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世田谷パブリックシアターの芸術面での針路を示す芸術監督。
野村萬斎が芸術監督として自ら企画する『MANSAI◉解体新
書』は、毎回、多彩な分野のゲストを迎え“トーク＆パフォーマン
ス”を繰り広げる人気シリーズです。ゲスト、そして観客の皆様と
一緒に、厨房で“食材”を確認し“隠し味”を追究するかのように、
舞台芸術の構成要素を「解体」していきます。

世田谷パブリックシアターでは、現代もなお息づく古典作品のように、
繰り返し上演することで、永く親しまれる作品創りを目指しています。
シェイクスピア作品を題材に、野村萬斎自ら演出を手掛け、出演もする
新生『国盗人』と新作『マクベス』は、現代演劇の俳優やパフォーマー
を迎え、狂言の発想をもとに現在を斬る話題の作品です。お見逃しなく！

世田谷パブリックシアターでは、「伝統演劇と現代演劇の融合」を
目指し、ほかでは見られないユニークなシリーズ企画が目白押し。
時代を超越する普遍的な視点と現代の私たちの視点から、幅
広くお楽しみいただける能や狂言をお届けします。

※チケット情報は4面をご覧ください。 

たかさご かんたん

「MANSAI◉解体新書」
企画・出演　野村萬斎
その拾伍　10/27㈫19時※当日券は開演60分前から販売。
ゲスト ： 穂村弘（歌人）　春日武彦（精神科医・作家）

その拾六　2010/1/29㈮
ゲスト ： 杉本博司（現代美術作家・写真家）　ほか
※「その拾六」チケット購入のお申込案内は次号でお知らせいたします。

発行　　　　　　　　　　　　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1
編集　　　　　　　　　　　　　　http://www.setagaya-bunka.jp/　
　　　　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/

■ 
■ 
■ スポーツフェスタ in 千歳温水プール 
■ 
■ 「爆笑寄席●てやん亭」　三遊亭金馬　ほか
■ 

世田谷文学館
世田谷美術館

（財）世田谷区スポーツ振興財団
生活工房

世田谷パブリックシアター
音楽事業部
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能楽現在形 劇場版＠世田谷
半能『高砂 八段之舞』／能『邯鄲』
2010/1/15㈮～17㈰ 
出演：観世銕之丞 片山清司 関根祥人 観世喜正
　　 野村萬斎（狂言）  亀井広忠（大鼓） ほか
　　　

区民先行発売10/31㈯

『国盗人』－Ｗ．シェイクスピア「リチャード三世」より
12/5㈯～12㈯　　出演：野村萬斎 白石加代子 ほか　
王位を手にするため暗躍する「悪三郎」が甦ります。（2007年初演）

『マクベス』
2010/3/6㈯～20㈯　出演：野村萬斎 秋山菜津子　ほか
テキストを再構成し大胆な演出を施す、たった5人で演じる『マクベス』。

※『マクベス』チケット情報は次号でお知らせいたします。
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区民先行発売12/18㈮

チケット
好評発売中

久世光彦展　時を呼ぶ声
第1回世田谷区芸術アワード“飛翔”受賞記念発表

分解展 ―家電の中身が教えてくれること。―

映画と音楽　～黒澤明の世界～
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『国盗人』（07年）

『解体新書』より　©森日出夫　

*『国盗人』では、萬斎演じる「悪三郎」となって登場。

■問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に関しては、4面もご覧ください。
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トー
ク 白石加代子                           女優『国盗人－W.シェイクスピア「リチャード三世」より』再演によせて

チャード三世※をとりまく四人の女性を演じさせていただく
ことは、出来具合は別として、“女優冥利に尽きる”の一言。

プレッシャーの反面、幸せで楽しいことでもあります。
　萬斎さんは、まだ武司くんと呼ばれる少年の頃から存じており
ますが、初演時の舞台上で「包容力」のようなものを強く感じまし
た。たとえ憎み合う間柄の役でも、相手役への愛がなければ舞台
は成立しません。古典の場で、お小さい頃から培っていらした身体、
呼吸、感性を無意識のうちに駆使して相手役をいざなってくだ
さる。共演者にとって、それは本当に幸せなひと時です。
　再演に向け、皆、熱い想いで既にワークショップも行っています。
初演にも増してどーん！と花が開きますからね（笑）。　[談]
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『舍利』（08年）　
©政川慎治

※『国盗人』では、萬斎演じる「悪三郎」となって登場。
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オルセー美術館展パリのアール・ヌーヴォー

■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、当館総務担当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
期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ

●バジコ展　
●私の趣味の世界 焼絵と箱庭　●ひとり展 上垣節子

●第1回世田谷区芸術アワード“飛翔”受賞記念発表

●第1回世田谷区芸術アワード“飛翔”受賞記念発表

●大竹英洋写真展『もりのどうぶつ』
●ミモザの会 絵画展

開催中

10/27

11/ 3

11/10

11/17

10/25

11/ 1

11/ 8

11/15

11/22

～

～

～

～

～

●川場村写真展　

●第10回みどり会美術作品発表会
●KYOKO'S WONDERLAND
●楽しい家に住んでますか？展 Ⅵ（4日より公開）
●墨酔夢～李白を書く

●ウブフール作品展（18日より公開）
●経堂デッサン会展

●世田谷区障害者アート展

企 画 展
第1回世田谷区芸術アワード
“飛翔”受賞記念発表

「熊澤未来子作品展」
「高田安規子・政子作品展」
10月27日㈫～11月8日㈰　当館区民ギャラリー
次世代を担う将来性のある若手アーティス
トを奨励・支援するために昨年度創設された
世田谷区芸術アワード“飛翔“。美術部門受
賞者2組の作品展を開催します。　■￥無料

プロムナード・コンサート
石橋幸子　ヴァイオリン・リサイタル
11月29日㈰14：00開演　当館講堂
■出石橋幸子（ヴァイオリン）、山田京子（ピアノ）
曲目：ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ第5
番ヘ長調「春」」ほか
■￥入場無料／抽選200名
■申 11月14日（消印有効）までに往復ハガキ
（欄外記入方法参照）で当館まで。
※未就学児は入場不可。　
※開演後の途中入退場はご遠慮ください。
※ハガキ1枚につき1名様のみ。
企画協力：丹羽正明

オルセー美術館展
パリのアール・ヌーヴォー　
19世紀末の華麗な技と工芸

開催中～11月29日㈰　１階企画展示室
■￥一般1，300（1,000）円／大・高生、65歳以上
1,100（800）円／中・小生600（400）円　
障害者割引あり　
※（　　）内20名以上の団体料金

関連企画
■100円ワークショップ
「ぐるぐるアール・ヌーヴォーアクセサリー」
展覧会会期中の毎週土曜日13:00～15:00
当館創作室
ワイヤーなどを使ってアール・ヌーヴォー風
のアクセサリーを作ります。
■￥1回100円／随時受付

平成21年度第2期収蔵品展
和のいろ・かたち―

日本画と工芸作品を中心に
開催中～12月17日㈭　2階収蔵品展示室
北大路魯山人の陶磁器、人間国宝・山田貢の
着物をはじめとする、世田谷ゆかりの工芸家
や、日本画家の作品を展示します。
■￥一般200（160）円／大・高生150（120）円
／中・小生、65歳以上100（80）円　障害者割
引あり　※（　　）内は20名以上の団体料金

絵画のレシピ
宮本三郎の表現と画材

開催中～
１１月29日㈰
宮本三郎が愛用
したさまざまな
画材を紹介し、
多彩な絵画表現
を検証します。
■特別展示
「９人の画家がえらんだクレヨンとパスの色」
１９５９年の『暮しの手帖』の特集で、宮本をは
じめ梅原龍三郎、小磯良平など名だたる画家
たちが児童用クレヨンとパスの発色や描き心
地を試したテストシートを初公開します。
■ギャラリートーク
「宮本三郎の素描と画材」
11月14日㈯14:00～（30分程度）
■￥無料／申込不要
■講演会「人ひろば」vol.5 
「建築家・内井昭蔵がめざした人間的生活の
豊かさとは」
12月20日㈰14：00～15：30
内井昭蔵のパートナーとして人生をともにし、
日々の生活を基盤にして豊かな人間生活とは
何かを問い続けた日々。そして、その生活の延
長線上に「かたち」として表現された建築作品
を、さまざまな角度から語っていただきます。
■講内井乃生（内井昭蔵夫人／文化女子大学
名誉教授）　■￥５００円／申込先着５０名
■コンサート
音広場・秋「荒井良二と連絡船」
11月22日㈰19：30～21：00
夜の美術館で、絵本作家・荒井良二さんがラ
イブをひらきます。

■出荒井良二と連絡船　
■￥1,500円／申込先着60名
■クリスマスワークショップ
岡田七歩美のモザイクワークショップ
12月19日㈯10:00～16:00
大理石をつかった本格的なクリスマスモザイ
クを作ろう！
■講岡田七歩美（モザイク・アーティスト）
■￥2,000円／申込先着20名　■対中学生以上

清川泰次－絵画に宿る詩情
開催中～１１月29日㈰
清川泰次の画面構成から湧き出る鮮麗なイメ
ージと彼の残した
言葉の数々を介し
て、清川泰次が作
品に託した詩情と
想いを探ります。

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

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（欄外記入方法参照）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

（観覧無料）※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

和紙造形　紙々倶楽部展
写真塾「わいわい」第四回写真展
自由創作会
out ｏｆ ｌｉｎｅ Ⅱ
―父が残したアルバムより
「そこに笑顔があった」加地端生遺作
（11/24は振替休館日）

10/27～
11/ 3～
11/10～
11/17～

11/23～

11/ 1
11/ 8
11/15
11/22

11/29

清川泰次記念ギャラリー  区民ギャラリー

向井潤吉アトリエ館
向井潤吉アトリエ館は、耐震調査の結果、耐震
化工事が必要なため当分の間休館します。
世田谷美術館本館ライブラリー前のコー
ナーにて、向井潤吉がルーヴル美術館で摸
写した作品を展示中。

収 蔵 品 展

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／65歳以上、中・小生、障害者100（80）円 ※（　）は20人以上の団体料金

世田谷アートフリマ in セタビ
11月3日（火・祝）11：00～15：00
当館エントランス前広場
※詳細は３面をご覧ください。

Ｂａｃｋ ｔｏ Ｎａｔｕｒｅ ２００９
（バック トウ ネイチャー２００９）

11月15日㈰13：30～16：30　当館創作室Ｃ
11月21日㈯～23日（月・祝）2泊3日　群馬県利
根郡川場村「なかのビレジ」周辺山林（友好の森）
自然の中でアートする、爽快感あふれる森林
ワークショップ！

宿泊費：7,400円（2泊3日4食付）
［リーダー］スタン・アンダソン
（造形作家）
■対高校生もしくは16歳以上
■￥ 3,000円（交通費、宿泊費、その他の経費
は別）／抽選30名
■申 11月5日（消印有効）までに往復ハガキ
（欄外記入方法参照）で当館まで。

ノブタカ

《むらさきの絵》1960－1963年

《裸婦》1962（昭和37）年

熊澤未来子
《回転寿司》
2008年
鉛筆・パネル

高田安規子・政子
《Ruins》
2008年
チョーク

関連イベント
■トークショー
11月13日㈮18:30～　１階文学サロン
■出村松友視（小説家）×小林薫（俳優）
■￥1,000円／当日先着150名

■一人芝居『麗子は微笑う』
11月17日㈫～23日（月・祝）各日17:30～
（18:30終演予定）　1階文学サロン
■出木ノ葉のこ（俳優）
脚本：水谷龍二
演出：小野鉄二郎
原作：久世光彦
『蕭々館日録』より
企画制作：オフィス・マー
ガレット
■￥前売・当日共3,000円（本展チケット付）
チケット取扱：チケットぴあ☎0570-02-
9999、Ｐコード398-110

電子チケットぴあ　http://pia.jp/t
ｅ＋チケット　http://eplus.jp
■問トム・プロジェクト☎5371-1153
■ＤＶＤ上映会
10月31日㈯、11月1日㈰『春が来た』（1982年）
11月7日㈯、8日㈰『夫婦善哉』（1994年）
11月15日㈰、29日㈰『血脈』（2003年）
各日11:00～と14:00～の2回上映
1階文学サロン・2階講義室
久世光彦が演出した名作ドラマをＤＶＤ上映
いたします。
■￥無料／各回当日先着80名

第11回世田谷フィルムフェスティバル
特集「名優・森繁久彌」

開催中～12月6日㈰
1階展示室
日本を代表する俳優
であり、世田谷区内
に在住の森繁久彌
（1913年～）の業績
を映画資料や愛用
品、貴重なメイキング
フィルム映像などで
ご紹介しています。

■￥一般200円、大・高生150円、
中・小生100円、65歳以上・
障害者100円　
※「久世光彦展」期間中はそのチケットでご
覧いただけます。

ミニコンサート
11月14日㈯16:10～（約45分）
1階文学サロン
「愛の挨拶」などクラシックの名曲と、開催中
の「久世光彦展」にまつわる曲で構成された、
小松美穂（ヴァイオリン）ミニコンサートをお
楽しみいただきます。
■￥無料／当日先着100名

友の会との共催講座
■作家の横顔　城山三郎
11月27日㈮
■講髙山文彦（ノンフィクション作家）　
■締11月13日
■生誕100年　中島敦を語る
12月6日㈰
■講紅野謙介（日本大学教授）　■締11月22日
各講座14:00～　1階文学サロン
■￥各講座友の会会員500円、一般700円
■申往復ハガキ（欄外記入方法参照）で当館友
の会へ

企 画 展

久世光彦展　時を呼ぶ声
開催中～11月29日㈰　2階展示室
1970年代の国民的な人気番組「時間です
よ」をはじめ、「寺内貫太郎一家」「悪魔のよ
うなあいつ」「ムー」など、テレビドラマの定
石を打ち破る、斬新な作品で一時代を築い
た演出家・久世光彦。小説・エッセイの執筆
や、舞台の演出、歌謡曲の作詞などにも活躍
の場を広げ、次世代に多大な影響を与えた、
その業績をご紹介する初の展覧会です。
■￥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 わ　ら

世 田 谷 美 術 館 〠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）
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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 一般1,300円→1,200円　大・高生、65歳以上1,100円→1,000円

中・小生600円→500円観覧料

世田谷美術館1階展示室
開催中～11月29日（日）久世光彦展　時を呼ぶ声

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　
開催中～11月29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（2館）●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

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（ショップは17:00まで。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）



生活工房モニターを募集します
企画に参加した生の声と評価をいただ
き、また広報発信にご協力いただける｢生
活工房モニター｣を募集します。
［応募条件］下記２企画の見学・参加がで
きる方①11月21日～12月20日／「時間
を食べる」展と関連企画 ②2010年2月27
日～3月14日／眞田岳彦セタガヤーンプ
ロジェクト「I’m home」（仮）と関連企画
［募集人数］10名程度
［特典］関連企画の参加費が無料
［実施内容］グループインタビューのほ
か、ブログへの書き込みやPRの応援企画
をみんなで考えます。
［応募方法］11月10日（必着）までに、①
住所②名前③電話番号④年齢⑤参加の
意気込み・メッセージ等（200字以内）　
をご記入の上、ファクシミリ・Ｅメールまた
は郵送で、生活工房｢モニター係｣まで

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）

11/15㈰～12/12㈯

2F ギャラリーカフェくりっく

開催中～11/14㈯

余白の美を求めて
～可奈＆尚絵二人展

グラス＆ファブリックぺイント
chou-chou＊作品展

生活工房 　　　　各講座とも14名 ※機材はセミナー会場に準備しています。

企 画 展

場所 定員

時　間 一般料金（税込み）講　座　名 日　程木々が色づく紅葉の季節、一眼レフカメ
ラの撮影やパソコンでの加工など、写真
を楽しむ講座を数多くご用意しました。

★デジタルカメラの撮り方入門（キレイな小物を撮ろう）
デジタル一眼レフ基礎１　はじめてみよう！一眼レフカメラ（はじめてのかたへ）
★デジタル一眼レフ基礎２　カメラの基本を学ぼう（撮り方の基本とコツ）
★写真加工入門（PhotoshopElements6使用）
★パソコンで写真を補正しよう（PhotoshopElements6使用）
★～テーマ別撮影講座～風景・スナップ撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）
★～テーマ別撮影講座～人物撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）
★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）
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）

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

11/18㈬
11/19㈭
11/19㈭
11/20㈮
11/20㈮
11/21㈯
11/21㈯
11/22㈰
11/22㈰

¥2,100
無料体験講座
¥2,100
¥3,150
¥3,150
¥3,800
¥3,500
¥5,250
無料体験講座

内容に関しての問合せ･申込みは
ソニーカスタマーサービス株式会社
☎０５７０－０７５－１１１(一般／携帯電話)　
☎0466－38－4568（IP電話／PHS）
10：00～18：00 (土日祭日は17:00迄、つながり
にくい時は、時間をおいておかけ直しください)　
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 11月のご案内

分解展　
－家電の中身が教えてくれること。－ 

開催中～11月15日㈰9：00～20：00
（最終日は17:00まで）
３Ｆ生活工房ギャラリー
製品の仕組みを、実
物パーツとパネルで
紹介します。　
■￥無料

関連企画
■分解ワークショップ参加者募集！
11月14日㈯・15日㈰　生活工房4F
詳細はＨＰをご参照ください。
■申10月30日（必着）までに往復ハガキ（希望日
も明記、2面欄外記入方法参照）で生活工房へ

「時間を食べる」展 
11月21日㈯～
12月20日㈰
9：00～20：00
（最終日は17:00まで）
３Ｆ生活工房ギャラリー
時間が食べものをお
いしくする不思議―。
味噌などの保存食づくりに欠かせない麹に注
目し、「手間暇をかけた食」が持つ豊かさを、科
学と生活文化の視点から探ります。　■￥無料

関連企画
■映画に見る食の時間
12月12日㈯13：30～16：30　生活工房5Ｆ
岩手県早池峰山麓に生きた、タイマグラばあ
ちゃんの暮らしを描いたドキュメンタリー。上
映後、食の専門家を招いてトークイベントも
開催します（作品にまつわるドリンクつき）。
上映作品：『タイマグラばあちゃん』
（監督：澄川嘉彦／2004年／110分） 
［ゲスト］澄川嘉彦(映画監督)、
中山晴奈（NEXT KITCHEN）ほか

■￥500円／申込先着80名　
■申電話で生活工房へ

　　世田谷アートフリマ in セタビ
11月3日（火・祝）11：00～15：00 
世田谷美術館エントランス前広場　※雨天中止
アートフリマを出前で開催！ アーティスト手作り
の作品が砧公園のケヤキの木陰に並びます。 
■問世田谷アートフリマプロジェクト：中根（世田
谷233）☎5430-8539（12：00～20：00、火・水
曜以外）　［詳細］http://artfleama.net/

パートナーズサロン2009
「老いのこころえＰａｒｔ５」

－自分のからだは自分で育てる－
11月7日㈯13：30～16：00　生活工房４Ｆ
何歳からでも体を良くしていける、きくち体操

を行います。　※動きやすい
服装でご来場ください。
■講菊地和子（きくち体操創始者）　
■￥300円／50名（申込不要、直接会場へ）

アイドリングストップ・キャンペーン 
in 若林

11月8日㈰14：00～16：20　
東急世田谷線環七若林踏切→生活工房４Ｆ
停車中にエンジンを切るアイドリングストッ
プを呼びかけ、ガソリンの節約、地球温暖化
の抑止を目指します。呼びかけ活動後、日本
ＥＶクラブ・舘内端氏による講演会「エコドラ
イブと次世代の交通」も生活工房４Ｆで開催。
［共催］ＮＰＯ法人えこひろば
■問えこひろば阿部☎080-5025-2281

★印はお申し込み時に住所で判断して、世田谷区民
の方は一般料金の525円引き（税込み）になります

第20回船橋ふれあいまつり　
スポーツフェスタ in 千歳温水プール
11月3日（火・祝）10:00～16:00

第4回世田谷246ハーフマラソン
11月8日㈰　※荒天中止
駒沢オリンピック公園（東急田園都市線
「駒沢大学」駅徒歩15分）　入場無料

味噌玉づくり

ⓒ2005 円谷プロ・CBC

だれでも、ひとりでも参加できる教室
初心者から中級者向きの教室です。事前の
申込は不要。直接会場へお越しください。
※運動のできる服装で、室内履き持参。
①長期社交ダンス教室
開催中～11月28日　毎週土曜（全12回）
19:00～20：30　玉川小学校　
※革靴などの底の硬い靴は不可。ダンスシュ
ーズは必ずヒールカバーを着用。
②気功・太極拳教室
開催中～2010年3月25日（12月31日、2月11日
を除く）毎週木曜　19：00～20：00　松沢中学校
①②とも■￥200円（中学生以下100円）／回

　　めざせトップアスリート
①バレーボールクリニック
11月28日㈯　9:30～12:00　明正小学校
■講岩本洋（元全日本監督）

②野球クリニック
12月6日㈰　9：30～12：00　総合運動場
■講新谷博（元プロ野球選手）ほか
①②とも■対小学4～6年生　■￥ 500円／①60
名②80名　■締①11月16日②11月24日（必着）

　　バスハイク「筑波山」
関東平野を一望する眺望と奇岩怪石群を楽
しみながら歩く山登りです。
コースレベル★★★（健脚向き）
11月29日㈰　6:50　区役所集合 
［コース］区役所⇒土浦北ＩＣ⇒つつじヶ丘→
弁慶七戻石→女体山→御幸ヶ原→男体山→
御幸ヶ原→中ノ茶屋→筑波山神社⇒土浦北
IC⇒区役所（歩程約４時間）
■対18歳以上　■￥4,000円／抽選40名
■締11月16日(必着)　 
※弁当・水筒・雨具持参
※急勾配・岩場・狭い道あり。軽登山靴要着用 

ホームページからも申込可能 ※特に記載のない事業は、ハガキまたはＦＡＸ（2面欄外記入方法参照で、参加希望教室、学年、年齢、性別も明記）でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

※イベントによっては参加人数に制限があります。
その他、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、お問合わせください。　
■問千歳温水プール管理事務所☎3789-3911
※駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共の
交通機関をご利用ください。

主なイベント内容
無料でご参加いただけます
◎トレーニングルーム初回ガイダンス

◎朝の体ほぐし体操
◎新体力測定
◎お腹引き締め体操（理論と実践）

施設利用料金のみでご参加いただけます
◎アクアビクス教室・水中ウォーキング

◎かんたん体操＆フラダンス
（※健康運動室利用者対象）
◎シェイプボクササイズ
◎初めてのステップエクササイズ
◎公開救助訓練
◎タイムトライアル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９:３０～２０:３０　※１時間おきに実施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9:30～9:50

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10:30～12:00
・・13:00～13:50

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①１０：００～１０：５０②１１：００～１１：５０
・・・・・・・・・１２：００～１３：００

・・・・・・・・・・・・・・・１４：００～１４：５０
・・・・１６：００～１６：５０

・・・①１３：５０～１４：００②１５：５０～16:00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４：００～１５：００

　　事前申込が必要なイベントです
★泳者並走型水中・水上ビデオ撮影
～泳いでいる姿を並走しながら撮影します～
１９：００～２０：３０　■対なし　■￥５００円（撮影した
映像のDVD１，０００円）■締１０月２９日必着　
■定４０名程度（抽選の場合あり）
★キッズミニトランポリン教室
①年中～年長９：３０～１０：３０　②小学１～３年生
１１：００～１２：００　■￥５００円／抽選各２０名
■締１０月２９日必着　■申ハガキまたはFAX（2面
欄外記入方法参照）で千歳温水プール管理事
務所へ

今年で20回目を迎える船橋ふれあいまつり。今年度
も千歳温水プールでは、様々なスポーツイベントを実
施します。ぜひお越しください。

皆様の応援が、ランナーの大きな後押しに
なります。ご家族で楽しめるイベントもい
っぱいです。みなさまでお越しください。
11:00～14:30頃　公園内では、5km･
2kmの健康マラソンも同時開催します。

中央広場

陸上競技場
◎世田谷区民吹
奏楽団、駒澤大
学吹奏楽部によ
るオープニング
演奏　7:20頃～
◎開会式　7:45～　　
◎ハーフマラソン　8:30スタート

※大会への参加申込は終了しました。　※天候等により開催が不明な場合は当日5:30から以下
問合せ先でご案内します。　■問☎0180-993-157（当日のみ・自動音声によるご案内）

秋 秋 の大会情
報

の大会情
報

の大会情
報

◆区民フォークダンス大会
11月23日（月・祝）　9:00～　総合運動場　■￥300円
■締 11月21日　■申■問電話で区フォークダンス協
会・木下（☎3700-8758）へ
◆区民インディアカ大会
12月6日㈰　9:00受付　池尻小学校　■￥１チー
ム1,000円　■締 11月15日　■申■問インディアカ
協会・林（☎3419-8234）へ
◆テニス２３区大会
都大会派遣選手候補者選考・選抜予選
12月6日㈰・13日㈰　総合運動場　［種目］男女
単・複（単複重複可）　■対区内在住または在勤者
（学生不可）及び、本年度区民社会人大会ベスト
8入賞者（本戦ご案内）を除く　■￥単/3,000円、
複/１組5,000円（本戦参加時要同額）　■締11月
6日（必着）　■申■問往復ハガキに戦績等記載の
上、区テニス協会（〒156-0054　桜丘1-17-18
☎5451-0691）へ
◆第113回　世田谷区卓球団体戦（中高の部）
12月6日㈰　9:00～　総合運動場　■￥中学の部
3,000円・高校の部4,000円　■申11月20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）

◆第59回区民体育大会
①ダンススポーツ大会
12月6日㈰　9:00～　北沢タウンホール　■￥ 200
円　■申■問平服トライアルは当日会場受付可。正
装トライアルは11月21日（必着）までにハガキ
（2面欄外記入方法参照、種目も明記）で区ダン
ススポーツ連盟・石井（〒158-0097 用賀3-8-2
☎3700-2582）へ
②アマチュアボクシング
12月13日㈰　12：30～　農大トキワマツ会館
■対①日本アマチュアボクシング連盟登録者②世
田谷区在住、在勤、在学のいずれかに該当する者
■￥200円　■締11月10日（必着）　■申■問ハガキで
区アマチュアボクシング連盟・宮崎（〒222-0026 
横浜市港北区篠原町1268-5　㈲M.I.U　☎045-
430-3980）へ
③ショートテニス
12月13日㈰　8：30～　総合運動場　［種目］①
小学生の部（小学3～6年生）②親子の部：（Ａ）低
学年（小学1～3年生）、（Ｂ）高学年（小学4～6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。種目の重複申込と一人申込は不可　■￥一人
200円（小・中学生100円）／①～④合わせて
100組　■締 12月7日（必着）　■申■問往復ハガキ
（2面欄外記入方法参照、種目、学年、学生は学
校名も記入）で、区ショートテニス連盟・石井（〒
157-0074 大蔵1-16-8　☎3416-5519）へ

※種目など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、各問合せ先にお問合わせください。
※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、総合運動場体育館管理事務所にありま
す。（ホームページからもダウンロード可）

◎模擬店・物産展
9:30～14:30
◎ステージイベント
ウルトラマンマッ
クスショー　
11:40～12:10
13:40～14:10
大学応援団応援合戦
12:30～13:10

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￥

〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー   http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/　
☎5432-1543 　  5432-1559 　  ldc@setagaya-ac.or.jp 

世田谷文化生活
情報センター

生 活 工 房

〠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/田 区 ツーポ 興 団世 谷 ス 財振スポーツ・

レクリエーション



会場：キャロットタワー4階セミナールーム　 【問】劇場／学芸　※詳細はお問合せくださいレクチャー「学芸の仕事」
①11/4㈬  世田谷パブリックシアター学芸の目指すこと  事例紹介 ほか　　②11/11㈬  事例紹介：小中学校でのワークショップ ほか　　③11/17㈫  質疑応答 など
①②③とも 19：00～21：00　■￥3,000円（全3回）／40名  　　　　　　　　　　　 ■申劇場へ電話、もしくはHPから

【問】劇場　※詳細はHP、もしくはお問合せください 土曜劇場プレイ・パーク  毎週土曜日の午前中は演劇やダンスの体験プログラム！  
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〠154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　☎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 谷 パブリッ シ タ ー田 ク ア

世田谷
パブリックシアター

10/25～11/30
2510/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 27 292430 312927 28 26 28 30111/

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。

「MANSAI ◉ 解体新書 その拾伍」 ■問劇場 5432－1515
※当日券は開演の60分前から販売

シス・カンパニー『バンデラスと憂鬱な珈琲』
■問シス・カンパニー　5423－5906

2010年２月６日㈯  １５:００開演（１４：３０開場）  世田谷区民会館
由紀さおり、安田祥子、こども合唱メンバー、金川明裕（合唱指揮・指導）

音 楽 事 部業 ☎5432－1515
10:00～19:00　年中無休

予約したチケットはお近くのセブンイレブンでも
受取りが可能です。※手数料105円／１枚

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

せたがや童謡コンサート

〠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/

出演

出演

仲代達矢、香川京子、黒澤久雄、黒澤和子
池辺晋一郎、せたがやシンフォニエッタ

■￥無料／当日直接会場へ

せたがやの演奏家シリーズVol.５

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

http://setagaya-pt.jp http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録） PC 携帯

☎5432-1515 10：00～19：00・年中無休（年末年始除く）
オンラインチケット

11/7㈯・14㈯・21㈯・28㈯　10：00～12：00

※未就学児童入場不可

一  般（大学生以上）　　 3,500円
区民・劇場友の会割引           3,000円
子ども（小学生～高校生） 1,500円

全席
指定

一  般（小学生以上）　　 5,000円
区民・劇場友の会割引           4,500円

全席
指定

2010年１月２７日㈬  １９:００開演（１８:３０開場）  成城ホール
岡田知之(打楽器)と仲間たち

一  般（小学生以上）　　2,500円
区民・劇場友の会割引          2,000円

全席
自由

※未就学児童入場不可

※出演者の募集は終了しました。

せたがや・アマチュアスペシャルライブ
１１月１日㈰  １３：００開演（１２：３０開場） 烏山区民会館

映画と音楽 黒澤明の世界 チケッ
ト

発売中

チケッ
ト

発売中

監督そして父・黒澤明にまつわる音楽をトークと映像を交えて紹介。
11月29日㈰  15:00開演（14:30開場） 世田谷区民会館

（前売りのみ）

（前売りのみ）

一  般（大学生以上）　  2,000円　 区民・劇場友の会割引           1,800円
子ども（小学生～高校生）1,000円

全席
自由

（前売りのみ）

一  般（大学生以上）　  4,000円　 区民・劇場友の会割引           3,500円
子ども（小学生～高校生）2,000円 ※未就学児童入場不可

（前売りのみ）

2010年３月７日㈰  １５:００開演（１４:３０開場）  世田谷区民会館
せたがやふれあいコンサート
全席
指定

2010年２月７日㈰  １４:００開演（１３:３０開場）  昭和女子大学人見記念講堂

世田谷フィルハーモニー管弦楽団・世田谷区民合唱団  

ベートーヴェン交響曲第９番 「合唱付き」 他  

（前売りのみ）

■￥区民400円　一般500円　高校生以下300円／定員20名   ■申劇場チケットセンターにて受付中 ※未就学児童参加不可

世田谷アートタウン2009「三茶de大道芸｣　
劇場企画「三茶deバラエティー」は入場無料

KAKUTA『甘い丘』 エドワード・ボンドの『リア』　～12/6㈰

全席自由

11月10日㈫・20日㈮・24日㈫・27日㈮・12月8日㈫
全5回　10:00～12:00  ミニ発表会つき
世田谷パブリックシアター けいこ場 など

コンテンポラリーダンスで

カラダワークショップ
～秋の5回連続コース・2009～

2010年1月9日㈯・10日㈰  14:00開演
世田谷パブリックシアター

爆笑寄席●てやん亭
2010新春スペシャル

どちらも見逃せない魅力の日替わりプログラム。
☆未就学児童入場不可。但し、託児サービスがございます。

  9日㈯ 傘寿記念！四代目三遊亭金馬一門会
　　　 ■出 三遊亭金馬/小金馬 金時 金八 金也 ほか
10日㈰ 小猫改め四代目江戸家猫八、
　　　  襲名披露記念公演
　　　 ■出 小猫改め江戸家猫八/鈴々舎馬風 
　　　　   三遊亭金馬/柳家花緑 林家彦いち 林家正楽
【席亭・プロデュース・解説】花井伸夫 ※出演者変更の可能性あり

●区民  11/4㈬  2,300円
● 一 般   11/5㈭　2,500円

公募のアマチュア演奏家による、音楽パフォー
マンスの祭典！

バレエって
フシギ…

仲秋のまちかどコンサート

晩秋のまちかどコンサート
１１月２２日㈰  １４：００～ 喜多見駅南口広場
　　　　　　１６：００～ 烏山区民センター前広場

世田谷パブリックシアター／シアタートラムの観劇サービス 
前売券を販売する公演では、以下のサービスがございます。是非ご利用ください。

大 人 気

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てください！

■対世田谷区在住、在勤、在学の方
■申往復ハガキにて。詳細はＨＰ、もしくは
要問合。　お一人様1公演1枚まで。
■締10/29㈭必着　■問劇場、またはHPへ

ば

チケット発売
開始！

10月３1日
チケット発売開始

10月３1日
チケット発売開始

11月15日
チケット発売開始

©黒澤プロダクション

１１月３日(火・祝)  11：００～、15：30～ 東深沢商店街
　　　　　　　13：００～ 喜多見小学校校庭

金管と打楽器のアンサンブルで秋のひとときを
すごしてみませんか？　
各回４０分程度　■￥無料／当日直接会場へ　
■出 Ensemble SONIC　※雨天時は要問合せ

せたがや名曲コンサート

●託児サービス 定員 あり
要事前予約

定 員 あり
要事前予約●車椅子スペース

●「爆笑寄席●てやん亭」 両日（左記参照）
●「能楽現在形 劇場版＠世田谷」
　2010/1/15㈮14時・16㈯13時・17㈰13時の公演
●「シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.2」
　2010/1/20㈬・24㈰・30㈯各日19時の公演

（600字程度のレポート提出あり。若干名）

■講山田うん（振付家・ダンサー）　■対子育て中、もしくは子育て経験のある方（全日程ご参加
できる方優先。1日のみは要相談。）　■¥ 2,500円（全5回分）／定員15名　■締 11月2日㈪　■申
①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話番号 ④性別 ⑤生年月日 ⑥ひとこと　を記入の上、担当
まで郵送かFAXで、またはＨＰから。　＊応募者多数の場合は抽選。　
■問劇場／学芸「カラダワークショップ」担当

平日午前中の2時間で、自分のカラダとじっくり向き合います。ダンス経験がなくても大丈
夫。子育て中の人も、子育てはもう卒業した人も、ダンスしませんか。
☆特別なご用意はありませんが、小さなお子さま連れの方もどうぞ。

■対生後6ヶ月以上9歳未満　■¥ 2,000円（1名につき）

■¥ 該当エリアチケット料金の10％割引（付添者は1名まで無料）

※詳細は、前売チケット情報欄を、そのほかのサービスについてはHPをご覧ください。

世田谷区民割引 一般料金公演名・上演期間 その他 お問合せ世田谷パブリックシアター発売開始

シアタートラム

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定　●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。 ●｢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

シ
ア
タ
ー

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

発売中

『国盗人』
－W. シェイクスピア｢リチャード三世｣より

6，200円 6，500円

3,400円

3,500円
サービスデー
（10/30・31）
は各500円引

ほか

5,300円 5,500円
ほか

当日指定券
（整理番号付）
3,000円

3,200円    
前半（12/15～17）・平日
昼間（12/22 14時）割引
2,800円　ペア 5,600円

ほか

12/19（土）～21（月）

12/5（土）～12（土）
S 6，700円 S 7,000円

A 5,000円

ソチエタス・ラファエロ・サンツィオ
『神曲―煉獄篇』※英語上演・日本語字幕付

11/20（金）～12/6（日）
まつもと市民芸術館芸術監督　
串田和美プロデュース2009
エドワード・ボンドの『リ ア』

ひょっとこ乱舞
『モンキー・チョップ・ブルックナー！！』

10/30（金）～11/8（日）
KAKUTA『甘い丘』

未就学児童入場不可
刺激の強い表現があるため
16歳以上の観劇をおすすめ
します

未就学児童入場不可

12/15（火）～23（水・祝）

学生・シルバー（65歳以上）
5,000円 オンラインは取扱なし

未就学児童入場不可

学割ほか劇団のみ取扱
未就学児童入場不可

学割ほか劇団のみ取扱
未就学児童入場不可

たかさご かん たん
2010/1/15㈮～17㈰能楽現在形  劇場版＠世田谷

半能『高砂 八段之舞』　能『邯鄲』

12/26㈯　18：00『KOBUDO　ー古武道ー　
 年末スペシャルライブ』 ■問劇場

古武道オフィシャルサイト
http://columbia.jp/kobudo/

■問劇場

未就学児童入場不可

●区民  11/7㈯　A 5,800円　
●一般  11/8㈰　  A 6,000円　B 5,000円

●区民  10/31㈯　S 6,700円　
●一般　11/1㈰　S 7,000円　A 5,000円　B 3,000円

未就学児童
入場不可

2010/1/20㈬～22㈮快快（faifai)『インコは黒猫を探す』

2010/1/30㈯・31㈰FUKAIPRODUCE  羽衣『あのひとたちのリサイタル』

2010/1/24㈰～27㈬演劇ユニットG.com『闘争か、逃走か。』

●区民  11/14㈯　2,300円　●一般　11/15㈰　2,500円
●3劇団セット券　6,000円　※店頭・Telのみ取扱。枚数限定

2010/1/22㈮～25㈪珍しいキノコ舞踊団
『私が踊るとき』
●区民  11/26㈭　3,800円　
●一般  12/1㈫　     4,000円

芸術百華

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

（劇場チケットセンターのみ取扱、購入時要年齢確認）
高校生以下割引あり → 各一般料金の半額になります　

くに  ぬす びと

ひょっとこ乱舞
☎090－2936－2116

KAKUTA
☎090－6311－1996

ぷれいす
☎5468－8113

劇　　場

劇　　場

■問珍しいキノコ舞踊団オフィシャルサイト
http://strangekinoko.com/

未就学児童入場不可（但し1/24は可）

■問劇場

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.2

劇場は、演劇やダンスをみたり、ワークショップやレクチャーに参加したりと
楽しみ方いっぱいです。お子さま連れで参加できるワークショップもあれば、
お子さまをあずけて観劇する“大人の時間”を楽しむことも！身近な劇場で
お好きな時間をお過ごしください。

家族みんなで世田谷パブリックシアターへ！ 

未就学児童入場不可


