
 
 

海のそこでくらしている 
にんぎょひめは、15才になり 
上へあがることを許されます。 
旅の途中で、おぼれている人間の 

王子を助け、ひとめで恋をしてしまいました。 
にんぎょひめは、愛する人とくらすため、 

美しい声とひきかえに 
2本の足を手に入れます。 

王子とけっこんできなければ、 
海のあわとなってしまうという 
約束にもかかわらず…。 
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『に 
萩　窓子 俳優・パーカッショニスト 

にんぎょひめのススメ 

んぎょひめ』では、語り手、布告役人、花嫁

候補などを演じるほか、アコーディオンや

打楽器などの生演奏も担当しています。布告役人の

役では、太鼓を叩きながらセリフを言います。これが

なかなか難しい！ですが、たいへんやりがいがあり

ます。セリフのみならず、身体表現、音楽や美術等、

きめ細かく神経を行き届かせる演出のテレーサと、

世代も得意分野も異なる出演者

たちの稽古場は、刺激に満ちて

います。私はこれまで、世田

谷では『うっかり、ちょっと、

きのこ島』や『どっとこむ商

会』などの作品でたくさん

の学校へ出かけ、たくさん

のこどもたちと出会いま

した。今度は世田谷パブ

リックシアターでお待ち

していますね！ 
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世田谷文学館 
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見る、参加する、楽しむための情報紙 

貸切公演 

10：30 

13：30 

14：00 

19：00

7/12（土） 13（日） 14（月） 15（火） 16（水） 17（木） 

4歳以上は共通料金です。4歳未満のお子さまも、お席が必要な場合はチケット
をお買い求めください。未就学児童は、保護者の同伴が必要です。 
開演後は本来のお席にご案内できない場合がございます。予めご了承ください。 

世田谷区民　5月25日（日）　2，000円（前売のみ取扱） 
一　　　　 般 　5月31日（土）　2，500円 

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 
15432－1515 （月曜不定休　１０：００～１８：００）　 
■劇場　15432-1526 http://setagaya-pt.jp　　 問 

チケット発売開始！ とっても便利、とってもお得な 
「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、世田谷パブリックシアターが指定する公演
の区民割引チケットをパソコン・携帯電話からご予約・
ご購入いただけます。 
●お申込方法：キャロットタワー5階の劇場チケットセ
ンターにて申込書にご記入の上、「せたがやアーツカ
ード」をお受け取りください。お申し込みの際には、ご
住所が確認できるものをお持ちください。 
■劇場チケットセンター 
 
 

こどもからおとなまで 
だれもが胸をときめかせる魔法の舞台 

世田谷パブリックシアター 
 

アンデルセン作「人魚姫」より 

こどもの劇場 2008

太陽の国・イタリアの演出家テレーサ・ルドヴィコがおくる
“こどもの劇場2008”『にんぎょひめ』。テレーサは、これ
までに『美女と野獣』、『雪の女王』、そして昨年の『にんぎ
ょひめ』(シアタートラム初演)を手がけてまいりました。 
今年は大きな劇場に会場を移し、実力派俳優 松橋 登さん
を新たに迎えてスケールアップ！ 観客の想像をかきたて、
誰もが深い感動に包まれるような“魔法の舞台”を、この
夏、ご家族一緒にお楽しみください。　 
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テレーサ･ルドヴィコ　 
大方斐紗子　松橋 登 
豊島理恵（オペラシアターこんにゃく座） 
楠原竜也　萩 窓子 

【脚本･演出】 
【出　　 演】 

■「ファーブル昆虫記の世界」展 
■ 企画展「冒険王・横尾忠則」 
■ スポ・レクネット「基礎講習会」ほか 
■ 連続セミナー「日本の伝統文化に見るエコロジー」 
■ 日野皓正presents“Jazz for Kids”ほか 
■ 夏休みファミリーコンサート 

全席指定・税込 

問 

※出演者のひとり、区内の小・中学校を巡回する「世田谷パブリックシアター＠スクール」 
　でも大活躍の萩窓子さんが「つれづれトーク」に登場です！ 

7月12日 土 13日 日 14日 月 

写真：石川純 



ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」4面を参照ください。 

 

2

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  ●向井潤吉アトリエ館  ●清川泰次記念ギャラリー  ●宮本三郎記念美術館 
 

割　引 
引換券 
 

「ファーブル昆虫記の世界」展 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。 

一般600円a500円　65歳以上、障害者300円a250円 
大・高生350円a300円　中・小生250円a200円 
 

観覧料 

世田谷文学館1階企画展示室　 
4月19日G～6月8日A 割　引 

引換券 
 

冒険王・横尾忠則 
一般1,200円a1,100円　大・高生・65歳以上900円a800円 
中・小生・障害者（一般）600円a500円 
 

観覧料 

世田谷美術館1、2階展示室　 
 4月19日G～6月15日A

常設展示室は展示替のため、6月17日（火）～20日（金）まで閉室いたします。 

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 
 

0157-0075 世田谷区砧公園1-2　13415－6011  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  

関連ワークショップ 

宮本三郎記念美術館 
0158－0083　世田谷区奥沢5-38-13　 
15483－3836 
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

清川泰次記念ギャラリー 
0157-0066　世田谷区成城2-22-17  
13416-1202 
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

 

■申往復ハガキまたはEメールで、宮本三郎記念
美術館「ワークショップ」係へ（4面記入例参照）※連記不可 
Ｅメール miyamoto.annex@rapid.ocn.ne.jp

向井潤吉アトリエ館 
 0154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 
15450-9581 
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

企 画 展  

宮本三郎記念美術館のイベント 

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー 
（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了 

≪風光水力塔≫模型2007年 

 《（裸婦）》1971年（昭和46）頃 

 
冒険王・横尾忠則 

開催中～6月15日（日）　1、2階展示室　 
■￥一般1,200（960）円／大・高生・65歳以上
900（720）円／中・小生・障害者（一般）600
（480）円※（　）内は20名以上の団体料金 
60年代未公開作品から最新絵画まで 
約700点による横尾忠則の冒険絵巻！ 
『平凡パンチ』を飾ったイラストなど1960年
代から70年代のグラフィックの原画から、
「少年探偵団」
が登場する冒険
をテーマにした
最新作品までお
楽しみいただけ
ます。 
 
 
■対談シリーズ「冒険王との対話」 
その3＝6月1日a14:00～　当館講堂　 
横尾忠則×中条省平（学習院大学教授） 
■￥500円（当日券のみ。当日朝10時より 
チケット販売）／200名 
■身体表現ワークショップ 
「誰もいない美術館で」 
その2 ＝「おどる冒険王?!」 
6月7日g・8日a13:00～18:00　 
発表会：8日a19:00～20:00 展示室、創作室 
■定■￥20名（10代＝15名／無料、20代以上＝
5名／2,000円　 
■申Eメールで氏名・年齢・連絡先・参加希望回
を書いて件名「誰もいない美術館で」で 
info@samuseum.gr.jpへ（申込先着順） 
■緊急開催決定！ パフォーマンス 
「冒険王へのオマージュ　その3」 
冒険王・横尾忠則に捧げる、展示室内での
ミニ・ライヴです。 
6月14日g12:00～／14:00～（各回約20分） 
いずれも2階展示室内 
■出AYUO（ギター、ブズーキ、ヴォーカル） 
■￥無料（要展覧会チケット） 

 
 

建築がみる夢  
― 石山修武と12の物語 

6月28日（土）‐8月17日（日）　1階企画展示室 
■￥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 
建築も畑づくりも同じ未来が見えている 
建築家・石山修武（いしやまおさむ、1944年―）
は、世田谷に在住し、従来の考え方を覆すよ
うな建築で、常に注目を浴び続けています。
本展では、エネルギー、食料の自給自足など
をテーマとした建
築など、現在進行
中の12のプロジェ
クトを模型やドロー
イング、写真などに
よって紹介します。 
 
 
 
■雨にあそぶ―水のかたち 水のねいろ 
身近な素材を使って、雨を集めて楽しむ道具
を作ります。 
7月13日a13：30～16：30　当館創作室 
■講石山修武＋早稲田大学石山修武研究室 
■対小・中学生／申込先着20名　■￥500円　 
■申往復ハガキ（4面記入例参照）で世田谷美
術館「雨にあそぶ」へ。またはEメールで件名
「雨にあそぶ」でinfo@samuseum.gr.jpへ  
 

おとなも楽しめる 
第3回 子どものための物語と 

邦楽のひととき 
6月15日a14：00～16：00　当館講堂 
曲目／赤ずきん、新唱六段ほか 
演奏／牧原くみ子、富緒清律、森佳久山ほか 
■￥大人1,000円（高校生以下無料） 
当日直接会場へ　 
■問13426－4163（牧原） 
 

師岡宏次≪田植え≫ 
1965年（昭和40年） 

 
5/25まで開催 
5/27 
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6/10 
6/17 

6/24

 
 
6/  1 

6/  8 
 
6/15 
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6/29
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●水彩画の会"美匠"、"美匠ジュニア部" 
●今日から絵描の会展　●サロン・ド・アマツール油彩展 
●I LOVE MUSIC展　●Goguie & mika 作品展 
●アート・かたつむり 
●十和の会展　●泉の家　作品展 
●めだかの学校　●第2回　柳沢香翠と仲間達展 
●カシャっこサークル 写真展　●伊藤かよこの染織展（第2回） 
●新竹墨－新井淳夫墨絵教室合同展示会－ 

●第14回桂翔会墨彩画展 
●雅風会絵画展 

●江戸表具を愛する会・－ごぶりんばあほお＆Ｇ－展 
 

●啓明水墨画会習作展 
●パレット99絵画展 

●第２１回桂友展 
 
 

区民ギャラリーＡ  期　間 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 

 

向井潤吉≪早春の水路≫ 
（埼玉県川越市下新河岸） 
1982年（昭和57年） 

 
 
 
 
 

「最初に引いた一線は、 
最も新鮮な効果があるものだ。」 

宮本三郎の線 
開催中～7月27日（日） 
“天性の素描家”と称さ
れた宮本三郎。その作品
を読み解く一つの視点と
して、「線」に注目します。
モチーフと空間の巧みな
把握。さまざまな素描作
品をご紹介します。 
 
■6月のギャラリートーク 
学芸員がテーマにそって作品解説をします。 
「宮本三郎の〈素描による人間追求〉」 
6月14日g14：00～（30分程度）　申込不要 
■音広場・春・ロカビリー☆ナイト 
スローバラードからアップテンポまで、ちりば
められるリズムたち。ロマンティックでスリリ
ングなロカビリー☆ナイトをお楽しみ下さい。 
6月1日a　19:30開演（19:00開場） 
■出ビリー諸川＆ハーベストムーン 
■￥1,500円／申込先着50名 
■展覧会関連企画 
実技講座：デッサン：人体を描く 
作品鑑賞と併せてデッサン教室を開催します。
宮本三郎の人体表現を読み解きながら、
モデルデッサンに挑戦してみませんか？ 
7月19日g　13：00～16：30 
■講板倉美智子（二紀会員） 
■￥800円／申込先着15名 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

大東京　 
清川泰次が写した昭和15年のメトロポリス 
開催中～7月27日（日） 
戦後に抽象画家として独自の道を歩んだ
清川泰次が、大学生時代（昭和15年）の写真
部に所属した頃に撮影した東京の都市風景
を約100点展示し、そこに写る銀座などの
街並み、大挙
する民衆の熱
気などから、そ
の時代を回顧
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

武蔵野－ふたつの憧憬 
向井潤吉　師岡宏次 

開催中～7月27日（日） 
都心に隣接する武蔵野は、ゆるやかな台地に
雑木林が繁茂し、自然に寄り添いながら暮ら
す情景が、多くの芸術家た
ちを魅了してきました。 
本展では、画家・向井潤吉と
写真家・師岡浩次の武蔵野
へのまなざしの交錯を、絵
画と写真からみていきます。 
 

6/  1 
6/  8 

6/15 
  

6/22

写真塾「わいわい」第三回写真展 
佐々木輝代　日本画展 

ステンドグラス作品展　 
 

Living room cafe 写真のグループ展 

5/27～ 
6/  3～ 

6/10～ 
（11日10:00から公開） 

6/17～ 
（18日10:00から公開） 

 

1940（昭和15）年11月 
銀座　撮影：清川泰次 

≪大入り満員≫1944年 

関連企画 

世田谷文学館  0157-0062 世田谷区南烏山1-10-10　15374-9111  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） 

企 画 展  

[部門・応募要領] 
●部門・字数 
　の制限 
 
 
 
 
 
 
 
 
●対　象 
 
●賞 

 
①短歌・俳句・川柳＝ハガキに必ず 
3首または3句連記 
②詩＝400字詰原稿用紙3枚以内　 
③随筆＝同15枚以内　 
④童話＝同20枚以内 ⑤小説＝同50枚以内  
⑥シナリオ＝同60枚以内 
＊各部門１人１点。未発表のオリジナル作品に限ります。
作品はすべて黒のインクまたはボールペンを使用し、
楷書・縦書きで。ワープロ、パソコン使用の場合も縦
書きで、②～⑥は400字詰換算枚数も明記。 
区内在住・在勤・在学者と、世田谷文学館友の会会員 
（区外在住の方も可） 
短歌･俳句･川柳･詩＝一席3万円、二席2万円　 
随筆･童話＝一席5万円、二席3万円 
小説･シナリオ＝一席10万円、二席5万円 
 

【応募方法】8月1日～31日(必着)までに､短歌・俳句・川柳はハガ
キ表面、その他の部門は別紙に､①応募部門②住所③氏名(ふり
がな)④年齢⑤職業（区内在勤・在学者は会社名または学校名と
その住所）⑥電話番号⑦友の会会員の方は会員番号を明記し､
当館「世田谷文学賞」係へ郵送または持参下さい。 
＊応募作品の訂正、差し替え、返却はできません。入賞作品の第
一出版権は主催者に帰属します。 
 【発表】入賞者には１１月下旬に通知します。なお入賞
者名は本紙平成20年12月25日号に掲載予定です。上
位入賞作品は、「文芸せたがや」第28号で紹介します。 
 

世田谷文学賞作品募集！ 予告  
 

「ファーブル昆虫記の世界」展 
開催中～6月8日（日） 1、2階展示室 

ファーブル昆虫記を紹介
する企画展を開催してい
ます。約200点の貴重な
資料展示のほか楽しい仕
掛けが盛り沢山です。この
機会をお見逃しなく！ 
■￥一般600円（480円）／大・
高生350円（280円）／中・小
生250円（200円）／65歳以上・

障害者300円（240円）※（　）内は20名以上の団体料金  

 
韓国文化週間2008 

6月21日（土）～29日（日） 
2005年に始まった「韓国文化
週間」も今年で４回目を迎えま
す。今年のテーマは「韓国のこ
と－聞きたい。話したい。伝え
たい。」です。伝統楽器の
ソヘグムコンサート、映画会、
講座など、韓国を身近に感じ
ていただくプログラムをご用
意して皆様をお待ちしております。お楽しみに。 

zオープニングコンサート 
「朝鮮半島の伝統楽器ソヘグムと歌のライブ」 
6月21日g14：00～15：00　1階文学サロン　 
■出ハ・ミョンス、ユン・ヘギョン、ルンヒャン　 
■￥500円／当日先着150名 
x伝えたいーハングルで手紙を書いてみよう　 
6月22日a14：00～16：00　１階文学サロン 
■講ソン・ヂョンジュン　■￥ 500円／当日先着50名 
c韓国映画上映会　特集：80年代の青春映画 
協力：韓国文化院　6月28日g
11：00～13：00「飛べよ風船」（1980年） 
14：00～16：00「21歳の備忘録」（1983年）　 
１階文学サロン　■￥無料／当日先着150名 
 

土曜ジュニア文学館 
■わくわくワークショップ  絵本をつくろう！2008 
世界でたった1冊の、自分だけの絵本をつくろう。 
7月26日g、27日a、 
8月2日g、3日a  
13：00～16：00　2階講義室 
■講町田万里子（手作り絵本
講師）　■対全回参加できる
小学2年生～中学生　 
■￥無料／抽選20名　■申7月
5日までに、往復ハガキ（4面記入例参照、学年も明記）で当
館「ジュニア係」へ。連名可。 

ハ・ミョンス、ユン・ヘギョン 
©ＫＩＭ　ＩＬＴＥ 

 

©高橋士郎 
バボットシリーズより スカラベ・サクレ 
 



3 ★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 

0154－0004 世田谷区太子堂4－1－1キャロットタワー　15432－1543 　65432－1559    
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。 
 

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 
10570－075－111(一般／携帯電話)　15789－3493（IP電話／PHS） 
10：00～18：00　http://www.sony.co.jp/ITEseminar/

梅雨が明けたらお出かけのシーズン到来です。今
月は「ビデオカメラと、一眼レフカメラの撮り方入門」
を無料体験セミナーとしてご用意しましたので、こ
の機会にぜひご参加下さい。はじめてパソコンや、
ワード講座など人気の講座も好評開催中です。 
※機材はセミナー会場に準備しています。 

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　 ITエンターテインメントセミナーin世田谷 6月のご案内 
日程（6月） 時　間 一般料金（税込み） 

 

講　座　名 

6/18（水） 

6/18（水）～19（木） 

6/19（木）～20（金） 

6/20（金）～21（土） 

6/21（土） 

6/21（土） 

6/22（日） 

6/22（日） 

 

14：00－16：00 

17：00－19：00 

10：00－15：00 

17：00－19：00 

10：00－11：30 

13：00－16：00 

10：00－12：00 

13：00－14：30

無料体験講座 

¥6,300 

¥10,290 

¥6,300 

無料体験講座 

¥6,300 

¥2,100 

¥3,150

　【無料】ビデオカメラの撮り方の入門 

　パソコンで文章を作ろう”ワード2007”入門編[2日間] 

　はじめてのパソコン”ウィンドウズ・ビスタ編”（じっくりコース）[2日間] 

★メールとインターネット入門”ウィンドウズ・ビスタ編”[2日間] 

　【無料】はじめての一眼レフカメラ[1回完結] 

★自分の写真で写真集をつくろう[1回完結] 

★デジタルカメラの撮り方入門（人物を美しく撮ろう）[1回完結] 

★写真加工入門（フォトショップエレメンツ使用　初級）[1回完結] 

 

5/25（日）～6/21（土）  
6/22（日）～7/19（土）  
 開 催 中～5/25（日） 
5/31（土）～6/22（日）  
 

2Fギャラリーカフェ 
くりっく 

3F 生活工房 
ギャラリー 

四季のちぎり絵 
　　　　　　　　［アボリジナルアート］ 
 アートフリマつながり展 
押忍！手芸部展覧会「ビフォー＆アフター」 

生活工房 
ギャラリー 
 2Ｆ／8：00～21：00 

（土・日・祝日は11：00～21：00） 
3Ｆ／9：00～20：00 
 

入場 
無料 はるか5万年前より 

語り継がれる命の伝承 

《顔パス》 

関連イベント 

綿花ボランティア募集！ 
綿花の苗木を育ててみませんか 

  
アートフリマつながり展 

開催中～5月25日（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 
 

押忍！手芸部　展覧会 
「ビフォー＆アフター」 

7人の男性を中心に自
由な発想で手芸に取り
組む「押忍！手芸部」。
靴下だって軍手だって
あっ！と驚く作品に。押忍！
のアイデアの源を新作
とともに徹底紹介します。 
5月31日g～6月22日a 9：00～20：00　 
3F生活工房ギャラリー　■￥無料 
 
■押忍！手芸部 お部活（ワークショップ） 
「ビフォー＆アフター」 
「押忍！手芸部」と一緒に、身につけられるしゃれた！
雑貨？をデザイン画や型紙なしでつくります。 
6月8日a 13：00～16：00　生活工房4F　 
■講石澤彰一（押忍！手芸部部長）　■対一般（20 

 
歳以上） ■￥2 ,000円（材料費込み）／抽選30名  
■申5月27日（必着）までに往復はがき（4面記
入例参照）で生活工房へ 

 
連続セミナー 

日本の伝統文化に見るエコロジー
～用と美と環境の調和～ 

日本の伝統文化から環境に優しい知恵を学び、
私たちの生活のあり方を見なおす講座です。 
開催時間は全て14：00～16：00　生活工房4Ｆ 
■7月5日（土） 伝統芸能「見立ての妙技、能」 
■講味方 玄（観世流能役者） 
■7月12日（土） 庭園「時と共に熟成される庭」 
■講龍居竹之介（龍居庭園研究所所長） 
進行／アシハラヒロコ（インテリア・アーキテクト） 
■￥各回1,000円／各回先着50名　 
■申電話で生活工房へ 
 
こども体験ワークショップ・中学生EV教室     
『電気フォーミュラーカーを作ろう！』 
電気自動車の組立てを体験しながら、地球
環境やエネルギー問題を考える、全5回完結
の教室です。親子でも参加可能です。 

6月28日g、7月26日g、9月13日g、11月3
日（月・祝）、11月24日（月・祝）の全5回 
■対全回参加できる小学6年～中学3年生　 
■￥学生のみ：3,000円、親子：5,000円（全5回分）
／抽選20組　会場・共催／都立総合工科高
校　後援／世田谷区教育委員会　 
企画／日本EVクラブ　 
詳細／生活工房HPへ　 
■申6月10日（必着）までに往復 
ハガキ（4面記入例参照）で生活工房へ 
 

パートナーズサロン2008 
～老いのこころえpart1～

 
ひとりを安全に楽しく生きる知恵 
老齢期を迎え、明るく元気に生き抜く手立て
として「老いのこころえ」という知恵をみん
なで話し合います。 
6月21日g13：30～16：00　生活工房4Ｆ 
■￥300円／当日先着50名　 
共催／世田谷パートナーズ 
　 「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です。 
z朗読講座　基礎からより豊かな表現力まで目
指します。ご都合に合わせて受講日をお選び下さい。 
①7月2、9、16、23日d各回13：30～15：30 
■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター） 
②7月3、10、17、24日e各回13：30～15：30 
■講森川靄子（ＮＨＫ日本語センター） 

x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」 
7月3日、10、17、24日e各回19：00～21：00 
■講小林昭彦（ＮＨＫ日本語センター） 
＊zxとも生活工房5Ｆ　■￥ 20,000円（4回分）
／先着15名 ※世田谷区民は18,000円 
■問■申7ＮＨＫ放送研修センター 
13415－7121（受付時間9：00～18：00）  
ＵＲＬ／http://www.nhk-cti.jp 
 
市民活動支援コーナー設立7周年記念

 
ぱお亭落語会と市民活動交流会 
世田谷の市民活動の活性化を目的とした当
コーナー主催による、落語の上演と支援コ
ーナー運営報告の後、交流会を行います。お
気軽にご参加ください。 
6月28日g開場14：00　開演14：30　 
閉会18：00　生活工房4Ｆ　■出古今亭駿菊師
匠（落語家） ■￥1,500円（交流会費込）／先着
20席（立見有り） ■申市民活動支援コーナー
（15432－1511、65432－1512、メール
shien@setagaya-genki.net）まで 

『眞田岳彦セタガヤーンプロジェ
クト』では家庭で綿花を苗木から
育てて収穫した綿を紡いでの糸
づくりにご協力いただける方を
募集します。栽培記録と紡いだ糸
は衣服造形家・眞田氏監修の元、報告展で発
表します。5月に種を蒔いて綿の苗木を育て
ています。下記の日程で受け取り可能な方に
ポットに植えた苗木を配布します。綿の育て
方のレクチャーもいたします。 
■申事前にお名前を登録ください。5月25日よ
り生活工房で電話受付します。15432－
1543（先着／500組） 
【配布日時／場所】6月22日a 午前10時～
午後4時まで／生活工房4FワークショップB 
【協力】世田谷ファーム、岡村製油株式会社 

選べるいろいろ！　フィットネス教室・コース型教室参加者募集 

■申■問下記管理事務所へFAXまたはハガキ（4面記入例参照、FAX番号を明記）でお申し込みください。        
　z総合運動場管理事務所　　   〒157-0074　大蔵4-6-1　13417-4276　63417-1734        
　x千歳温水プール管理事務所　〒156-0055　船橋7-9-1　13789-3911　63789-3912        

z総合運動場　■￥9，000円（全10回／教室）、7，200円（全8回／教室）　■締随時 
●ピラティス（飛距離アップ・ツールなど）　●太極拳　　●ヨーガ　　●フラダンス　　 
●親子教室（フラダンス・エアロ）　●こども教室（空手・ダンス）　 
●産後のママ教室（ピラティス・ヨーガ・エアロ）　●やさしいベリーダンス　など全21教室 
 
x千歳温水プール　■￥8，000円（全12回／教室）  ■締6月22日（必着）  
●ピラティス　●ヨーガ　　●フラダンス　　●親子教室（フラダンス）　など　全１０教室 
 

0157－0074 世田谷区大蔵4－6－1 区立総合運動場温水プール2Ｆ　 
13417－2811 53417－2813  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  

 
各種スポーツ教室 

z中級者弓道教室 
7月1日c～3日e、8日c～10日e 18：30～20：30
（全6回） 大場代官屋敷弓道場　■対中学生以上 
■￥大人3，000円、中学生1，200円／抽選30名 
x初心者・初級者アーチェリー教室 
7月13日～8月10日　毎週日曜　9：30～11：30
（全5回） 総合運動場洋弓場　■対小学5年生
以上（小学生は保護者同伴）  ■￥大人2，500
円、中学生以下1，000円／抽選40名 
zxとも■締6月20日（必着） ■申ハガキまたは
ＦＡＸ（4面記入例参照）でスポーツ振興財団へ 

 
第48回ＴＥＰＣＯ世田谷区 
レディースバレーボール大会 

7月8日c～11日f  9：10～  総合運動場体育館 
■対区内在住・在勤の女性チーム　 
■￥1チーム4，000円／先着64チーム　 
■締6月2日（必着） ■申電話で区・バレーボール
連盟・金当（13700－7882）へ  ※6月11日d
10：00～代表者会議（組合せ抽選会）を開催 
 
第58回世田谷区民体育大会 

■ソフトテニス大会 
①7月6日a ②7月13日a 9：00～　 
総合運動場テニスコート　 

■対区連盟登録者及び区内在住・在勤・在学者 
種目／①一般女子A～C、壮年男子（45歳以
上）②一般男子A・B（高校生含む）、壮年女子、
壮年Ⅱ部　■￥1組400円　■締①②とも6月20
日（必着） ■申所定の申込書で、区連盟登録者
は郵便振込、未登録者は現金書留で、区ソフ
トテニス連盟・沼尻（〒156－0051　宮坂1－
7－2　13429－1589）へ 
■ゴルフ大会 
7月24日e　太平洋クラブ御殿場ウエスト 
種目／18ホールストロークプレー（新ペリア
方式）　■￥3，000円（賞品代、保険料を含む）・
別途プレー代17，550円　希望者は厚生年金ス
ポーツセンターウェルサンピア東京からバスを
利用できます。（3，000円）　■締6月23日（必着） 
■申ハガキまたはＦＡＸで区ゴルフ連盟・浜本（〒158
－0097　用賀3－27－7　163709－0672）へ
（4面記入例参照、生年月日・バス利用の有無を明記） 
■テニス大会 
8月4日b～14日e（日曜を除く）　9：00～ 
総合運動場テニスコート　種目・定員／①中
学男子：（単）128名・（複）64組　②中学女子：
（単）128名・（複）64組　③高校男子（単）
200名・（複）80組　④高校女子：（単）200名・
（複）80組　■￥（単）100円・（複）200円  
■申5月30日f15：00～19：00に、所定の申込
書に現金を添えて総合運動場会議室兼軽運
動室へ　※受付終了後、空きのある種目は

5月31日g～6月6日fに区テニス協会（10：
00～18：00、桜丘1－17－18  15451－0691）
で受付（郵送は不可） 
 
第20回世田谷区ダンススポーツ大会 
6月29日a　9：00～　総合運動場体育館　 
種目／オープン戦　ＪＤＳＦランキング戦 
■￥1組4，500円　■締5月29日（必着）  
■申所定の申込書で区ダンススポーツ連盟・ 
伊藤（〒157－0072　祖師谷5－5－9）へ　 
■問石井（13700－2582）※出場者はＤＳＣＪ
選手登録者（オープン戦は未登録者も可）。
服装はＩＳＤＦ規定、ダンスシューズ（ヒールカ
バーを着用）による。 
 
 
 

 
会長杯争奪なぎなた大会 

7月6日a 10：00～ 代田小学校　■￥500円 
■締6月14日（必着） ■申ハガキ（4面記入例参照）
で区なぎなた連盟・武田（〒157－0071世田谷
区千歳台2－20－14　15490－0640）へ 
 
スキルウォーククリニック 

参加者募集 
ウォーキングの最先端をマスターしませんか？ 
6月21日g　13：30～15：30 総合運動場体
育館及び公園内　■￥大人1，000円、小・中学
生500円／抽選100名　■締6月10日（必着）
申ハガキまたはFAX（4面記入例参照）で総
合運動場管理事務所へ　〒157－0074　大
蔵4－6－1　13417－4276 63417－1734

指導者を養成・登録・紹介するシステム、「スポ・レクネット」に登録して地域で活動してみま
せんか。スポ・レクネットに指導者として登録するための「基礎講習会」を実施します。 
6月28日（土）9：00～17：50　世田谷区役所ブライトホール　 
 ■対①登録を希望する20歳以上の方　②講習会のみ参加希望される方（登録を希望しない方） 
■¥ ①2，000円（登録の際には別途、登録料500円が必要です）　 
　②500円／1科目（※zは無料）　定員／抽選60名　 
■締6月10日（必着）　■申ハガキまたはＦＡＸ（4面記入例参照、現在お持ちのスポーツ・レクリ
エーション関連資格、②は参加希望の科目コード[z～b]を明記）でスポーツ振興財団へ　 

スポ・レクネットに登録し、地域で活動しませんか 
 

◆基礎講習会を受講すると、A・Bの指導者
に登録ができます。 
◆C・Dの指導者登録には、基礎講習会の他
に専門講習会の受講が必要となりますが、
手順等は基礎講習会の初回でご案内します。 
※日本体育協会公認資格等をお持ちの方は、
基礎講習会x～bが免除となります 
 

Ａ　ボランティア指導者（地域スポーツイベント等） 
Ｂ　部活動指導者 （区内学校部活動等） 
Ｃ　種目別指導者 （種目別技術指導） 
　※今年度予定種目：親子体操、健康体操、ショートテニス、 
　　水泳、ソフトテニス、卓球、テニス、軟式野球、 
　　バドミントン、フォークダンス 
Ｄ　クラブマネージャー  
　　（地域スポーツクラブの運営を目指す方） 

基礎講習会（全5科目必修）　受講者の募集 ※都合により講師・講習内容が変更になる場合があります。 
 
 
科目コード 
z

x

c

v

b

 
9：00～10：20  
10：30～12：00  
13：00～14：30  
14：40～16：10  
16：20～17：50

 
ガイダンス・世田谷区の現状 
スポーツ指導者の安全対策  
スポーツ心理学・指導方法 
指導者の基礎理論　 
スポーツ緊急時の救急・救命法 
 

 
世田谷区スポーツ振興課長、佐野昌行（日本体育大学） 
冨田幸博（日本体育大学教授） 
楠本恭久（日本体育大学教授） 
齊藤隆志（日本女子体育大学准教授） 
高橋宏幸（国士舘大学大学院） 

かね とう 

※所定の申込書は、スポーツ振興財団、 
スポーツ振興課、各申込先にあります。 
 

※z・xともに各教室の内容・対象・日程等詳細はホームページをご覧いただくか、 
　各実施施設へお問い合わせください。 
 

登録種別 スポ・レクネット登録への流れ 
 

時　間 科　目（内容） 
 

講　　師 
 



0154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階 ※10：00～18：00　　 
15432-1535　65432-1536　お知らせ：音楽事業部はキャロットタワー4階から2階に移転しました。　 音 楽 事 業 部  
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●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 

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 

情報ガイド2・3面の 

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15432－1515 

 

夏休みファミリーコンサート 
8月21日（木）（15：30開場）  　 
世田谷区民会館ホール 

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。●
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15432-1530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。ご了承ください。 

劇場友の会会員先行予約・割引あり 

ＴＳＳＳ割引あり 

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 15432-1515 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 

0154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー5階　15432-1526 55432-1559 
PC　http://setagaya-pt.jp　携帯サイト　http://setagaya-pt.jp/m　 

 

本日一般発売開始！ 
リクエスト曲など… 
お待ちしています！ 

シアタースケジュール 27 3026252423222120191817161514131211109876543213130 2927 28262525 29

世田谷パブリックシアター 

　公演詳細情報はHPをご覧いただくか、劇場までお問い合せください。 

5/

5/25～6/30 

シアタートラム 

6/

※チケットセンターはキャロットタワー 
　2階から5階へ移転しました。 
※月曜不定休　10：00～18：00

シス･カンパニー『瞼の母』 
 

『上々颱風　シアターLIVE！』 

古謝美佐子『夏待ち唄会』 

能楽現在形 劇場版＠世田谷 トヨタコレオグラフィーアワード 

『日本語を読む』 THE SHAMPOO HAT 『立川ドライブ』 
 

ドラマ・リーディング○『醜男』 

■劇場　詳細はHPをご覧ください。 問 

■劇場／技術部15432－1522問 

■劇場　詳細はHPをご覧ください。 問 

■劇場 問 

■シス･カンパニー15423-5906問 

8/16（土） 
8/17（日） 

世田谷パブリックシアター 

『日野皓正Ｑｕｉｎｔｅｔ Ｌｉｖｅ』 
『Ｄｒｅａｍ Ｊａｚｚ Ｂａｎｄ　 
  4ｔｈ  Ａｎｎｕａｌ Ｃｏｎｃｅｒｔ』 

月曜休に変わりました 

28

KAKUTA 『Ｒoot Beers～ﾙｰﾄﾋﾞｱｰｽﾞ』 
 

デフ・パペット・シアター・ 
ひとみ 

世界的トランペッター・日野皓正による、世田谷ジャズ・プロジェクト！！ 

第20回 世田谷パブリックシアター舞台技術者養成講座 

16：00～第1部（ワークショップ参加者による発表会） 
16：45～第2部（せたがやシンフォニエッタによるファミリーコンサート） 

第1部 
第2部 

「おもちゃの交響曲」（Ｌ.モーツァルト） 
歌劇「カルメン」より“前奏曲”（ビゼー） 
組曲「道化師」より“ギャロップ”（カバレフスキー） 
バレエ「コッペリア」より“マズルカ”“ワルツ”（ドリーブ）ほか 
 

池辺晋一郎（指揮とおはなし、音楽監督）　 
ワークショップ参加者によるオーケストラ 
せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ） 
 

出演 

曲目 

オーケストラで使っている楽器のお話を交えながら、
クラシックの名曲の数々をお贈りします。また、今
年2月から始まった「オーケストラ楽器体験ワーク
ショップ」に参加したお友達の発表会も行います。 

大　人（高校生以上）　2,000円 
（区民・劇場友の会割引：前売のみ取扱）1,800円 
子ども（4才～中学生）　 500円 ※値下げしました 

大　人　4,000円 
（区民・劇場友の会割引：前売のみ取扱  3,500円） 
子ども　2,000円（小学生～高校生） 
※未就学児童入場不可 

 せたがやふれあいコンサート 
「オペラってフシギ…」 
6月20日（金）19：00開演　 
世田谷区民会館（全席指定） チケット 

発売中 
 

入場料 
（全席自由） 

 

音楽事業部では、室内楽演奏会や童謡
コンサートを企画しております。聴い
てみたい曲、それにまつわる思い出を、
上記ＦＡＸまでお寄せください。いただ
いたリクエストを選曲の参考にさせて
いただきます。 

Jazz for Kids  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。 
■6月2日（必着）までに往復ハガキ（希望公演名・日時・お名前・住所・年齢）
にて劇場「区民観劇レポーター」係まで　■世田谷区在住・在勤・在学の方
※抽選の上、当選者（若干名）にはハガキにてお知らせいたします。 

申 

対 

子どもから大人まで、気軽にジャズに親しめる、
暑い夏にぴったりの“Jazz for Kids”。1日目は、
「日野皓正Quintet」の本格ライブで、昨年から
参加している弱冠１７歳の天才ドラマー・和丸にも
注目。エネルギッシュなセッションを存分にご堪
能ください。2日目は、世田谷区の中学生をメン
バーとした“Dream Jazz Band”が登場。彼ら
の活動は、追ってご報告します。お楽しみに！ 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

29

かず まる 

6/29（日） 授賞式・ 受賞者公演 

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
 

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム
 

日替わりプログラム。 
１４日は「火の国」、 
１５日は「風の国」を上演。 

Ａ 5，000円　　B 3，000円  
開演後は本来のお席にご案内できない 
場合がございます。予めご了承ください。 
未就学児童入場不可 

未就学児童入場不可 

未就学児童入場不可 

平日サービス公演　6/18、19、24（14時） 
2,800円 学割は劇団のみ取扱。 
未就学児童入場不可 

Ａ 7，500円　  
未就学児童入場不可 

B 2，500円（3階）　  
未就学児童入場不可 

B 1，500円（3階）　  
未就学児童入場不可 

※学割はTAICHI-KIKAKUのみ 
取扱。 
未就学児童入場不可 

未就学児童入場不可 

4，300円 

S 6，700円 

4，500円 

5，200円 5，500円 

6/8（日） 
3，800円 

6/10（火） 
4，000円 

3，400円 

6/6（金） 
3，500円 

S 7，000円ほか 

S 9，000円ほか 区民割引は 
ございません 

区民割引は 
ございません 

区民割引は 
ございません 

先行予約は 
ございません 

3，600円 3，800円 

4，300円 4，500円 

4，100円 4，300円 

3，200円 3，300円ほか 

世田谷区民 
先行予約・割引 一般料金 お問い合せ 

Ｍ＆Ｉカンパニー 
15453-8899

Ｍ＆Ｉカンパニー 
15453-8899

サンライズ・ 
プロモーション東京 
10570－00－3337

トヨタコレオグラフィー 
アワード事務局  
13373-1166

（財）現代人形劇 
センター 

1044-777-2228

ペンギンプルペイル 
パイルズ  

15499-2739

HOT　LIPS 
15879-8929

ＫＡＫＵＴＡ 
1090-6311-1996

アンクリエイティブ 
15458-0548

アンクリエイティブ 
15458－0548

TAICHI-KIKAKU 
15385－9137 

 

劇　場 

トヨタコレオグラフィーアワード 
2008  
“ネクステージ”（最終審査会） 

アトリエ・ダンカン プロデュース『ウェディング・ママ』 

古謝美佐子『夏待ち唄会』～ニューアルバム先行発売ライブ 

『上々颱風　シアターLIVE！ 2008』  
シャンシャンと行くスチャラカ世界音楽紀行～火の国・風の国～ 

公演名・上演期間 その他 

7/25（金）～8/4（月） 

THE SHAMPOO HAT『立川ドライブ』 

ＫＡＫＵＴＡ 漢（オトコ）祭り 2008 in U.S.A 
『Root Beers ～ルートビアーズ』 

5/29（木）～6/8（日） 

6/18（水）～25（水） 

Ｎｏｉｓｍ08『Ｎａｍｅｌｅｓｓ  Ｈａｎｄｓ～人形の家』 
7/2（水）～6（日） 

ペンギンプルペイルパイルズ『審判員は来なかった』 
7/10（木）～20（日） 

３歳以下のお子様は、 
お膝の上での観劇で無料。 
 

未就学児童入場不可 

5，800円 6，000円 
東宝エージェンシー 
13216-2008ミュージカル『サ・ビ・タ ～雨が運んだ愛～』 7/26（土）～8/17（日） 未就学児童入場不可 

2，800円 
こども1,900円 

3，000円 
こども2,000円 

デフ･パペットシアター・ひとみ　  
『はこ／BOXES  じいちゃんのオルゴール♪』　 

6/28（土）・29（日） 

6/13（金） 

8/22（金）～24（日） 

9/4（木）～7（日） 

6/20（金）・21（土）・22（日） 

6/14（土）・15（日） 

能楽現在形 劇場版＠世田谷　半能 『融』／能『舎利』　 
とおる しゃ　　り 

ワークショップ・レクチャー　 

 土曜劇場プレイ･パーク　 

■500円／定員20名 
■郵送、ＦＡＸ、HPから 
※定員になり次第、受付終了。 

￥ 

申 

■世田谷区民400円　一般500円　 
　子ども300円／各日先着20名      
■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。　■劇場　 
※詳細はＨＰをご覧ください 

￥ 

申 

問 

A 2，000円ほか 

A 3，000円ほか 6/28（土） ネクステージ 
（最終審査会） 

作：マリウス・フォン・マイエンブルク　演出：ノゾエ征爾（はえぎわ） 
出演：中山祐一朗　緒川たまき　原金太郎　山中崇 
 

イラスト：山本益子 

日野皓正 
presents 6/13（金）19：00／14（土）14：00

シアタートラム ＊両日とも終演後にポストトークあり 

『醜男』 
ぶ おとこ 

チケット好
評発売中！

 一般　1,000円　全席自由・日時指定 
世田谷区民割引はございません　未就学児童入場不可  

  

 

Jazz for Kids

チケット発
売開始！ 

子ども　2,500円（4歳以上、中学生以下）　2日間通し券　6,500円 

●世田谷区民　6/7（土） 3,500円 
●一　　　般　6/8（日） 4,000円 

世田谷パブリックシアター★ 
ドラマ・リーディング○ 29

世田谷パブリックシアター　 
イデビアン・クルー『排気口』　 
シアタートラム　　 
TAICHI-KIKAKU 身体詩舞台作品 
『光る旅～PILGRIM 2008』 

発
売
開
始
 

発

売

中

 

レッテは上司から、顔が醜すぎるので新製品のプレゼンは任
せられない、と言われショックをうける。妻に「自分はそんな
に醜いのか」と聞くと、「それに耐えて生きているあなたがス
テキ」という返事。レッテは整形手術を受けることにする･･･。 

●8/16(土)～22(金) 【全7日間】　デザインのワークショップ　 
●8/23(土)　　　　公開講座「伝統演劇」 
●8/24(日)　　　　舞台音響・照明の初めの一歩　 
 

『日野皓正Ｑｕｉｎｔｅｔ Ｌｉｖｅ』（07年）より 撮影：青柳聡 

■500円／定員30名 
■6/14（土）10：00～ 劇場チケットセンターにて 
■劇場／学芸 

￥ 

申 

問 

会場：世田谷パブリックシアター 
　 は先着５名まで無料　 

デイ・イン・ザ・シアター　 
6/2（月）　18：30～21：30　 

6/7（土）、14（土）、21（土）、28（土） 
10：00～12：00　※第2週は受付終了 

劇場ツアー 
6/21（土）　14：00～ 

詳細はＨＰ、もしくは劇場にてチラシを配布中です。 

 

劇場を経験しよう！ 次代の舞台芸術界を担う舞台スタッフの養成講座です。 
 


