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 石井桃子展
「内井昭蔵展」関連企画
温水プール スタンプラリー実施中
中学生電気フォーミュラーカー教室報告展
『マクベス』 構成・演出・出演　野村萬斎
 せたがやＭｕｓｉｃコレクションⅡ 菅原洋一 スカイキャロット・ディナーショー
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松岡享子㈶東京子ども図書館 理事長桃を待つこの季節に

006年3月、わたしたちは石井桃子さんの99歳の誕生日をお祝いした。このとき
ひそかに抱いた願いがかなえられ、翌年100歳をも祝うことができた。2008年3

月には、石井さんが51歳のとき、自宅に開いたかつら文庫が50周年を迎え、日本の子
どもの本の世界の一隅をしっかりと支えてきた文庫の歩みと、石井さんの業績をふりか
えることができた。当時の"子どもたち“も参加しての、たのしくも意義深い記念の集いの

あと、一月を経ずして石井さんは逝かれた。101歳の見事なご生涯であった。そ
して、今年、2010年、お誕生日とお命日をはさんでの「三月ひなのつき」を中心
に、没後初めての「石井桃子展」が開かれる――桃の花を待つこの季節に。
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　「ノンちゃん雲に乗る」、「三月ひなのつき」な
どの優れた児童文学の創作と、A.A.ミルン原
作「クマのプーさん」、B.ポター原作「ピーター
ラビットのおはなし」などの数多くの翻訳を通し
て、児童文学の発展と子どもの読書活動推進
に大きな功績を残した石井桃子さん。
　若き日には編集企画者として良質な英米児
童文学、絵本の紹介、翻訳に携わり、戦後は創
作児童文学でめざましい活躍を始め、児童文
学作家の第一人者となった石井桃子さんの仕
事を幅広くご紹介する、没後初の回顧展です。

●　観 覧 料　●
一般700円　大・高生500円　
65歳以上・障害者350円

＊中学生以下無料　＊団体割引あり
4月4日㈰は開館記念日として無料

●　休 館 日　●
毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌日）

■問 ☎5374－9111
http://www.setabun.or.jp/
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写真提供：朝日新
聞社

石井桃子展

石 井 さ ん の 本 は
み ん な の 宝 も の

関連企画は2面をご覧ください

2月6日土～4月11日日
世田谷文学館 2階展示室
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企 画 展
■ライブ「トリビュート・内井昭蔵に捧ぐ」
2月27日㈯19：30～21：00　当館講堂
世田谷美術館のイメージをジャズに託し、そ
して内井昭蔵の言葉を朗読する。音と言葉
のコラボレーションをお楽しみください。
■出五十嵐一生（トランペット）、松田洋治（俳
優）ほか
■￥2，000円／申込先着100名　■申当館ＨＰ

平成21年度第3期収蔵品展
「麻生三郎と世田谷の作家たち」
開催中～4月9日㈮　2階収蔵品展示室
麻生三郎と交流のあった山口薫、森芳雄、
村井正誠、柳原義達らの作品を展示し、
麻生三郎と同時代を生きた世田谷の作家た
ちの熱い息吹をお伝えします。また、戦前を
代表する前衛美術家・村山知義に関する貴
重な作品・資料をご紹介します。
■￥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

関連企画
■100円ワークショップ
「カット＆コラージュ」
開催中～3月27日の毎土曜日13：00～15：00
当館無料休けい所
色々な材料を○や△に切ったり貼ったりして
抽象画風のグリーティングカードを作ります。
■￥ 1回100円／随時受付

内井昭蔵の思想と建築　
自然の秩序を建築に

開催中～2月28日㈰　１階企画展示室
世田谷美術館を設計した建築家・内井昭蔵
の足跡を、写真、映像、スケッチなどでご紹介
します。
＊設計のコンセプトを活かし、展示室の窓を
開き、美しく豊かな砧公園の景色と建築空間
が融合しています。
■￥一般1，000（800）円／大・高生、65歳以上
800（640）円／中・小生500（400）円　障害者
割引あり　※（　　）内20名以上の団体料金

関連企画
■ワークショップ「誰もいない美術館で」
vol.24「からだからセタビ」
2月6日㈯・7日㈰　両日とも13：00～18：00
（発表会＝7日19：00～）当館地下創作室ほか
展覧会からヒントをもらい、体を使って遊ん
でみます。
■講柏木陽（演劇家）、原田悠（パフォーマー／劇
作家）　■対10代　■￥無料／申込先着15名程
度　■申当館ＨＰ
■講演会
「公共建築とアート・内井昭蔵の場合」
2月11日（木・祝）14：00～15：30　当館講堂
内井昭蔵が公共建築とアートのかかわりを
どのように考え、どのようような視点をもっ
て捉えていたのかについて語っていただき
ます。
■講澄川喜一（彫刻家・元東京藝術大学学長）
■￥無料／当日先着150名

宮本三郎  美を語る言葉
開催中～3月22日（月・祝）
宮本三郎の美
術論、作品批
評を様々な角
度から検証し、
その創作活動
とのあいだに
生じる相関を
考察します。

■2月のギャラリートーク
「美術雑誌と宮本三郎」
2月13日㈯14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要

イベント
■人ひろばvol.6  平山一政が語る
「いま注目!!日常に生きる“蒸気”いろいろ」
3月14日㈰14：00～16：30（13：30開場）
究極のエコ・サイエンス!蒸気の温度をコン
トロールすることで、こんなことまでできる
のです。お話と、日常の役に立つ低温スチー
ムクッキングの実演。
■講平山一政（スチーミング調理技術研究会
代表）
■￥500円／申込先着50名
共催／宮本三郎記念美術館と地域の会

うららかに
清川泰次が写した昭和の女性たち
開催中～3月22日（月・祝）
清川泰次が、戦前、戦中の女性たちを活き活
きと撮った写真をご紹介します。
カメラを構えたモダンな女性や、息子の服を
繕う母の姿など、昭和を生きた女性たちの姿
が写し出されています。

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
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は、耐震調査の結果、耐震化工事が必要なため休館中です。
なお世田谷美術館本館ライブラリー前のコーナーにて、昨年度に寄贈された向井潤吉
の新収蔵品を展示しています（無料）。 

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

■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

●銀の雫 創作の会
●第16回押し花アート アトリエ・リラ作品展
●第3回挽野孝美写真展  ●千葉一夫個展

●「花の旅」酒井ゆみ子展
●オートバイ '10 中本マモル作品展
●第3回緑友美術展2010

●『水彩の詩』二人展  ●カシャっこサークル
●せたがや散歩

●谷本清光展（17日より公開）

 1/26  1/31～

 2/  2  2/  7～

 2/  9  2/14～

 2/16  2/21～

 2/23  2/28～

●赤堤油絵教室作品発表会

●雅遊会作品展

●雅水会作品展

●静水書道会 書作展

●呂郁 油絵個展  ●the ccc作品展  ●Club.T

《室内裸婦》
1937年

麻生三郎  三軒茶屋のアトリエにて　1951年頃

3月20日㈯
演目：アリソン・アトリーの作品ほか
4月10日㈯
演目：エリナー・ファージョンの作品ほか
各回14：00～　2階講義室
■￥各回500円（中学生以下は無料）／抽選
60名
3大人のための朗読の会
3月3日㈬14：00～　2階講義室
演目：石井桃子『三月ひなのつき』、エッセイ
『雛まつり』より
■￥500円（中学生以下は無料）／抽選60名
4講演会「石井先生との思い出」（仮題）

3月27日㈯14：00～
1階文学サロン
■出中川李枝子
（児童文学者）
■￥500円（中学生以
下は無料）／抽選
150名

土曜ジュニア文学館
■土曜映画劇場
「ブタがいた教室」（DVD上映）
3月13日㈯①10：00～②14：00～（2回上映）
2階講義室（小学生とそのご家族向け）
1990年、大阪の小学校でひとりの教師が、ク
ラスでブタを飼い、最後に自分たちで食べる
という試みを行いました。いのちをいただく
ということ。３年間にわたった実践教育をも
とに描かれた映画作品をご家族そろってご
覧ください。
東京国際映画祭賞受賞　文部科学省選定
（2008年、109分、監督：前田哲、主演：妻夫木聡）
■￥無料／各回抽選50名　■申2月27日（必着）
までに、往復ハガキ（欄外記入方法参照、希
望の回も明記）で当館「ジュニア」係まで。

ことのは はくぶつかん
2010年前期参加者募集

次 回 企 画 展

石井桃子展
2月6日㈯～4月11日㈰　2階展示室
詳細は1面をご覧ください。

関連企画
■いしいももこ作品  お話と朗読の会
すべて石井桃子さんの作品、翻訳のプログ
ラムで、東京子ども図書館スタッフ及びお話
ボランティアが行います。
（演目は変更になる場合があります。）
1子どものためのお話会
2月7日、14日、21日、28日、3月7日、14日、
21日、28日、4月11日（いずれも日曜日）
各回14:00～　2階講義室
■￥無料／各回先着80名（整理券を各当日12
時から配布します）
2大人のためのお話と朗読の会
2月27日㈯
演目：マーガレット・マーヒーの作品ほか

世田谷文学館では、小中学生
を対象に「ことば」のワーク
ショップを開催します。「ことば」にまつわる4
つのプログラムを連続して体験することで、
言語感覚を中心に幅広く感性を育むことがで
きます。（原則全4企画参加）
❶ことばとしぐさ  「落語に挑戦」
5月中の土曜1日（未定）※日程等詳細は世田谷
文学館（☎5374-9117）へお問い合わせください。
❷ことばとびじゅつ  「アートのことば」
7月21日㈬～23日㈮10：30～15：30
■　講当館学芸員ほか外部講師
❸ことばとからだ  「からだのことば」
9月4日㈯10：30～15：30
■　講まくらとジョーロ（岸洋子・石原晶子）
❹ことばのことば  「あしたのあたしはあた
らしいあたしのし」
10月2日㈯13：30～15：30
■　講石津ちひろ（詩人）
■￥無料／抽選20名　■申4月11日（必着）まで
に往復ハガキ（欄外記入方法参照。学年も明
記）で、当館「ことのははくぶつかん」係まで。

友の会主催講座
■桜田門外の変  その後
2月25日㈭14：00～16：00　2階講義室
■　講渡辺房男（日本文芸家協会会員）※桜田門外
の変を題材にした「指」で第18回世田谷文学賞小
説部門入賞 ■￥700円　■申 2月11日(必着)までに、
往復ハガキ（欄外記入方法参照）で当館友の会へ

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）

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）

写真＠ときどき（27日10：00から公開）1/26～1/31
紅型染展（琉球）2/  2～2/  7
藤井 守 展2/  9～2/14
第4回面誠倶楽部能面展2/16～2/21
代田水墨画会展2/23～2/28

Ⓒ黒澤義教

かつら文庫にて

■申2～4は、いずれも開催日の2週間前
（必着）までに、往復ハガキ（欄外記入方法
参照。開催日も明記）で、当館「石井桃子
展関連企画」係まで。連記可（参加人数も
明記。子どもも含む）

内井昭蔵の思想と建築 自然の秩序を建築に割　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 1,000円→900円　大・高生、65歳以上 800円→700円

中・小生    500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室
開催中～2月28日（日）石井桃子展

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

世田谷文学館2階展示室　
2月6日（土）～4月11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

《弟と母》 1942（昭和17）年



★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

［勤務内容］受付業務、事務補助　［募集人
数］若干名　［契約期間］平成22年4月より
1年間（更新あり）［勤務条件］①昼間勤務
8:45～19:00（2交代制、1日5.5時間）、②夜
間勤務18：30～22：15／月10～15日（土日
祝日の勤務有）／時給850円（交通費別途
支給） ［応募方法］2月10日（必着）までに履
歴書（市販の履歴書に写真添付、①②の希
望を明記）を生活工房へ郵送または持参

「生活工房」アルバイト募集急募

教室やイベント情報満載。区内公共施設
などで配布しています。スポーツのしおり冬号配布中！

8：00～21：00（土・日・祝日は11：00～21：00）

2/14㈰～3/13㈯

2F ギャラリーカフェくりっく

開催中～2/13㈯

三茶風景
―ちょっと足をのばして―

「花に魅せられてⅡ」
Trois 押し花アート作品展

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
写真の撮影基礎や補正、加工、特別編な
ど充実の講座をご用意しました。カメラ
を持って、春を撮りにでかけませんか？ ★コンパクトデジカメ撮影入門

★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）
★フォトレタッチ［1］写真をきれいに補正しよう（Photoshop Elements 6使用）
★フォトレタッチ［2］写真をおしゃれに加工しよう（Photoshop Elements 6使用）
★【特別編】世田谷の春を撮る～せたがや梅まつり編（デジタル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）
★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）

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

2/17㈬
2/18㈭
2/18㈭
2/19㈮
2/19㈮
2/20㈯
2/21㈰
2/21㈰

¥2,100
¥2,100
¥2,100
¥3,800
¥4,200
¥3,000
¥5,250
¥2,625

ITエンターテインメントセミナーin世田谷 2月のご案内

「KU・BI・RE（く・び・れ）」展　
―容器たちの美しき曲線―

開催中～1月30日㈯ 9：00～20：00
３Ｆ生活工房ギャラリー　■￥無料

中学生電気フォーミュラーカー教室
報告展　

2月3日㈬～22日㈪
9：00～20：00
３Ｆ生活工房ギャラリー
中学生たちが、次世
代車（電気フォーミュ
ラーカー）について
体験学習した様子を

紹介します。世田谷区教育委員会主催の「才
能の芽を育てる体験学習ー中学生ハイブリッ
ドカー教室」も併せて報告します。　■￥無料

眞田岳彦セタガヤーンプロジェクトvol.3
「I’m home ただいま―衣服 家族―」展
2月27日㈯～3月14日㈰ 11：00～19：00
＊最終日は17：00まで　生活工房3・4Ｆ
衣服造形家・眞田岳彦氏と、綿を媒体に豊かな暮
らしを探るプロジェクトの第3弾。同プロジェクト

で育てた世田谷産の綿糸（セタガヤーン）を使
い、世田谷にゆかりの深い人たちの身体を家紋
とともにうつしとった服を制作し、展示します。
■￥無料　［制作進行］Sanada Studio Inc.

関連企画
替え紋デザインワークショップ
3月7日㈰ 13：00～16：00　
生活工房4F
自分の家紋をもとにオリジナルの紋柄をデザ
インし、型紙を作って布にプリントします。
［進行］Sanada Studio Inc.　■￥ 2,000円（材料
費込み）／抽選30名　■申 2月23日（必着）までに
往復ハガキ（２面欄外記入方法参照）で生活工房へ

目と耳と舌で味わうタジキスタンのくらし
2月7日㈰ 10：30～14：30　生活工房４Ｆ
中学生以上対象、詳細はＨＰ参照。　■申1月28日
（必着）までに往復ハガキかＥメール（2面欄外
記入方法参照、年齢・学年も明記）で生活工房へ

ＩＴＥセミナー特別編 世田谷の春を撮る
2月20日㈯ 12：30～16：30　
生活工房５Ｆ＆羽根木公園
羽根木公園の梅まつりに出かけて、デジタル

一眼レフで、春の花を美しく撮影するコツを
学びます（親子参加可）。
■講吉住志穂（写真家）　■￥■申下表「ITEセミ
ナー2月のご案内」参照

「Ｇｅｎｋｉネット」使い方講座
3月2日㈫ 18：30～22：00　生活工房5Ｆ
ＲＳＳ機能が追加された「Genkiネット」の活
用方法だけでなく、市民活動の情報発信力向
上に役立つ講座です。
■講㈱世田谷社　■￥無料／申込先着100名　
■対区内で活動する市民活動団体、ＮＰＯ等　
■申2月26日（必着）までにEメール（2面欄外記
入方法参照）で世田谷社：info@setagaya-
sha.orgへ

大人のものづくりワークショップ　
まぜるをあそぶ２「香りで春を呼ぶ」
3月20日㈯・21日㈰各１日完結 
13：00～16：30　生活工房４Ｆほか
日本古来の香りの文化を学び、オリジナルの
お香を調合します。文香づくりも行います。
■講吉田揚子ほか　■￥3,000円／各日抽選30名
■対高校生以上　■申3月9日（必着）までに往復
ハガキかＥメール（2面欄外記入方法参照、希
望日・年齢も明記）で生活工房へ

パートナーズサロン2009
老いのこころえPart6
2月6日㈯ 13：30～16：00　生活工房４Ｆ
この2年間「老いのこころえ」をテーマに開催
してきた当サロンの集大成。みんなで老後につ
いて話します。　［共催］世田谷パートナーズ
■￥300円／先着50名　■申不要、直接会場へ

福祉団体・NPO支援
Ｅxｃeｌ使いこなし実践講座

①「名簿管理」編　２月９日㈫
②「アンケート集計」編　２月16日㈫
いずれも14：00～17：00　生活工房５F
詳細はＨＰ参照。　■対区内在住・在勤・在学か
つ、福祉団体やNPOで活動中で、当日ノート
PCを持参できる方　■￥各回1,500円／各回
申込先着30名　■申Eメールで世田谷ボラン
ティア協会：info@otagaisama.or.jp（2面
欄外記入方法参照、希望日、団体名、Excelの
バージョンも明記）まで

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まで、つながり
にくい時は、時間をおいておかけ直しください）
ホームページhttp://sony.co.jp/seminar

大会情報

ハイブリッドバギー世田谷1号

　　　Ｇiants Ｍethod
世田谷ベースボールアカデミー体験会
2月20日㈯ Ⓐ13:15～14:15Ⓑ13:55～14:55
Ⓒ14:35～15:55Ⓓ15:35～16:55　
総合運動場野球場
■講元ジャイアンツ
選手（ジャイアンツ
アカデミー講師）
■対Ⓐ幼児（年少・年
中）Ⓑ幼児（年長）
～小学1年生Ⓒ小学2・3年生Ⓓ小学4・5年生　
■￥1,000円／抽選各22名　■締2月3日（必着）

　　世田谷柔道アカデミー体験会
2月20日㈯ Ⓐ9:10～10:20
Ⓑ10:30～11:50　
総合運動場第一武道場
■講瀧本誠（シドニーオリン
ピック金メダリスト）

■対Ⓐ幼児（年少～年長）Ⓑ小学1・2年生
■￥1,000円／抽選各30名　■締2月3日（必着）

総合運動場温水プール・
千歳温水プールスタンプラリー
施設を１回利用するごとに、専用カードにス
タンプを押します。スタンプを10個集めると
施設利用1回券をプレゼント。
［期間］1月22日㈮～2月14日㈰
［対象施設］総合運動場温水プール、千歳温
水プール（プール施設、トレーニングルー
ム）※どちらの施設を利用しても、同じカー
ドにスタンプを集めることができます。

　   初心者･初級者ビリヤード教室
A下北沢コース　2月13日～27日　
毎週土曜 10:30～12:00　
ビリヤードマツヤマ（北沢2－20－14）
B自由が丘コース　3月6日～3月20日　
毎週土曜 10:30～12:00　
ビリヤードニュー文化（奥沢5－19－10）

ABとも■対中学生以上で初めてビリヤードを
行う方　■￥4,500円（全3回）／抽選各20名
■締A2月3日（必着）B2月17日（必着）

　　ハイキング「日の出山」
3月14日㈰ 8：45　JR青梅線御嶽駅集合
コースレベル★★☆（一般向き）
［コース］御嶽駅⇒バス⇒ケーブルカー⇒御岳
山駅→御岳神社→日の出山→三室山→梅の
公園→JR青梅線日向和田駅（歩程約4時間）
山頂からの眺めや、梅をぜひお楽しみください。
■対18歳以上　■￥ 1,020円（ケーブルカー代
込）※別途バス代270円／抽選50名　■締2月
25日(必着)　※弁当・水筒・雨具持参、軽登山
靴着用

　　障害児運動教室
①ひまわり運動教室（尾山台地域体育館）
②ハヤブサ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月17日～2011年3月５日の原則第1･3･（5）
土曜14:00～15:30 
③みつばち運動教室（砧中学校格技室）
4月14日～2011年3月2日の原則第1･3･（5）
水曜 15:10～16:30 
④中学生運動教室（尾山台地域体育館）
⑤コアラ運動教室（八幡山小地域体育館）
4月10日～2011年3月12日の原則第2･4土曜 
14:00～15:30
①～⑤すべて■対軽度の知的障害のある方。
付き添い者の同伴が可能で、トイレを使用す
る際、介助を必要とされない方。①③⑤は小
学生、②④は中学生　■￥ 4,000円（全18回）
／抽選各若干名　■締2月11日(必着)　■申障
害の内容、保護者氏名も明記でスポーツ振興
財団へ　※参加は１人１教室まで

ニュースポーツのつどい
1月30日㈯ 10:30～12:00　総合運動場体育館
ドッジビー、スポーツチャンバラ、ショートテニ
ス、ユニカールのニュースポーツを体験しよう。
※室内履き持参、運動できる服装で、当日直接
会場へ　［主催］世田谷区体育指導委員協議会

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

◆第22回 世田谷区弓道選手権大会（男子の部・
女子の部）
2月21日㈰ 9:00～　大場代官屋敷弓道場　
■￥ 3,000円　■締2月11日（必着）　■申■問往復ハガキ
またはＦＡＸ（2面欄外記入方法参照）で区弓道連盟
・熊澤（〒156－0055　船橋6－17－13　☎■FAX 3303
－0412）へ

◆第12回 世田谷オープンティーボール大会
3月14日㈰ 9:30～（受付9:00～）
世田谷公園野球場 ※雨天中止
■対①小学生の部②ふれあいの部（親子、高齢者、
障害者などさまざまな人の混成可）　※各チーム
10名以上15名以内　■￥1チーム1,000円　
■締3月8日（必着）　■申■問所定の申込用紙を郵送ま
たはＦＡＸで日本ティーボール協会世田谷区連盟事
務局（〒157－0068　宇奈根3－14－28　
☎■FAX 3415－8161）へ

※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）

スポ・レクネット「クラブマネージャー養成講習会」
3月6日㈯、7日㈰　総合運動場体育館会議室兼軽運動室

■対①スポ・レクネット「クラブマネージャー」登
録希望の方（全7科目必修）※登録には基礎講
習会の受講も必要です。※クラブマネージャー
に関する日本体育協会公認資格等をお持ちの
方は、科目1の受講のみで登録できます。②講
習会のみ参加希望の方（登録希望しない方）

■￥①3,000円（スポ・レクネットへの新規登録
の際には、登録料500円が別途必要です。）
②500円／1科目（科目1は無料）　■定抽選
30名　■締2月18日（必着）　■申クラブマネー
ジャーに関する取得済資格、②は参加希望の
科目を明記でスポーツ振興財団へ

7

日時 科目（内容） 講師

15:10～16:30 実例紹介②

３月６日㈯

３月７日㈰

※都合により講師・講習内容が変更になる場合があります。

障害児運動教室では、軽度の知的障害のある
小・中学生に運動することの楽しさを伝えま
す。障害のある子どもにマンツーマンで指導
ができる方を募集します。
■対障害児（者）スポーツに興味・関心があり、障
害児運動教室の全教室に積極的に従事するこ
とができる18歳以上（高校生を除く）の方。障

障害児運動教室指導員募集 害児（者）と接した経験がある方、もしくは、ス
ポーツ指導の経験がある方はなお可。謝礼あ
り　[勤務会場]尾山台地域体育館、八幡山小
地域体育館、砧中学校　［勤務日］毎週土曜、
第1･3･（5）水曜　［勤務時間］土曜14:00～
16:00、水曜15:00～17:00　［募集人数］20名
程度　［選考方法］面接（3月上旬予定）　
■申2月27日（必着）までに、履歴書（顔写真付）
をスポーツ振興財団へ郵送または持参

1

2

3

4

5

6

 9:00～ 9:50

10:00～12:00

13:00～15:00

15:10～16:30

10:00～12:00

13:00～15:00

ガイダンス・世田谷区の育成支援
と地域クラブへの期待

世田谷区・㈶世田谷区スポーツ振興
財団

土屋由紀（東京都体育協会　総合型地
域スポーツクラブ育成アドバイザー）

松澤淳子（早稲田大学スポーツビジ
ネス研究所客員研究員）

クラブの運営管理

クラブづくりの進め方

実例紹介①

クラブマネージャーの役割

地域スポーツクラブの意義と必要性

冨田幸博（日本体育大学教授）

こまざわスポーツ・文化クラブ

齊藤隆志（日本女子体育大学准教授）
東深沢スポーツ・文化クラブ

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
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世田谷パブリックシアター
1/25～2/28

251/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 272430 312927 28 26 2812/

「獅子虎傳阿吽堂 vol.5」

詳しくはＨＰをご覧ください。音楽事業部 検索

シアタートラム ネクスト・ジェネレーション vol.2
演劇ユニットG.com
『闘争か、逃走か。』
FUKAIPRODUCE羽衣
『あのひとたちのリサイタル』

3月6日㈯～20日㈯　
世田谷パブリックシアター

チケット発売
中

●区民　S 6,700円
●一般　S 7,000円  A 5,000円　B 3,000円
　　　　（プレビュー公演は各1,000円引、　　　　含む各種割引なし）

撮影：久家靖秀

マクベス

コンテンポラリーダンスで
カラダワークショップ
コンテンポラリーダンスで
カラダワークショップ

地域の人やできごとを取材し、
劇など様々な方法で発表します。

構成・演出：野村萬斎
出演：野村萬斎　秋山菜津子　
　　　高田恵篤　福士惠二　小林桂太

W.シェイクスピア作　
河合祥一郎訳 『マクベス』より

シェイクスピア作品をもとに、新たな劇世界を切り拓く野村
萬斎。記憶に新しい『国盗人』に続き、魔女の予言に翻弄さ
れるマクベス夫妻の心模様を鮮やかに現代に蘇らせます。
誰も観たことのない、たった5人で演じるシンプルかつパ
ワフルな『マクベス』。ご期待ください。

『マクベス』劇場ツアー 開催！　
劇場は、客席から見ただけでは想像もつかないよう
な、びっくりな仕掛けでいっぱい。上から下までぐる
りと歩けば、観劇がさらに楽しくなるマメ知識をいっ
ぱいお持ち帰りできるはず。公演期間中に開催決
定。作品とあわせてお楽しみください！
詳細はHPにてお知らせします。ご確認ください。
■￥500円／先着30名（要事前申込）　■問劇場/学芸

●金夜コース　2/5・12・19・3/5・12・19・26・28㈰ 19:00～21:30
■￥4,000円／定員15名　■締１/27㈬
●こどもコース　3/22（月・祝）・26㈮・27㈯ 10:00～15:00
■対小学4～6年生　■￥1,500円／定員15名　■締3/15㈪
■問劇場／「地域の物語」担当　※下記共通申込方法をご覧ください。 
［会場］劇場、岡さんのいえTOMO、上北沢周辺施設など
※休日コース・モーニングコースはいよいよスタート。詳細はHPで！

子育ての疲れはちょっとおいて、カラダをほぐしダンスをしましょう。
☆特別な託児サービスはありませんが、お子さまを連れての参加も可。
■講山田うん　■対子育て中の方、もしくは子育て経験のある方 
■￥1,000円／抽選20名　■締1/31㈰　■問劇場／「カラダWS」担当

ワークショップ共通申込方法 ①希望コース名②氏名（ふりがな）③住所④
電話番号⑤性別⑥生年月日（｢地域の物語｣は⑦職業⑧ひとこと）を記入
し各担当へ郵送かFAX、またはＨＰから　※詳細はＨＰをご覧ください。

田中良和（指揮）、池辺晋一郎、ゲスト：小山久美、
スターダンサーズ・バレエ団、せたがやシンフォニエッタ

バレエ「眠りの森の美女」「白鳥の湖」
「くるみ割り人形」　他

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

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

※未就学児童は無料

佐藤菊夫（指揮）、世田谷区民吹奏楽団
ゲスト：ドリーミング
一  般　1,500円
子ども（小学生～高校生）   500円

～バレエってフシギ…～

ビバ・ブラス！ Ⅱ
2月21日㈰  １4：００開演（１3：３０開場） 世田谷区民会館
ブラスバンドの名曲と「アンパンマンのマーチ」をご家族で！　

せたがや童謡コンサート～ふるさとを遠く離れて～

※未就学児童
　入場不可

田中良和
交響曲第九番:ベートーヴェン、交響譚詩:伊福部昭
一般（小学生以上）2,500円　
区民・劇場友の会割引          2,000円

由紀さおり、安田祥子、公募によるこども合唱メンバー、
金川明裕（合唱指揮・指導）

一般（小学生以上）5,000円　
区民・劇場友の会割引        4,500円

２月７日㈰  １４:００開演（１３:３０開場） 
昭和女子大学人見記念講堂

２月６日㈯  １５:００開演（１４：３０開場） 世田谷区民会館

世田谷フィルハーモニー管弦楽団・世田谷区民合唱団  

せたがや名曲コンサート
（ベートーヴェン 第九）

チケッ
ト

発売中

チケッ
ト

発売中

チケッ
ト

発売中（前売りのみ）

（前売りのみ）

チケッ
ト

発売中

（前売りのみ）

     
14:00
19:00

6㈯

★
7㈰

★
8㈪

休演

9㈫

★

12㈮

●

13㈯

貸切

14㈰

●
19㈮

●

15㈪

休演

17㈬

●

★＝プレビュー公演　◎＝終演後ポストトークあり　
■＝視覚障害者のための舞台説明会あり（劇場へ要事前申込・無料）

16㈫

◎

20㈯

■
18㈭

●

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。

『ジョン・ガブリエルと呼ばれた男』
珍しいキノコ舞踊団『私が踊るとき』
■問劇場

「MANSAI◉解体新書 その拾六」■問劇場　当日券は開演6０分前から販売

オペラシアターこんにゃく座
『三文オペラ』

パルコ・プロデュース公演『なにわバタフライN.V』 ■問パルコ劇場 ☎3477-5858

演劇ユニットG.com
FUKAIPRODUCE羽衣

シアタートラムネクスト・ジェネレーション vol.2

2/10㈬・3/16㈫ 2回セットコース　10:00～12:00　4階  WSルーム

大好評！
子育て中の
みなさまへ

くに　ぬす　びと

チケットのお申込は劇場チケットセンター☎5432-1515

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

劇場友の会会員先行予約・割引あり ＴＳＳＳ割引あり

1/28㈭ 15:00／１9:00

A 6,200円
B 4,700円

A 4,800円

S 4,200円

A 6,500円
B 5,000円

ほか

A 5,000円
B 3,000円

2/4㈭～7㈰オペラシアターこんにゃく座
『三文オペラ』

こどもの劇場2010
『狼たちの午後～Hungry Like a Wolf～』

オペラシアターこんにゃく座
☎044－930－1720

A席ペアシート 12,000円  
B席ペアシート   9,000円
こんにゃくシート   3,500円
学  生 　　　      2,000円

3/5㈮～7㈰東野祥子　solo dance
『VACUUM ZONE』

S 7,500円 S 7,800円
A 6,000円

S 4,500円
A 3,000円

2/12㈮～21㈰

3/24㈬～28㈰

『ジョン・ガブリエルと呼ばれた男』 サンライズプロモーション東京
☎0570－00－3337

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

・舞台安全技術講座　3/11㈭・12㈮　■￥3,500円／定員15名（選考あり）
・舞台音響基礎講座 初級編　3/13㈯　■￥2,500円／定員30名（選考あり）
・舞台照明基礎講座 初級編　3/14㈰　■￥2,500円／定員30名（選考あり）
・舞台技術公開基礎講座　3/15㈪　■￥1,000円／定員100名

［問］劇場／技術部第23回 舞台技術者養成講座  

10:00～12:00　■￥区民400円　一般500円　高校生以下300円／各回20名
■申劇場チケットセンター、またはHPから

2/6  「殺陣・擬闘入門」※受付終了 2/13「らくだ体操を体験しよう！」　　

毎週土曜日の午前中に劇場をオープン。演劇やダンスを気軽に体験！［問］劇場土曜劇場プレイ・パーク

劇　　場

劇　　場

（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　

4/2㈮～18㈰
●区民  2/7㈰　1階席 5,400円　
●一般  ２/1３㈯　1階席 5,500円　2階席 5,000円　3階席 4,000円
　　　　　　　　  学生席 2,000円（3階・要学生証提示）

●区民  1/31㈰　S 7,300円　
●一般  2/6㈯　Ｓ 7,500円　Ａ 5,500円

6/15㈫～27㈰
未就学児童入場不可

■問二兎社
☎3991-8872

■問チケットスペース
☎3234-9999

発売中

二兎社『かたりの椅子』

4/17㈯～2５㈰
●区民  2/17㈬　3,800円　
●一般  2/18㈭　4,000円

未就学児童入場不可

■問J-Stage Navi　☎5971-9002

3/18㈭～22（月・祝）

●区民  1/28㈭　指定 ５,８00円　
●一般  1/２９㈮　指定 6,000円　自由 ４,０00円

未就学児童入場不可

■問結城座
☎042-322-9750

結城座 創立375周年記念公演 国際共同制作

『宦官提督の末裔』

『余命1ヶ月の花嫁』

※詳細はＨＰ、もしくはお問合せください。未就学児童参加不可

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

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

劇　　場

劇　　場
ユース（25歳以下と学生）
2,500円（要身分証提示）
未就学児童入場不可

未就学児童は保護者同伴。
4歳未満のお子様もお席が
必要な場合は要チケット

4歳～高校生
各一般料金の半額

各 2,500円

3,000円
ほか

1/24㈰～27㈬

1/30㈯・31㈰
各 2,300円

かん   がん   てい   とく             まつ   えい

邦楽コンサート　

獅子虎傳阿吽堂 vol.5
し　  し    とら   でん   あ    うん   どう

innerchild『星合（ほしあい）』
インナーチャイルド

初心者のための舞台基礎講座と公開講座です。

※詳細はＨＰ、もしくは
　お問合せください

た　て ぎ　 とう

2/20「≪うずうず≫ダンス教室」　 2/27「パペットおもしろ研究所」

2,800円

出演

曲目

全席
指定

出演

全席
自由

ジュニアオーケストラについて

指揮
曲目
全席自由

出演

全席指定

２月２５日号の本紙および音楽事業部のＨＰで詳細を
ご案内します。お楽しみに！

３月１４日㈰  １８：００～ディナータイム、１９：００～ショータイム
レストラン・スカイキャロット（キャロットタワー26階） 

せたがやＭｕｓｉｃコレクションⅡ
菅原洋一 スカイキャロット・ディナーショー

チケッ
ト

受付中
菅原洋一、中山エミ出演

■￥テーブル席（相席）お１人様 12,000円
　ペア席は完売しました
※ディナー、１ドリンク、税サ込（全席禁煙）
※チケット申込は音楽事業部および音楽事業部ＨＰで受付
☎５４３２－１５３５（10:00～18:00 月曜定休）

前売チケット情報 世田谷パブリックシアターチケットの
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または劇場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。

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

チケットセンター　☎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

※未就学児童入場不可

〠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  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

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
〠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/


