
載）、返信用封筒（80円切手貼付）を12月22日㈪午後５時必着で
㈶せたがや文化財団事務局あてに郵送もしくは持参。
・応募対象、選考内容、勤務条件は募集内容によって異なります。
募集要領をよく確認のうえご応募ください。
・募集要領兼申込書は（財）せたがや文化財団各施設の受付で配
布中です。財団ホームページ（１面参照）からダウンロードもできます。
■問 人事担当☎5432-1500

2009年３月１日㈰ 14:00開演
玉川区民会館
出演　安島洋一(指揮）、世田谷区民吹奏楽団
　　　ゲスト：本谷美加子(オカリナ）
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)

2009年３月８日㈰ 15:00開演　北沢タウンホール
出演　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 Beatnik、Ｖ.Ｂ.ホット
全席自由　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/劇場友の会割引 ２,０００円（共に前売りのみ）

その3

室内楽編成の呼び方は？
演奏人数が1人の場合は独奏(ソロ)、２人は二重奏（デュ
エット）、３人は三重奏（トリオ）、4人は四重奏（クヮルテ
ット）で知られています。

★
★

演奏時間：各回40分程度
１２月１７日㈬
　　12:05～ 世田谷区役所 第1庁舎ロビー
　　15:00～ 世田谷美術館 エントランス　
　　17:50～ キャロットタワー26階 展望ロビー
出演　小島弥寧子（オルガン）
　　　本岩孝之（カウンターテナー）
■￥無料／当日直接会場へ

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！

12月2日

チケット

発売開始

１月９日

チケット

発売開始
’50～’60年代にヒットしたスタンダードジャズナンバーを
中心にお贈りします。区内で活躍中のおやじバンドも出演！

2009年１月２５日㈰
14:30開演
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）
　　　　彦坂眞一郎（アルト）
　　　　新井靖志（テナー）
　　　　田中靖人（バリトン）
　　　小柳美奈子（ピアノ）
全席自由　未就学児童入場不可
■￥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

日本を代表するサクソフォン四重奏団が
新年の幕開けを飾ります。

せたがやの演奏家シリーズ Ｖｏｌ.２

せたがやの演奏家シリーズ Ｖｏｌ.3

苅田雅治と仲間たち

１２月2日

チケット

発売開始

チケット

発売中

せたがやゆかりの演奏家を中心に
弦楽四重奏の調べをお届けします。

百武由紀（ヴィオラ）と仲間たち

美しいオルガンの響きとテノールの歌声に
耳をかたむけてみませんか。

予告

沢木順美歌

5人以上からは、
五重奏（クインテット）
六重奏（セクステット）
七重奏（セプテット）
八重奏（オクテット）
九重奏（ノネット）
十重奏（デクテット）と呼ばれています。

 （財）せたがや文化財団

Ｎｅｗ Ｙｅａｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２００９ 室内楽コンサート

出演　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）
全席自由　未就学児童入場不可
■￥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

2009年３月７日㈯ 15:30開演 北沢タウンホール

チケット申込 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　

放送大学は平成 21年度 4月
入学生を募集しています！

○教養学部
○大学院文化科学研究科
　(修士課程 )

募集期間　平成 20年 12月 15日 ( 月 )～平成 21年 2月 28日 ( 土 ) まで

詳しくは、電話・ＦＡＸ・ＨＰで
募集要項 (無料 )をご請求ください。

0120-864-600

東京世田谷学習センター
(世田谷区下馬4-1-1)
03-5486-7701

随時
見学可能

下段は広告スペースです。 お問合せは直接広告連絡先まで。広告



世田谷パブリックシアター

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。

2511/シアタースケジュール
11/25～12/31

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 30 112/

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

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

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

休館日
１/３まで　

ワークショップ・レクチャー ［問］劇場／学芸 土曜劇場プレイ・パーク   ［問］劇場 ※対象など詳細は劇場ホームページをご覧ください

TOPI
C!

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
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

世田谷区民割引 一般料金世田谷パブリックシアター 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。

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『ネズミの涙』
●世田谷区民  12/5（金） A 5,700円 　
●一般　12/6（土）  Ａ ６，０００円　
　Ａペアシート　１１，０００円　こんにゃくシート　４，０００円　
　学生割引　２，０００円 未就学児童入場不可
■オペラシアターこんにゃく座　☎044－930－1720問

大駱駝艦・麿赤兒公演『シンフォニー・M』
●世田谷区民  12/11（木） S 4,300円 　
●一般　12/12（金） S 4，5００円  Ａ 3，０００円（自由）　

未就学児童入場不可■大駱駝艦　☎０４２２－２１－４９８４問

２００９/２/12（木）～15（日）

２００９/２/19（木）～22（日）

S 7，200円 S 7，500円
A 5，000円 未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

散歩道楽
☎３３２４－３３６１

当日券については劇団へ要問合
3歳以下入場不可、6歳以上要チケット散歩道楽『レモンスター』 １２/４（木）～７（日）

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）

邦楽コンサート　獅子虎傳阿吽堂番外編 １1/22（土）

芸術監督 野村萬斎企画  狂言劇場その伍
狂言による『彦市ばなし』ほか １1/21（金）～29（土）

4，8００円 5，000円

ハイウッド
☎３３２０－７２１７

学割は、ハイウッドのみ取扱　
小野寺修二 カンパニーデラシネラ新作公演
『ある女の家』 １２/18（木）～21（日） 3，9００円 4，000円

結城座
☎０４２－３２２－９７５０

３，５００円（自由）
未就学児童入場不可　

結城座　江戸糸あやつり人形芝居
『平成のぞきからくり　破れ傘長庵』　

１２/10（水）～14（日）
4，8００円 5，000円

ほか

ホリプロチケットセンター
☎3490－4949未就学児童入場不可

『藤原道山  古典ライヴー参ー』 １２/２３（火・祝）
『藤原道山  コンサートー響ー』 １２/２4（水） 4，8００円 5，000円

和服割引、学割あり（要問合）
9歳未満の児童入場不可

フラボン
☎０７０－５５５３－４１８０ポかリン記憶舎『鳥のまなざし』 １１/２７（木）～３０（日）３，１００円（指定）２，６００円（自由）

３，３００円（指定）
２，８００円（自由）

当日券についてはプランクトンへ
要問合。未就学児童入場不可

前売予定枚数終了

前売予定枚数終了

ハンバートハンバート劇場 １2/5（金）～７（日） プランクトン
☎３４９８－２８８１

4，700円

劇　　場

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』

ペアシート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』

KERA・MAP#005『あれから』 Ａ ６，5００円
未就学児童入場不可

キューブ☎５４８５－８８８６
（平日12時～18時）S 8，200円 S 8，500円

ほか12/13（土）～28（日）

デイ･イン･ザ･シアター 
12/10（水）19：3０～

■￥５００円／抽選２０名　
■申１２/１（月）までに郵送、ＦＡＸ、またはHPから
※結果は全員に連絡します。

■￥世田谷区民割引 400円　一般 500円　子ども 300円／各日15名
■申劇場チケットセンター、またはＨＰから　
未就学児童参加不可。会場はお申し込み時にお知らせします。

１2/6㈯、13㈯、20㈯
※第２週目は受付終了

１０：００～１２：００

シアタートラム ネクスト･ジェネレーション vol.1

狂言劇場 その伍 ハンバートハンバート劇場

（５日は追加公演）

ＫＥＲＡ・ＭＡＰ＃００５『あれから』

ポかリン記憶舎『鳥のまなざし』 散歩道楽『レモンスター』 結城座『平成のぞきからくり 破れ傘長庵』

小野寺修二『ある女の家』 藤原道山古典ライヴ＆コンサート

『ピランデッロの
　 ヘンリー四世』

MANSAI◎解体新書　

2009年２月１２日（木）～３月１日（日）
シアタートラム

※未就学児童入場不可 ※未就学児童入場不可

「春琴」（08年初演ちらし）
デザイン：有山達也
※初演時とは出演者が一部異なります。

　ノーベル文学賞受
賞作家の傑作戯曲。
自分を皇帝ヘンリー
だと思い込んだ男と
彼を取り巻く人々が
11世紀と現代を行き
来する。果たしてそ
の狂気とは・・・？！

　英国の鬼才が紡ぎ出す21
世紀の谷崎ワールド、早くも
再演決定。谷崎の感性に寄
り添うような暗闇から浮か
び上がる美貌の春琴と奉公
人･佐助の究極の愛の物語。

　大好評！劇場芸術監督 野村萬斎が自ら企画・出
演するシリーズ第14弾。毎回、多彩なゲストを迎え
てお届けする“トーク＆パフォーマンス”です。

世田谷区に在住・在勤・在学の方は、お一人様ハガキまたは
オンラインどちらか１件に限り２枚まで、お申し込みいただ
けます。応募者多数の場合は抽選、重複申し込みは無効と
なりますので、あらかじめご了承ください。
◆往復ハガキの場合　往信に①氏名 ②郵便番号・住所（在勤･在
学の方はその名称と住所も） ③連絡先の電話番号 ④希望枚数、
返信に①氏名 ②郵便番号・住所をご記入の上、劇場／「ＭＡＮＳＡＩ 
世田谷区民」担当宛に郵送　■締１２月16日㈫必着　
◆オンラインの場合（｢せたがやアーツカード｣にご登録の方のみ）
Kからはじまる会員番号とパスワードでログインの上、画面
案内に従ってお申し込みください。　■受付期間１２月１２日㈮
10時～１６日（火）18時まで　
※発表は、12月下旬頃に返信ハガキ、又はEメールにて。
■問劇場

チケット発売
開始！ ●世田谷区民

　12/27（土） 　　　 4,700円
●一　　　般
　2009/1/10（土） 5,000円

2009年
3月5日（木）～16日（月）
世田谷パブリックシアター

2009年 
2月２４日（火）１９時開演
世田谷パブリックシアター

演出：サイモン・マクバーニー
出演：深津絵里、チョウソンハ、
　　 本條秀太郎(三味線）
　 　ほか

ゲスト：桐竹勘十郎
（人形浄瑠璃文楽座・人形遣い） ほか

チケット発売
開始！

●世田谷区民
　12/19（金）      S 7,200円
●一　　　般
　12/20（土）      S 7,500円　
   A 5,000円　B 3,000円

春　『

』

区民観劇レポーター募集！

★対象日★
ピーピング・トム『土の下』

左記全公演
『ピランデッロのヘンリー四世』
2009/2/13(金)19時
『春琴 Shun-kin』
2009/3/5(木)19時

受付日　11月30日㈰１０時～12月3日㈬１8時　劇場チケットセンター（10時～18時、12月1日は定休日）
セット券料金　11.700円（一般料金：12.500円）　※受付期間中は電話予約のみ。予定枚数終了次第、受付締切。
※中ほどの見やすいお席でご用意させていただきます。ご予約時に席番の指定はできませんので、ご了承ください。　

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

11/29㈯発売
各２，３００円

11/30㈰発売
各２，５００円

2009年4月29日(水・祝)  洋楽[シアタートラム]
2009年5月3日(日・祝)
ジャズ･モダンダンス[パブリックシアター]
2009年5月5日(火・祝)
クラシックバレエ・フラダンスほか[パブリックシアター]

恒例！春の「フリーステージ２００９」
参加区民団体募集

©Maarten Vanden Abeele

ダンサーや俳優、オペラ歌手など多彩なアーティストで構成されるピーピ
ング･トム。土にうずもれた地下室を舞台に、詩的で演劇的なダンスパフォ
ーマンスを繰り広げます。本作最大の特徴は、死後の世界の住人として登
場する老紳士・老婦人役を上演各地で公募すること。地域との交流により
上演ごとに生まれ変わる刺激的な舞台作品に出演してみませんか？

初来日！世界が注目するベルギーのダンスカンパニー　
ピーピング・トム『Le Sous Sol／土の下』
出演者（シニアエキストラ）募集

－谷崎潤一郎
「春琴抄」「陰翳礼讃」より

Shun-kin

琴
作：ルイジ・ピランデッロ　演出・出演：白井 晃
出演：串田和美、秋山菜津子、千葉哲也　ほか

串田和美 秋山菜津子

その拾四

■￥３，５００円　 全席指定（抽選）

世田谷区民のお客様へ　チケット購入のお申し込み方法　

どこよりも早く割引価格で『ピランデッロのヘンリー四世』＋『春琴』２公演セット券　超先行発売決定！

世田谷で活躍する区民団体の皆様の活動成果を
劇場でご紹介しています。“我こそは”とお思い
の皆様、応募をお待ちしております（応募者多数の
場合は、選考となります）。　

■申所定の申込用紙（劇場、HPにて配布）にご記入の
上、担当まで。  ■締2009年1月30日（金）消印有効
■問劇場／フリーステージ担当  

応募資格：舞台やダンスに興味のある、
               世田谷区近郊在住の７０歳程度の健康な方。　
　　　　　※２月上旬の稽古、本番全てに参加可能な方。経験不問。
募集人数：４名程度（書類選考、オーディション有）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公演日程（全3回公演）
2009年2月5日（木）19:30、
6日（金）19:30、7日（土）16:00

チケット発売中
※詳細は、前売チケット情報をご覧ください。

■申所定の申込用紙（劇場、ＨＰにて配布）にご記入の上、担当宛に郵送。
■締２００９年１月９日（金）必着　■問劇場／｢ピーピング・トム出演者募集｣担当

無料でご観劇後、舞台の模様を　
広く伝えていただきます。

■対世田谷区在住、在勤、在学の方
■申往復ハガキにて。詳細は前号、
ＨＰ、もしくは要問合。（抽選）　
■締12/9(火)消印有効  ■問劇場



ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」2面を参照ください。 6

〠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/

世田谷文化生活
情報センター 生活工房

企 画 展

★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。

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

忙しい年の瀬も近づいていますが、そんな合間
にも写真やビデオを楽しむ余裕を持ちたいです
ね。今月も無料体験セミナーをご用意しており
ますので、ぜひお気軽にお申し込み下さい。
※機材はセミナー会場に準備しています。

※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。

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/

ITエンターテインメントセミナーin世田谷12月のご案内

出品作家・荒木さんのメキシコよもやま話と作品秘話を、こ
だわり焙煎のオアハカコ－ヒ－と共にどうぞ。
12月14日㈰14：00～16：00　■￥200円（コ－ヒ－付）／電話
申込先着50名　協力／グラウベル、Café Douce Ebis、
島インコ舎　■申電話で生活工房へ

TOPIC!

伊丹国際クラフト展
「酒器･酒盃台」東京巡回展

伊丹市立工芸セン
タ－が世界的に公
募した｢酒器・酒盃
台｣をテ－マにした
クラフト展です。お
酒の場を演出する
器や台から、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　

■大人のものづくりワ－クショップ
紙をおくる2「お酒を包む」
※詳しくは次号（12月25日発行）に掲載

宮古島自然体験教室報告展2008

「美ぎ島でみつけたもの」
中学生ハイブリッドカ－教室

報告展2008
世田谷区教育委員会
主催の「才能の芽を育
てる体験学習」で中学
生たちが次世代車（ハ
イブリッド車）について
体験学習をした様子を
紹介します。同会場で
は生活工房の「電気フ
ォ－ミュラ－カ－をつく
ろう！」の報告も紹介し
ます。

この夏、世田谷区と
沖縄県宮古島の子ど
もたち26名が活動し
た体験教室の模様
を、子どもたちが撮
影した写真を中心に
紹介します。

「月のへそ－荒木珠奈
と七色メキシコ」展   

関連イベント

樹皮を石でたたいて「アマテ紙」
を作り、表情豊かなマヤ文字をか
いてみましょう。
12月7日㈰13：00～16：30
■講アンバル・パスト（詩人・レニャテ
－ロス工房ア－トディレクタ－）
■￥1,500円（材料費込み）／抽選
20名（高校生以上）
■申11月27日（必着）までに往復ハ
ガキ（2面記入例参照、申込者の生
年月日も明記）で生活工房へ

辛いとは限らない、おいしくリ－ズナブルできれい！
なメキシコ家庭料理のフルコ－スを通して、メキシコ
の暮らしを味わいましょう。トルティーヤに具をたっ
ぷりのせたトスタダス、“メキシコ風ミートローフ”の
アールボンディゴンなどを予定。
12月13日㈯11：00～15：00
■講三輪イルマ（メキシコ料理研究家）
■￥1,500円（材料費込み）／抽選20名（高校生以上）
■申12月1日（必着）までに往復ハガキ
（2面記入例参照）で生活工房へ

メキシコ★タノシ
ム－チョ

めくるめくメキ
シコを五感でど

っぷり楽しむイ
ベント。

なないろ

古代メキシコの
紙にマヤ文字を
かこう！

「 ケ・リコ！」メキシコ料理ワ－クショップ サロン・デ・メヒコ
～荒木珠奈ギャラリ－ト－ク

1

3

4

2

アンバル・パスト氏

©荒木珠奈

12月19日㈮～2009年1月7日㈬　9：00～20：00（１２月29日～1月3日は
休館、最終日は17：00まで）3Ｆ生活工房ギャラリ－　■￥無料　

開催中～11月28日㈮
9：00～20：00
（最終日は17：00まで）
3Ｆ生活工房ギャラリ－
■￥無料　

関連イベント

2F ギャラリーカフェ
くりっく

展覧会の詳細は1面をご覧ください
＊会場はいずれも生活工房4Ｆ

!
か すま

2Ｆ／8：00～21：00
（土・日・祝日は11：00～21：00）

入 場 無 料

開催中～12/6（土）
グル－プ・ク－ニ－5人展

12/7（日）～2009/1/10（土）
三茶風景（さんちゃふうけい）

日程（12月） 時　間 一般料金
（税込み）

★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）
★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）
　【無料】初めての音楽ダウンロード
★デジタルカメラの撮り方入門（キレイな小物を撮ろう）
★今日からはじめるデジタル一眼レフカメラ（デジタル一眼レフカメラの撮り方入門編）
★パソコンで写真を補正しよう（PhotoshopElements6使用）
　【無料】パソコンでビデオ編集を楽しもう
　【無料】はじめてのハイビジョン“ハンディカム”撮り方入門（ビデオカメラの撮り方）

12/10(水)
12/11(木)
12/11(木)
12/12(金)
12/12(金)
12/13(土)
12/13(土)
12/14(日)
12/14(日)

14：00－16：00
10：00－11：30
13：30－16：30
10：00－12：00
13：30－15：30
10：00－11：30
13：30－15：00
10：00－11：30
13：30－15：30

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

講　座　名

トスタダス（左）とアールボンディゴン（右）

「バサ－ル・メヒカ－ノ」
展覧会期間中、メキシカンクラフトやメキシコの
味が並ぶミュ－ジアムショップがオ－プンします。



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

TOPIC
!

〠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/

スポーツ・
レクリエーション世田谷区スポーツ振興財団

はホームページからも申込可能

障害者ふれあいボウリングスク－ル
2009年1月17日・31日、2月7日　土曜　
10：00～12：00（全3回） オ－クラランド（桜3－24）
■対中学生以上で軽度の知的障害のある方
■￥1回1，300円（ゲ－ム代、貸靴代、保険料含
む）／先着36名   ■締2009年1月9日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参照、参加
できない日、年齢も明記）でＮＰＯ法人サ－ン
ズ（〒157－0073　砧7－8－23　☎・ＦＡＸ
3416－5875）へ　
■問北口　☎090－9010－2275

バレ－ボ－ル講習会

小田急バレ－ボ－ルクリニックスタッフが初心
者から経験者まで丁寧な指導を行います。
■講丸山由美（元全日本キャプテン）ほか
２００９年1月24日㈯ ①9：30～12：00（６人制）
②13：00～1６：０0（９人制）総合運動場体育館
■対①小・中学生　②高校生以上の女性　
■￥ 小・中学生200円、大人500円
／抽選各80名　■締2009年1月7日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参照、希望
コ－ス、年齢、学年も明記）で、スポ－ツ振興
財団へ　※小学生は保護者同伴

第111回 世田谷区卓球団体戦
（中高の部）

2009年1月12日（月・祝）　9：15～  総合運動場
中学の部3，000円・高校の部4，000円
■申12月26日㈮までに、所定の申込書で同連
盟・小池（〒158－0082　等々力8－26－25
☎3701－7684）へ

第32回 世田谷区
スキ－選手権大会

2009年1月24日㈯　
長野県菅平高原大松山スキ－場
■￥大回転（年齢別）/3，000円　距離リレ－
（1チ－ム3人）/3，000円　距離個人/1，000円
■対区内在住・在勤・在学者および区スキ－協
会加盟クラブ所属者
■締2009年1月10日（必着）
■申所定の申込書で区スキ－協会･柿澤（〒182
－0022　調布市国領町8－4－1－Ｈ－402）へ
■問柿澤　☎090－8588－9088

第54回 世田谷区新人柔道大会
2009年2月8日㈰　10：00～　
国士舘武道館柔道場　
［種目］①小学生②中学生③高校生④社会人
（50歳以下、3段以下）⑤女子（含む大学生）
■￥200円（小・中学生は100円）　
■締12月27日（必着）　
■申ハガキ（2面記入例参照、身長・体重・学校
名・会社名・学年・年齢・段位を明記）で、区柔道
会・笠間（〒154－0023　若林4－33－1）へ

第58回 世田谷区民体育大会
1ライフル射撃大会
2009年1月18日㈰　9：00～　
総合運動場　［種目］ビ－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－プでの参
加は不可。　■￥無料／抽選18名
■締 2009年1月9日（必着）
■申往復ハガキ（2面記入例参照）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）へ　　
■問区ライフル射撃連盟・佐田　☎5477－
6262（10：00～20：00）
2フェンシング大会
2009年1月25日㈰　9：30～　
厚生年金スポ－ツセンタ－ウェルサンピア東京

［種目］男子・女子フル－レ個人戦　
■対中学生以上の区連盟登録者　
■￥200円（中学生は100円） 
■締2009年1月２２日（必着）
■申ハガキ（2面記入例参照）で区フェンシン
グ連盟・浅田（〒152－0035　目黒区自由が丘
2－19－8　東京体育専門学校内）へ
3スキ－大会
2009年1月25日㈰　8：30～　
長野県菅平高原大松山スキ－場
［種目］回転（年齢別）
■対区内在住・在勤・在学者および
区スキ－協会加盟クラブ所属者
■￥無料　■締2009年1月10日（必着）　
■申所定の申込書で区スキ－協会･柿澤（〒182
－0022　調布市国領町8－4－1－Ｈ－402）へ
■問柿澤　☎090－8588－9088

                  日   時 ・ 会   場
１月１１日～２月１５日　毎週日曜（全６回）　
９：３０～１１：３０　総合運動場テニスコート
１月１５日～３月５日（２月１９日を除く）
毎週木曜（全７回）　１８：１５～１９：４５　
総合運動場温水プール
１月28日～３月18日　毎週水曜
12：15～13：45（全８回）　
千歳ゴルフセンター
１月17日～３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
１月２２日～３月１２日（２月１９日を除く）
毎週木曜（全７回）
１６：１５～１７：４５／総合運動場温水プール

対  象

18歳以上

高校生以上

18歳以上

18歳以上

小学生の水泳
初心者・初級者

※所定の申込書は、スポ－ツ振興財団、
総合運動場体育館管理事務所、スポ－ツ
振興課にあります。（ホ－ムペ－ジからも
ダウンロ－ド可）

スポ－ツ・レクリエ－ション
表彰の募集

あなたの身近な地域で陰の力となっ
て、スポ－ツ・レクリエ－ションの指導等
で活動をしている方に「スポ－ツ・レク
リエ－ション表彰」を行います。
［推薦基準］長年にわたりスポ－ツ・レク
リエ－ションの普及・振興について、身
近な地区・地域で陰の力となって活動し
ている方。（スポ－ツ指導者の方は30年
以上の活動を対象）但し、団体等の役
職にありその役職で活動している方、
過去に他の表彰等を受けた方は該当し
ません。
［推薦方法］１２月１９日（必着）までに推
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
ポーツ振興課、総合支所地域振興課、出
張所にあります。ホームページからもダ
ウンロード可）

はじめようスイミング

■締2512月12日、13412月18日※すべて必着　1～5すべて■申ハガキまたはＦＡＸ
（2面記入例参照、年齢、性別も記入）でスポ－ツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

各種スポ－ツ教室
　　  教  室  名

1 ソフトテニス教室

2 初・中級者水泳教室

3 ゴルフ教室　Ａ

4 ゴルフ教室　Ｂ
 

5 ジュニア水泳教室
 

1～5すべて■対 18 歳以上で初めて泳ぐ方もしくは水泳初心者
■￥6，000 円（全10 回）／各抽選1 60 名2 50 名345 40 名 
■締 12 月12日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面記入例参照、年齢、
性別、希望コ－スも明記）でスポ－ツ振興財団へ

 　　　           　 集合場所
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（駒沢公園1－1）
羽根木公園テニスコ－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）

集合時間
9：10
10：00
9：50
9：40
9：40
10：40
10：00

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

■￥無料　■申当日直接集合場所へ　
※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－ビスがあります。
※集合場所・時間は変更になる場合があります
ので、本紙12月25日号もあわせてご覧ください。

新しい新年の幕開け！家族揃って総合運動場まで
歩き、新年を祝いませんか？

2009年

1月1日
（木・祝）

第34回　区民元旦あるこう会

                         日  　時  
1月15日～3月26日
（2月19日を除く）
1月9日～3月27日
（2月20日、3月20日を除く）
1月9日～3月27日
（1月16日、3月20日を除く）
1月13日～3月24日
（2月3日を除く）
1月14日～3月25日
（2月11日を除く）

会  　場

総合運動場温水プ－ル

総合運動場温水プ－ル

千歳温水プ－ル

烏山中学校温水プ－ル

梅丘中学校温水プ－ル

毎週木曜
12：00～14：00
毎週金曜
14：00～16：00
毎週金曜
10：00～12：00
毎週火曜
10：00～12：00
毎週水曜
10：00～12：00

料金／定員
３，０００円
抽選２０名

４，２００円
抽選５０名

１７，０００円
抽選１０名

１７，０００円
抽選１０名

２，１００円
抽選４０名

　  コ－ス名

1 大蔵Ａコ－ス

2 大蔵Ｂコ－ス

3 千歳コ－ス

4 烏山コ－ス
 
5 梅丘コ－ス

2009年スタート 2009年スタート
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    コース型教室名
とってもやさしいヨーガ
フラダンス
親子でフラダンス（4才～）
習慣！エクササイズ
やさしいピラティス
ビューティーピラティス
骨盤ストレッチ
いきいき健康体操
やさしいヨーガ
ビューティーヨーガ

1
2
3
4
★5
6
7
8
9
10

時　間 
12:40～
14:00～
15:30～
19:40～
9:30～
11:00～
12:30～
13:50～
9:30～
10:50～

対象
成人
成人
親子
成人
成人
成人
成人
成人
成人
成人

★印：託児サービスあり（有料）。※詳細はお問い合わせください。

■申■問ハガキまたはＦＡＸ（２面記入例参照、ＦＡＸ番号明記）で、各管理事務所へ

■締　12月10日、　2009年１月13日　※いずれも必着
　・　ともに各教室の内容・日程の詳細は、スポーツ振興財団
ホームページをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。
1

1

2

2

♪千歳温水プール　コース型教室体験会実施
いきなりコース型教室に申し込むのは不安という方におすすめです。　

           コース型教室名
親子でエアロ！ひよこ組（１～２才）　
ママのヨガ＆ピラティス（０～１才６ヶ月）
やさしいベリーダンス　　
子ども空手教室（５才～）
春はすぐそこかんたん筋トレ講座
転倒防止とやさしいピラティス
親子でエアロ！ひよこ組（１～２才）
戻そう産前！ママエアロ（０～１才２ヶ月）
親子でエアロ！うさぎ組（１才６ヶ月～３才）
ピラティス＋デトックス
少し慣れたフラダンス
やさしいフラダンス
ヒップホップ・ジュニア（小学生）
ゆがみ調整パワーヨーガ
骨盤セルフコントロール
ピラティス　アッパー　
ピラティス　ビギナー　
やさしい太極拳　
ママのピラティス（０～１才２ヶ月）　
やさしいタップダンス　
Go Go チアキッズ（５才～）　

◎1
◎2
3
4
5
6
7
8
9
★10
11
12
13
14
15
◎16
◎★17
◎18
◎19
◎20
◎21

開始日

2009年
1/19㈪～

2009年
1/13㈫～

2009年
1/7㈬～

2009年1/8㈭～

2009年
1/9㈮～

時　間 
12:15～
13:30～
15:00～
16:30～
19:00～
9:30～
10:45～
12:15～
13:30～
12:15～
13:30～
14:45～
16:30～
19:00～
12:15～
9:30～
10:45～
12:15～
13:45～
15:00～
16:30～

対　象
親子
親子
成人
子ども
成人
成人
親子
親子
親子
成人
成人
成人
子ども
成人
成人
成人
成人
成人
親子
成人
子ども

定員
20
20
20
25
20
20
18
20
18
25
25
20
25
25
20
25
25
20
20
20
20

2 千歳温水プール1 総合運動場 〒157－0074　大蔵4－6－1　☎3417－4276  ■FAX 3417－1734 〒156－0055  船橋7－9－1  ☎3789－3911 ■FAX 3789－3912   　
■￥◎印７，２００円（全８回）、それ以外は９，０００円（全１０回）■締随時  ※各教室１時間 ■￥６，０００円（全９回）■締2009年1月13日（必着） ※各教室１時間

開始日

2009年
1/28㈬～

2009年
1/29㈭～

2009年
1/30㈮～

【実施期間】１２月１８日～ 2009年１月２３日
（１/１４～２２、年末年始を除く）※上記曜日・時間で実施するコース
型教室の体験会を実施いたします。１回３００円。

定員

25
（抽選）

い
ろ
い
ろ
選
べ
る
！
　



48,000

要　予　約 世田谷体験ハウス (2階建て) のぼりが目印です
日曜日以外の見学ご希望の方は、フリーダイヤル 0120-059-688 まで事前にご予約ください。毎週日曜日

13:00～16:00公開

住んで
いない 空き家を募集中！

（株）文化工房  ☎03－5770－7100 広 告 募 集 情報ガイドに掲載する広告を募集しております。 お問合せ先

夢の中で作ってきたかのような、メキシカンクラフト。

動植物というキーワードから、メキシコが見えてくる。

メキシコ先住民の手仕事と、荒木さんのコラボレーション。

月へその

ＣＨＥＣＫ2　

ＣＨＥＣＫ1　

ＣＨＥＣＫ5　

ＣＨＥＣＫ3

ＣＨＥＣＫ4
アニメーション
≪迷惑なコヨーテ≫
2007年

メキシコ★タノシムーチョ！

関連イベントで、さらにディープ
にメキシコを楽しもう！ミュージ
アムショップ「バサール・メヒカ
ーノ」もお楽しみに。

世田谷ゆかりの画家・利根山光人
が40年にわたりメキシコで集めた
数々の民芸品。大胆な色遣いと構
成に驚かされます。

メキシコと世田谷のこどもたちの、海を越えた交流。

→6ページへ

光と影と色彩の国、メキシコ。自然と深くかかわりあいながら
暮らす現地の人々と、その力強く豊かな表現に魅了された
アーティスト・荒木珠奈さんは、1992年に初めて訪れて以来、
メキシコと日本を行き来して作品制作を続けています。
本展では、メキシコの動植物をキーワードに、
荒木さんのインスタレーション、銅版画、アニメーション
などの作品と、メキシコの民芸品を多数展示。
この12月、生活工房に出現する
「七色のメキシコ」に、ぜひご来場ください。

展覧会タイトルにもなっている代表作「月のへそ」（本頁バックに
使用した画像、日本初公開）は、テキーラを作る「マゲイ」（龍舌蘭）
という植物の繊維とテキーラカップを使用し、メキシコそのもの
を表現した作品。他にも
「ノパル（ウチワサボテ
ン）」「ヒカラ（ひょうたん）」
「月とウサギ」「ジャガー」
などをキーワードに、メキ
シコの「生」を体感できる
展示空間が出現します。

≪El Ombligo de la luna≫「月のへそ」2005年

メキシコのチアパス
州で作られているぬ
いぐるみ「アニマリ
ート」に触発され、
制作された作品。

世田谷では8月、メキシコでは10
月に、荒木さんと動物のぬいぐる
みを作るワークショップを行いま
した。両国のこどもたちの手紙と
ともに、荒木さんとこどもたちの
共同作品が展示されます。
ジャガーの仮面をつけた
メキシコのこども。©荒木珠奈

12月4日（木）－14日（日） 11：00－19：00
＊会期中無休、入場無料
 生活工房ギャラリー／ワークショップＢ
（三軒茶屋キャロットタワー３・４Ｆ）　☎5432－1543
企画協力：メキシコ・チアパスまつり実行委員会　特別協力：利根山弥恵子、立花雅子

荒木珠奈と
七色
メ
キシコ展

あら

き
たま

な
なな

いろ

銅版画≪ジャガーの雨≫
2008年

※イメージ

©宮坂恵津子

七色の魅力をもつ国、メキシコへ今月
の

つれ
づれ

トー
ク

キシコといえば、皆さんはどんな事を思い浮かべますか？太陽、タコス、ソンブレロを
かぶった楽団でしょうか…でも、本当はそれだけではないのです。私は、計４年メキシ

コに滞在しましたが、いまだに知らない魅力がたくさん隠れている国で、興味はつきませ
ん。今回は、その中から私が惹かれてきた「七色の魅力をもつ国、メキシコ」の違った面を
沢山お見せしたいと思います。
　さて突然ですが、ジャガーの服と仮面をかぶったこどもは、この後何をすると思います
か？ その意外な答えは生活工房にあります！ そして今回は、メキシコと世田谷の小学生た
ちが同じワークショップをしました。その作品達が生活工房に集合します。乞うご期待です！

アーティスト  荒木珠奈

メ

なな いろ

今号は区のおしらせ「せたがや」と別折込になっています。

文化   生活   スポーツ
世田谷文学館
世田谷美術館
音楽事業部

世田谷パブリックシアター
生活工房

（財）世田谷区スポーツ振興財団

P2
P3
P4
P4
P5
P6
P7

発行　㈶せたがや文化財団　
　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1
編集　㈶せたがや文化財団　
　　　http://www.setagaya-ac.or.jp/zaidan/　
　　　　生活工房　世田谷パブリックシアター　
　　　　世田谷美術館　世田谷文学館　音楽事業部
　　　㈶世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/

見る、参加する、楽しむための情報紙

■ 地に伏して花咲く　宮尾登美子展
■ 山口薫展―都市と田園のはざまで
■ ２００９ 室内楽コンサートシリーズ
■ ㈶せたがや文化財団　非常勤職員募集
■『MANSAI◎解体新書』『春琴』
■「月のへそ」展関連イベント　メキシコ★タノシムーチョ 
■ コース型教室参加者募集！今月はメキシコ！

日本だから、できる。
あたらしいオリンピック！




