
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　音楽事業部　世田谷美術館　世田谷文学館
　　　㈶世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/

■ 
■ 
■ 夏休みファミリーコンサート
■ 
■ 中学生電気フォーミュラーカー教室ー参加者募集
■ 

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

P5

P6

P7

韓国文化交流イベント
フェリックス・ティオリエ写真展

読む“劇場ツアー”『にんぎょひめ』編

コース別フィットネス教室 参加者募集！！

インド再発見！

撮影：服部貴康

オディッシーダンサー  小野雅子

オリッサの風

オディッシーダンスに惹かれてインドに来てから14年がた
ちました。インドの方は人懐っこくてやわらかく、私はホー

ムシックになることもなく、またすばらしい踊りの師匠たちにも
めぐり会うことができました。
オリッサはマハーナディー川を中心に、古くから文化の栄えた
地域で、世界遺産の太陽寺院もある、インド最大の聖地です。
オリッサの人を見ていると、平和で、ほのぼのと、それでもコツ
コツとなにかにいそしんでいる感があります。
今回のオリッサ・オディッシー展にかかわる事ができたことを本
当に嬉しく思います。私が惚れ込んだオディッシーダンスの魅力
を少しでも皆様にお伝えすることができれば、またこの展覧会
を通して、ふんわりとやさしいオリッサの風を感じていただけた
らいいな、と思っております。
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5月27日　～6月13日
11：00～19：00　

インドの東、ベンガル湾沿岸に位置するオリッサ州は、
紀元前にカリンガ王国として栄え、世界遺産スーリヤ（太陽）寺院など無数の
壮麗な寺院遺跡で知られる穏やかな古都です。
この地で千年の昔に生まれたとされ、神殿内でのみ踊られたために20世紀まで
大衆の目に触れることがなかったという幻の巫女舞・オディッシー。あたかも
寺院の舞踊彫刻が動き出したような優美で神秘的な動きから「生きた彫刻」と
も呼ばれ、ダンサーが身に纏う衣装や装飾品は、オリッサ手工芸の芸術性の

高さを物語っています。
本展では、オリッサ在住で、インド政府が公認する
唯一の日本人オディッシーダンサー・小野雅子さん
をナビゲーターに迎え、映像や写真、手工芸品から
かわいい雑貨まで100点あまりを展示し、オリッサ
の多様な文化を紹介します。オリッサ州
に息づく豊かな精神文化と、人々のた
おやかな暮らしに触れてみてください。

6月25日号は「区のおしらせ」と別折込です

木 日

オリ今月
の
づれ

インドの
紀元前
壮麗な
この地で
大衆の
寺院の寺
もも呼ば

6月25日号は「区のおしらせ

オ
リ
ッ
サ・
オ
ディ
ッ
シ
ー

　

東
イ
ン
ド
の
踊
り
と
暮
ら
し
展

オリッサ雑貨マーケット

6月12日㈯18：00～19：30
会場 ： 昭和女子大学グリーンホール

5月27日㈭～6月13日㈰11：00～19：00
会場 ： 生活工房ギャラリー

小野雅子オディッシー公演＆トークイベント

インドを拠点に世界的な活躍を続けるオディッシーダンサー・小野雅子
さんの待望の公演。インドの暮らしについてのトークもあります。
出演：小野雅子（オディッシーダンサー）ほか
■￥1,500円／500名　共催：昭和女子大学人間文化学部国際学科
■申展覧会会期中、受付にて販売。または生活工房HPより申込。

オリッサの工芸品のほか、
日本のアーティストがインド
の素材で作った作品やイン
ドの子どもたちが制作した
雑貨などを展示します（一部
販売もあり）。

＊そのほかの関連企画は6頁をご覧
　ください。

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AB
（三軒茶屋キャロットタワー3・4Ｆ）
■問 生活工房　☎5432-1543
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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

韓国伝統楽器レクチャーコンサート

共催：韓国文化院

会場：1階文学サロン　■￥各回無料／当日先着150名

伝統楽器の演奏とレクチャーを通じ、韓国の歴史と文化
に触れていただけるイベントです。

2ヘグム

■講ホン・ソラ
（中央国楽絃楽団常任団員）

ヘグムは日本の「胡弓」や中国の「二
胡」と、形も演奏法も音色も大変よく
似ています。2本の絹の弦がはられた
楽器を左手に持ちながら、右手に弓
を持って演奏します。

1テグム

■講キム・ヒョンミン（演奏家）

7月13日（火）
14：00～15：00
（30分前に開場）

テグムは竹でつくられた、指孔の六つある楽器です。尺
八を横笛にしたようなかたちで、西洋楽器に
なぞらえると、フルートにあたる楽器です。

6月22日（火）
14：00～15：00
（30分前に開場）

フェリックス・ティオリエ写真展　　　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。

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、障害者（一般）500円→450円観覧料

世田谷美術館1階展示室
5月22日（土）～7月25日（日）星 新一展

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　
4月29日（木・祝）～6月27日（日）

中・小生は土、日、休日は次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設展  ●世田谷美術館ミュージアムコレクション・分館（3館）

世田谷文学館
アルバイト募集

展覧会監視業務

若干名

平成22年7月1日より平成23年
3月31日（勤務態度などにより
更新もあり）

10:00～18:00（実働7時間）　
企画展の期間に、週2日以上勤
務できる方(土日祝日含む)　
時給800円(交通費別途支給)

平成22年6月1日(必着)までに
履歴書(市販の履歴書に写真添
付、出勤可能な曜日を記入)を
当館総務課へ郵送または持参

勤務内容

募集人数

契約期間

勤務条件

応募方法

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）

星 新一展
開催中～6月27日㈰　2階展示室
日本SF小説の先駆者であり、自らが確立した文学ジャンル
<ショートショート>では1001話を超える作品を書き、子ど
もから大人まで幅広い読者に愛されている作家・星新一。
残された膨大な構想メモなどから、その類いまれなる想像
力の源を探り、前人未踏の文学に挑み続けた作家の素顔に
迫ります。会場では、真鍋博と和田誠をはじめとするイラス
トレーターが描いた、星作品の表紙・挿絵原画の数々もご

覧いただけます。作者本
人が約100点をセレクト
した和田誠コーナーは見
どころです。

■記念講演会
「星新一を読むということ―
<科学>と<文学>をめぐる旅」
6月26日㈯14：00～15：00　
1階文学サロン
■講瀬名秀明（作家）　
■￥ 1,000円（展覧会入場券付き）／抽選150名　
■申 6月12日（必着）までに往復ハガキ（8面記入方法参照。
連名可）で当館「星展イベント」係へ
■記念座談会「ショートショートが小説の原点」
6月18日㈮18：30～19：30　1階文学サロン
「星新一ショートショート・コンテスト」で星新一と出会い、
才能を見いだされたことで、今日プロ活動を行うことに
なった小説家たちによる座談会です。恩師・星新一の想い
出や、現在の創作活動についてのお話をうかがいます。
■出井上雅彦（作家・《異形コレクション》監修者）×太田忠司
（作家・近刊ショートショート集『星町の物語』）×斎藤肇（作
家・ショートショート専門誌『せる』編集長）　
■￥無料／当日先着150名

友の会との共催講座
■「漱石と子規」～二人の文学的かかわりから明治の
文学の可能性を考える
7月3日㈯14：00～　1階文学サロン
■講小森陽一（日本文学者・東京大学大学院教授）　■￥ 700
円　■申 6月19日（必着）までに、往復ハガキ（8面記入方法
参照）で当館友の会へ

■記念レクチャー「星新一の父・星一の仕事と生涯」
5月30日㈰14：00～15：00　1階文学サロン
■講三澤美和（星薬科大学教授）
■￥無料／当日先着150名（30分前より入場開始）

■映画上映会
6月19日㈯・20日㈰各日14：00～15：00　1階文学サロン
上映作品（各15分）
『花ともぐら』・『ふしぎなくすり』・『ようこそ宇宙人』・
『キツツキ計画』（原作：
星新一、演出：岡本忠成）
■￥無料/当日先着100名
（各日とも30分前より入
場開始）

企 画 展
関連イベント

©（株）学習研究社
©（株）エコー

『花ともぐら』

星一（左）と親交を結んだ野口英世（写真提供：星薬科大学）

写真提供　新潮社

ほし はじめ

■￥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

韓国韓国

テグム演奏

文化交流
イベント
文化交流
イベント

真鍋博『ようこそ地球さん』
表紙原画（愛媛県美術館蔵） 
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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ください。世田谷美術館

世田谷美術館子どもコンサート企画

区民ギャラリー

5/25
6/ 1
6/ 8
6/15
6/22

5/30
6/ 6
6/13
6/20
6/27

～
～
～
～
～

●サロン・ド・ユニゾン展
●第16回桂翔会墨彩画展
●雅風会展
●水明水墨画習作展
●パレット99絵画展

●野田俊和水彩画展　●布で描く紫式部日記絵巻展
●水彩画の会“美匠”・美匠ジュニア部
●世界のおもてなし食卓スタイル
●“世田美大19期生”作品展（第4回）　●写真で見るマヤとインカの世界
●マユミフォークアート倶楽部の仲間達展　●世田谷帆船模型愛好会第2回作品展

■￥1,000円（高校生以下無料）
■出牧原くみ子（筝）、富緒清律（三絃）、
芦垣皞盟（尺八）、高橋章子（フルート）他、
こども邦楽教室有志　司会：長谷川慎
■問世田谷三曲協会・牧原☎3426－4163

100円ワークショップ《100年前のひかり》
5月22日～7月24日の毎週土曜日 13:00～15:00（随時受付） 地下無料休憩所
19世紀の白黒写真から、当時の光の色を想像してカラフルなポストカードを作
ります。どなたでもその場で参加できます。　■￥1回100円

関連
企画

スイス発―知られざるヨーロピアン・モダンの殿堂
ザ・コレクション・ヴィンタートゥール
8月7日㈯～10月11日（月･祝）1階展示室
ゴッホ、モネ、ルノワール、ピカソ、ルソー、クレー、
ジャコメッティ…90作品すべてが日本初公開!
■￥一般1,300（1,100/1,000）円／大・高生、
65歳以上1,100（900/800）円／中・小生
600（500/400）円　障害者割引あり
※（　　）内は前売料金／20名以上の団体料金
※8月中の中・小生の観覧は無料！

お得な前売券販売中！
《6月6日までの販売
期間限定チケット》
●ワンコイン・チケット
（鑑賞期間限定、8月
中のみ有効）■￥500円
●早割ペアチケット
■￥1,600円
販売所：チケットぴあ、
当館のみ
《セットチケット》
●スイスグラスワイン一杯付チケット
鑑賞後の余韻をレストラン「ル・ジャルダン」
でスイスワインとともに■￥1,400円
●図録&音声ガイド付チケット
とことん作品を堪能したい方へ■￥3,300円
販売所：当館、主要プレイガイドなど　一般前
売券は6月7日より販売開始！　詳細は展覧会
公式HP：www.collection-winter.jp

「向井潤吉と民家」
開催中～7月25日㈰
耐震補強工事のため休館しておりましたが、
4月27日より再開いたしました。再開にあた
り、向井潤吉が日本の各地を歩き、茅葺屋根
の民家を描いた作品を集め、また初期の作品
やスケッチも加えてご紹介しています。

ドキュメント
素描する宮本三郎
―1950’s 写真家・
中村立行による

開催中～7月25日㈰
素描する宮本三郎を撮
影した写真家・中村立行
の写真とともに、宮本
の幅広い人物描写をご
紹介します。

関連企画
■「つくり手を撮る」
7月3日㈯ 14:00～15:30（13:30開場）
画家や作家など数多くの肖像写真を手掛け
た、写真家・齋藤康一さんの体験談や中村立行
とのエピソードをお話しいただきます。
■講齋藤康一（写真家）  ■￥500円／申込先着50名

■6月のギャラリートーク
「素描する宮本三郎」
6月12日㈯ 14:00～（30分程度）
学芸員が皆さまと一緒に会場をめぐります。
■￥無料／予約不要

イベント
■人ひろばvol.7　
片山洋が語る「サッカーは世界の共通語」
6月13日㈰ 14:00～15:30（13:30開場）
選手時代のお話から日本サッカーの歴史ま
で。サッカー観戦がより楽しくなります。
（宮本三郎記念美術館と地域の会共催事業）
■講片山洋（メキシコ五輪銅メダリスト・慈恵医
大サッカー部コーチ）　
■￥500円／申込先着50名

清川泰次と
1950－60年代のアメリカ

開催中～7月25日㈰
戦後、比類ない隆盛を極め
たアメリカ。清川泰次は最
先端のアメリカ美術に触れ
るため、2度にわたり渡米
します。本展は、清川泰次
の滞米時代の作品と写真
を中心にご紹介します。

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

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（8面記入方法参照）またはEメールで、
宮本三郎記念美術館「イベント」係へ※連記不可
Ｅメール miyamoto.event@samuseum.gr.jp

古い切手とはがき・コースターで楽しく
（26日10:00から公開）
四季の花の絵
正藍型染と織　野田典子展
こどものアトリエ展
（16日10:00から公開）
成城油彩グループ展

5/25～

6/  1～
6/  8～

6/15～

6/22～

※初日は午後から、最終日は16：00頃終了

5/30

6/  6
6/13

6/20

6/27

清川泰次記念ギャラリー ■ 区民ギャラリー

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

企 画 展予告

「建畠覚造―アトリエの時間」
開催中～9月5日㈰2階展示室
ユーモアとウィットに富み、動きのある造型
を終始追求した彫刻家・建畠覚造。素材ごと
に変わるテーマの変遷をご堪能ください。ま
た、アンリ・ルソー、セラフィーヌ・ルイ等の素
朴派の作品もご紹介しています。
■￥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

プロムナード･コンサート
神武夏子　ピアノ・リサイタル

ベル・エポック1920

7月24日㈯ 14：00　当館講堂
■出神武夏子（ピアノ）
曲目：エリック・サティ「ジムノペディ　第1番」
「グノシエンヌ　第1番」「ジュ・トゥ・ヴー」、
フランシス・プーランク「ナポリ」「ノヴレッテ」他
■￥無料／抽選200名
■申7月8日（消印有効）までに往復ハガキ（8
面記入方法参照）で当館まで。
●変更のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1枚のハガキで2名様までお申込みできるよ
うになりました。この場合は、必ずご来場にな
る方のお名前をご記入の上ご応募ください。
ご入場の際にはハガキをお持ちいただき、
ご一緒にお越しください。別々にお越しの場
合ご入場をお断りすることもございます。

フランスのサン＝テティエンヌで生まれたフェリックス・ティオリエ（1842～1914）は、
バルビゾン派の画家たちと交流しながら、ピクトリアリズムといわれる自然や田園など
を絵画的に写した風景写真を残しました。これらの写真は長い間その存在が知られて
いませんでしたが、1980年代に子孫によって紹介されることにより次第にその評価が
高まっています。今回の展覧会では最初期のカラー写真であるオートクロームに加え、
約170点の貴重なヴィンテージ・プリントを一堂にご紹介します。

最初期のカラー写真など、
知られざる19世紀の写真家のヴィンテージ・プリントが一堂に

ミュージアム コレクション Ⅰ

6月13日㈰ 14：00～16：00　当館講堂
曲目／つるのおんがえし、白雪姫ほか

フェリックス・ティオリエ写真展
―いま蘇る19世紀末ピクトリアリズムの写真家―

5月22日〈土〉～7月25日〈日〉 １階展示室

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名以上の団体料金観覧料

大人も楽しめる　子どものための
物語と邦楽のひととき　No.5

■世田谷美術館本館は、大規模改修工事のため、平成23年7月1日～平成24年3月末まで休館します。分館は通常通り開館。

フィンセント・ファン・ゴッホ
《郵便配達人ジョセフ・ルーラン》
1888年 ヴィンタ―トゥ―ル美術館蔵

《ヴェリエールのタチアオイに囲まれたティオリエの娘》
1880～1910年頃

《武蔵野の丘径》　1974（昭和49）年

Painting No.100M－54－5 1954年

《裸婦》1954年

《ヴェリエールの農場》1880～1910年頃

《フェリックス・ティオリエ》
1880～1910年頃

《ノルマンディー地方ルーアン近郊のセーヌ川》
1880～1910年頃

TOPIC!

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）



世田谷区内で音楽を楽しんでいる皆さま。日頃の
練習の成果をステージで発表してみませんか？烏
山区民会館で思う存分、演奏を楽しんでください♪
募集期間：7月～8月（予定）

せたがやの演奏家、集合！
せたがや・アマチュアスペシャルライブ
10月10日㈰  烏山区民会館

昔から歌い継がれてきた童謡・
唱歌を歌ってみませんか？ 
こども合唱メンバー大募集！
募集期間：７月～８月（予定）

東京混声合唱団と歌おう！
せたがや童謡コンサート
11月21日㈰  成城ホール

今年も集まれ！決定 ※募集詳細は情報ガイド6月25日号に掲載します。

佐藤菊夫（指揮）、世田谷区民吹奏楽団（吹奏楽）、
齋藤充（ユーフォニアム･ソロ）、品田昭子（ソプラノ）、篠原万喜子（オルガン）、
世田谷区民合唱団、ゆりがおか児童合唱団、コール･サウンド（横浜合唱研究会、
ムッティ･コーラス、巣鴨男声合唱団、世田谷南ロータリークラブ婦人合唱団）

福島弘和作曲：祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」
河辺公一作曲：「高度な技術への指標」
P.スパーク作曲：ユーフォニアムと吹奏楽のための「ハーレクイン」
山里佐和子編曲：「ディズニー・クラシックス・レビュー」
久石譲作曲・遠藤幸夫編曲：「千と千尋の神隠し」ハイライト

石井歓作曲・佐藤菊夫編曲：交響讃頌「大いなる秋田」

いよいよ93人のメンバーたちが始動！
毎週、新しい仲間とともに一生懸命練習に取り組んでいます。
はじめての楽器に出会ったメンバーは、苦戦しながら基礎練習に臨んでいますが、だんだん
と楽器を持つ様子がさまになってきました。
経験者のメンバーは、夏休みファミリーコンサートにむけて「新世界より」の練習をはじめ
ました。年長のメンバーを中心にチームワー
クが芽生えてきたのではないでしょうか。
間もなく梅雨の季節。
じめじめした気分も吹き飛ばそう！ ジュニオ
ケはその先の夏に向けて目下奮闘中です。

詳しくはＨＰをご覧ください。音楽事業部 検索

チケット
発売中

夏休みファミリーコンサート夏休みファミリーコンサート

池辺晋一郎 鈴木織衛

去年の“せたがやファミリーコンサート”より　Ⓒ青柳聡

全席指定

指定席 自由席

せたがやジュニアオーケストラ練習開始！     

一般（高校生以上）
区民・劇場友の会割引

子ども（４歳～中学生）

２,０００円
１,８００円
（前売のみ）

500円

Ｓ席５,０００円  Ａ席４,０００円  Ｂ席３,０００円　　　　　Ｃ席２,０００円（3階のみ）

ビバ・ブラス！ Ⅲ

6月27日㈰  １4：００開演（１3：３０開場） 東京オペラシティ・コンサートホール

東京オペラシティチケットセンター☎０３－５３５３－９９９９ 
チケットぴあ（Pコード:102-332）☎０５７０－０２－９９９9

世田谷区民吹奏楽団創立20周年記念演奏会

第87回「佐藤菊夫コンサート」

出演

曲目

第一部

第二部

出　演

※未就学児童入場不可

音楽事業部主催のコンサート情報や会員限定のお得な情報を紹介するメール
マガジンを配信中です。ご希望の方は、お名前・メールアドレス・「メルマガ希
望」と記入して下記アドレスまでお送りください。

音楽事業部メールマガジン会員受付中！

info@setagayamusic-pd.com 
指定アドレス以外からの受信拒否設定や、携帯電話をご利用の方でパソコンからのメール拒否設定
をされている方は右記のアドレスを許可する設定にしてください。 ongaku@setagaya-ac.net

ご注意！

池辺晋一郎（おはなし）、鈴木織衛（指揮）、江原陽子（司会）　他
せたがやシンフォニエッタ（オーケストラ)
せたがやジュニアオーケストラ（オーケストラ）

ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲
ブリテン：青少年のための管弦楽入門
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」第一楽章　他

ビバ・ブラス！Ⅲのみ
右記店舗でもチケット取扱中

大人から子どもまで、気軽にクラシック
音楽とオーケストラを楽しんでいただ
ける「夏休みファミリーコンサート」。
今回は4月から活動を開始した
「せたがやジュニアオーケストラ」の
初演奏もあります。
ご家族揃っておでかけください！

８月３日㈫
１５:００開演
（１４:３０開場）
世田谷区民会館

チケット
発売中

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
☎5432－1515 10:00～19:00

年中無休（年末年始を除く）チケット申込

このページのコンサートチケットのお求めは
世田谷パブリックシアターチケットセンター

TOPIC!

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」8面を参照ください。 4

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

〠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/

音 楽 事 部業世田谷文化生活
情報センター



『上々颱風シアターLIVE ！ 2010
～デビュー20周年記念スペシャル！』

KAKUTA 『めぐるめく』

古謝美佐子『沖縄のこころのうた～若夏の唄会～』

●席種は特別な記載が無い限り、全席指定※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。 ●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　●託児サービスのご案内（定員有・要予約）　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　●｢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
●Ｕ24［Ｕｎｄｅｒ24］　18歳から24歳までの方を対象とし、劇場主催公演（一部除く）のチケットを一般料金の半額で提供します。　●高校生以下　高校生以下の方を対象とし、劇場がおすすめする公演のチケットを一般料金の半額で提供します。

劇場友の会会員先行予約・割引あり

高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　

Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録、枚数限定） 

255/ 26 3 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 27 2825 29 3027 28 29 230 16/

世田谷パブリックシアター

シアタースケジュール
5/25～6/30

シアタートラム

10:00～12:00　■￥区民400円、一般500円、高校生以下300円／定員20名（要事前申込）　
■申劇場チケットセンターまたはＨＰから

■￥500円／定員抽選20名　■締 6/6㈰　
■申郵送、FAXまたはＨＰから

6/5 
6/19

言葉から“音楽”をつくる  
とびこめ！たのしい“えんげき”体験

6/12
6/26

“うた”で遊ぼう！
“ダンス”の挑戦！？～からだ・ばしょ・もの～

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できるプログラムを開催しています！
6/16㈬ 劇場けいこ場 19：30～21：30

［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「演劇＆劇場」体験ワークショップ デイ・イン・ザ・シアター

＊未就学児童参加不可

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。

シス・カンパニー公演『アット・ホーム・アット・ザ・ズー』　7/19まで
■問シス･カンパニー　☎5423-5906

庭劇団ペニノ 『アンダーグラウンド』

こどもの劇場2010
『にんぎょひめ』

舞台『余命1カ月の花嫁』

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

●区民  割引はございません
●一般  5/25㈫　A 3,000円　B 2,500円

７/19（月・祝）15：00開演

■問劇場

■問トヨタコレオグラフィーアワード事務局　☎3373-1166

S 7,500円
A 5,500円

舞台
『余命1ヶ月の花嫁』 S 7,300円

6/15㈫～27㈰ チケットスペース
☎3234-9999

『上々颱風　シアターLIVE！ 2010
  ～デビュー20周年記念！スペシャル～』

4,300円 4,500円

3,500円

6/5㈯18：30 ・ 6㈰ 15：30開演
Ｍ＆Ｉカンパニー
☎5453-8899

※日替わりプログロム

S 6,300円
A 4,200円『醜男 ぶおとこ』　 S 6,000円

７/2㈮～12㈪ 未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

S 5,500円
A 4,000円

森山開次ソロダンスツアー2010
『翼 TSUBASA』 S 5,300円

7/23㈮～25㈰
未就学児童入場不可

発売中

8/8㈰～15㈰

●区民  6/20㈰　5,200円
●一般  6/21㈪　5,500円

演劇集団 円 
『死んでみたら死ぬのもなかなか四谷怪談 ―恨―』

未就学児童入場不可

日野皓正 presents "Jazz for Kids"
8/14㈯15：00開演　"日野皓正 Live"
8/15㈰14：00開演　"Dream Jazz Band 6th Annual Concert"

世
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谷
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ブ
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ッ
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ー

シ
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タ
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3,800円KAKUTA
『めぐるめく』 3,700円

5/21㈮～30㈰ KAKUTA
☎090-6311-1996

未就学児童入場不可
※学生割引は劇団のみ取扱

庭劇団ペニノ
『アンダーグラウンド』 3,300円

6/6㈰～13㈰ 庭劇団ペニノ
☎080-2040-3034
(11:00～20:00)

※学生割引は劇団のみ取扱
未就学児童入場不可

6/4㈮ 18：30開演
4,700円 5,000円 Ｍ＆Ｉカンパニー

☎5453-8899
古謝美佐子　
『沖縄のこころのうた～若夏の唄会～』

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

●区民  5/28㈮　S 7,600円
●一般  5/29㈯　S 7,800円  A 6,000円

9/3㈮～12㈰

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可
■問CATチケットBOX　☎5485-5999

『ビリーバー』

■問演劇集団 円　☎5828-0654

●区民  6/5㈯　3,800円
●一般  6/6㈰　4,000円
※4歳未満のお子様もお席が必要な場合は要チケット。未就学児童も入場可能ですが、他のお客様へ
ご配慮くださいますようお願いいたします。劇場スタッフがお声掛けする場合がございます。託児有。

3,000円
4歳～高校生1,500円

こどもの劇場2010
『にんぎょひめ』 アンデルセン作 「人魚姫」より

2,700円

5/29㈯ ・ 30㈰ 各日14：00開演

劇場

劇場

未就学児童は保護者の同伴が必
要です。4歳未満のお子様も、お
席が必要な場合は「4歳～高校
生」チケットをお求めください。

トヨタ コレオグラフィー アワード 2010 ネクステージ－最終審査会－

S 8,500円
A 5,500円『ロックンロール』 S 8,300円

8/3㈫～29㈰ ホリプロチケットセンター
☎3490-4949

未就学児童入場不可

info@kaijimoriyama.com

ハン

サービスデー（5/27昼）
は、3,500円

［問］劇場/学芸

5

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

〠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　

世田谷区の公立中学生からなる“Dream Jazz Band（ドリ
バン）”*が、今年も新メンバーを迎えて始動しました。4月24
日に行われた開講式では、日野校長をはじめ講師を務める
数々のミュージシャンたちも参加。緊張気味に自己紹介をす
る新メンバーでしたが、昨年のドリバンメンバーによる歓迎の
生演奏には釘付け。今後のワークショップに期待をにじませて
いるようでした。日野校
長は｢一生懸命練習すれ
ばこういう風に吹けるよ
うになる！｣と激励。成果
を披露するコンサート
は、この夏、劇場で。どう
ぞ、お見逃しなく！
*Dream Jazz Bandとは、世田谷区教育委員会主催「才能の芽を育てる体験学習
事業“Dream Jazz Band Workshop”」で結成された、日野皓正が校長を務める区
立中学生によるジャズ・バンドです。約5ヵ月間のワークショップを経て本番のステー
ジに臨みます。公演詳細、チケットについては「前売チケット情報」欄をご覧ください。

劇場チケットセンターでご予約・ご購入いただけます。18歳以上の方は、（財）せたがや文化財団が発
行する「せたがやアーツカード」（登録料無料）にお申込みいただくと、世田谷パブリックシアターオ
ンラインチケット（PC・携帯サイト）でも、ご予約・ご購入いただけます。※「せたがやアーツカード」
は、世田谷美術館・世田谷文学館・生活工房・音楽事業部の特典も受けることができます。

18歳から24歳までの方を
対象に、劇場主催公演（一
部除く）のチケットを、一般
料金の半額で提供します。

高校生以下の方を対象
に、劇場がおすすめする公
演のチケットを、一般料金
の半額で提供します。

photo

TOPIC!

世田谷パブリックシアターでは、演劇やダンスなどさまざまな公演を行っております。
世田谷区民の皆さまや若い方々に、もっと気軽に舞台芸術をお楽しみいただきたく
割引サービスを充実させています。どうぞ、ご利用ください！

世田谷区民割引 [世田谷区在住の方]（前売のみ取扱）1 2       Under24割引
（要事前登録・登録料無料・前売のみ取扱）

3      高校生以下割引
（購入時要年齢確認）

ご存知ですか？ お得なチケット割引サービス！ 
■劇場チケットセンター　☎5432－1515問

『にんぎょひめ』編

読む 劇場ツアー

このように楽しいハプニングが起きることも！
“劇場ツアー”は年に数回開催しています。次回は
『にんぎょひめ2010』編！この機会に世田谷パブ
リックシアターを、たっぷりとお楽しみください！

Dream Jazz Band 
ワークショップ開講式！　

ドリバンドリバン

321

4 5
ここは客席。劇場のことならなんでも知って
いるスタッフがご説明します。質問もＯＫ！

ここはどこでしょう？！参加
してのお楽しみです！

劇場の裏へまわり、楽屋を見学。この日は、偶
然、役者さんが打ち合わせ中！にんぎょひめ役
の豊島理恵さんが美しい歌声を聴かせてくれ
ました。迫力！

音や明かりは、どうやってつくるのでしょう。音
響室や照明室で、実際に機材にふれてみます。

役者さんの目線を体験してみましょう！舞台
の上から見る客席は、どんな感じなのかな。

●劇場ツアー『にんぎょひめ』　
　開催日程 : 5月29日㈯　16：00～
　■500円／先着30名（申込受付中）　
　■■劇場チケットセンター（☎5432-1515）にて受付
●『にんぎょひめ』　
　公演日時 ： 5月29日㈯・30日㈰　各日14：00～
　　　　　　　

問申
￥

紙上体験！
世田谷パブリックシアターでは、公演とあわせて気軽に
お楽しみいただける企画をたくさんご用意しています。
今回は、“劇場ツアー”をご紹介。（『にんぎょひめ2009』編）
劇場は、客席から見ただけでは想像もつかない仕掛けでいっぱいです。
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もいっぱい。
集合は劇場ロビー。さあ、出発です！

世田谷区在勤・在学の方も劇場チケットセンターで区民割引料金でご予約・ご購入が可能です。

日野皓正 presents "Jazz for Kids"

※公演に関する詳細は「前売チケット情報」欄をご覧ください。



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

日　程 時　間 一般料金
（税込み）

★

★

★

★

★

★

★

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】カメラをもって世田谷散歩～幕末ゆかりの地を撮ろう

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）

6/16㈬

6/17㈭

6/17㈭

6/18㈮

6/18㈮

6/19㈯

6/20㈰

14：00－16：00

10：30－12：00

13：30－15：00

10：30－12：30

14：00－16：00

13：00－16：30

10：30－12：30

¥2,100

¥2,100

¥2,100

¥3,800

¥4,200

¥3,000

¥5,250

講　座　名

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。場所 定員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

★印：世田谷区在住、在勤、在学の方は、一
般料金の525円引き（税込み）になります

内容に関しての問合せ･申込みは

ソニーカスタマーサービス株式会社
☎０５７０－０７５－１１１(一般／携帯電話)
☎0466－31－4703（IP電話／PHS）

受付時間：１０：００～１８：００
（土日祝日は１７：００まで。電話がつなが
りにくい時は、時間をおいておかけ直し
下さい)　
h t t p : / / s o n y . j p / s em i n a r/

ITエンターテインメントセミナー特別編

カメラをもって世田谷散歩
～幕末ゆかりの地を撮ろう

6月19日㈯13：00～16：30　
生活工房5Ｆ⇔松陰神社・豪徳寺周辺
プロから撮影のコツやテクニックを学びな
がら、龍馬も縁のある吉田松陰を祀った松
陰神社や幕末の大老・井伊直弼が眠る豪徳
寺を巡ります。
撮った写真は
７月にギャラリ
ーカフェくりっ
く（生活工房２
Ｆ）にて展示し
ます。 
■講坂口恵（写真家）■￥ 3,000円（交通費は
各自負担）／先着14名　■申ソニーカスタマ
ーサービス㈱（下欄参照） 

企 画 展
朗読講座

―豊かなことばの世界―
①水曜教室　7月7、14、21、28日
■講岩井正（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：夏目漱石著「夢十夜」
〈シリーズ教科書の中の名作〉
②木曜教室　7月1、8、15、22日
■講金野正人（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：井上ひさし著「ナイン」
〈シリーズ子どもの心を読む〉
③金曜教室　7月2、9、16、23日
■講松田喜和子（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：川上弘美著「中くらいの災難」
（「椰子・椰子」より）
各回13：30～15：30　いずれも生活工房５Ｆ
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を
通して体感します。ＮＨＫ日本語センター
アナウンサーが講師となり、声の出し方、

オリッサ・オディッシー
東インドの踊りと暮らし展

5月27日㈭～6月13日㈰　生活工房3・4Ｆ
＊詳細は1面をご覧ください。　

関連イベント

Sunday オリッサキッチン
5月30日㈰・6月6日㈰・13日㈰
12：00～15：30　生活工房4Ｆ

オリッサ出身の女性が
作るカレーやスイーツ
など、日替わりメニュ
ーが食べられます。
■￥有料 ■申当日直接会
場へ

オディッシー着付け教室＆撮影会
6月6日㈰13：00～18：00　生活工房4Ｆ
オリッサ州の方々に教わりながらオディッシ
ーダンスの衣装をまとい、ポーズをとって
プロのカメラマンが撮影します。  
■￥1,500円（材料費込み）／当日先着10名
■申当日会場で11：00より整理券配布、所要
時間1人約45分

読み方などを丁寧に指導します。ご都合に
あわせて受講日をお選びください。 
■￥20,000円（4回分）／先着15名　
※世田谷区民は18,000円　
■問■申㈶ＮＨＫ放送研修センター　
☎3415-7121（受付時間9：00～18：00）
URL／ht tp : / /www.nhk -c t i . j p /

平成22年度国際社会に学ぶ海外訪問研修
スペインツアー参加者募集

10月21日㈭～28日㈭  ８日間
世界遺産ガウディの建築や文化に触れ、施
設などの視察研修を行い、現地の人々と
の交流を図る旅。
■￥30万円程度／20名　■対20歳以上の世
田谷区民及び在勤者　［共催］世田谷海外
研修者の会　■申募集案内を送ります。希望
の方は6月20日（必着）までに、岸田（☎・■FAX
3417-2013、8面記入方法参照）まで。

ハガキ・FAXの記入例は「情報ガイド」8面を参照ください。 6

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

〠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 

生 活 工 房世田谷文化生活
情報センター

TOPIC!

いかそうめんの
おろしきゅうり和え

7月1日㈭～14日㈬11：00～19：00　生活工房3・4F
デザイン  フォー  レフティ

関 連 企 画

トークイベント
「左利きのための文章講座」
7月4日㈰14：00～16：30　
生活工房5F

開催中～6/5㈯ 赤い馬からの招待状★ヤベカヨ展

6/6㈰～7/3㈯ 初夏のトールペイント作品展

あ な た は 本 当 に 右 利 きで す か？

D E S I G N for L E F T Y 展

右を見ても左を見ても、現代はまさに
右利き社会―。右利き用製品に囲ま
れた左利きの人々は、日常の何気な
い動作にストレスを感じる「もっとも
身近なマイノリティ」とも言えます。
『DESIGN for LEFTY』展では、若手デ
ザイン集団delibab（デーリバーブ）と
ともに、利き手を取り巻く疑問点を洗
い出し、デザインによる解決策を探り
ます。本展を通して、左利きの人は自
分自身を、右利きの人は周囲の左利
きの人への理解を高めるきっかけを、
本当の利き手でつかんでください。
■￥無料　　

【たてたしざん】 ⓒdelibab
計算式を縦にすることで、右利き・左利きに
平等なデザインとなる 

小説家、大学教授、競馬評論家と、多方面で活躍される
高橋源一郎さんのトークイベントです。もっとも身近なマイ
ノリティ「左利き」について、一緒に考えてみませんか。  
■講高橋源一郎（小説家） ■￥500円／先着80名　■申6月30
日までに電話で生活工房へ

料理ワークショップ
「左利きのグー先生がつくる
夏のご馳走おつまみ」
7月10日㈯・11日㈰各１日完結
10：30～14：30　生活工房4Ｆ

TVや雑誌で大活躍のグー先生こと林幸子さんをお招
きして、ビールにもご飯にも合う料理をつくります。
左利きの方大歓迎（割引あり）！
■講林幸子（料理研究家、アトリエ・グー主宰） ■￥4,000

円／各日抽選16名（左利きの方は
3,500円）　■対20歳以上　■申6月28
日（必着）までにEメール（8面記入
方法参照、希望日と年齢を明記、
件名「料理WS」）で生活工房へ

6月12日㈯・7月17日㈯・7月29日㈭  
＋11月3日（水・祝）  

東京都立総合工科高校
＋筑波サーキット
電気フォーミュラーカーを組み立てなが
ら、地球環境・エネルギー問題と自動車の
関わりを学習し、完成した車でサーキット
を試乗します。
■￥3,500円（テキスト代込み）／抽選30名
■対世田谷区内在住・在学の中学生と小学6
年生　■申 6月1日（必着）までに往復ハガキ
で生活工房まで（8面記入方法参照、学年も
明記）

中学生
電気フォーミュラーカー教室

2

キッズ・デザイン・ワークショップ
「“利き手”ってなんだろ？
ー手でさわるカタチを
作ろうー」
7月3日㈯11：00～17：00
生活工房4F

きれいな物やかっこいい物を作ることだけがデザインで
はありません。簡単な利き手ゲーム体験を通じて、気付
いたことをアイデアとした作品づくりを目指します。
■講村田桂太、福田一郎（共にプロダクトデザイナー）
■￥1,000円（各自昼食持参）／抽選20名　■対小学3～6年
生　■申6月21日（必着）までにEメール（8面記入方法参
照、学年も明記、件名「キッズデザインWS」）で生活工房へ

1

3

電気フォーミュラーカー
を作ろう！

特別編
希望者
のみ

全3回

入場
無料



はホームページからも申込可能です　※特に記載のない事業は、ハガキまたはＦＡＸ（8面記入方法参照、参加希望教室、学年、年齢、性別、を明記）でスポーツ振興財団へ

TOPIC!

スポーツ・
レクリエーション 田世 谷 区 ス 振 財ツーポ 興 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/

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

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

大 会 情 報

第37回トリムのつどい 6月20日㈰10：00～ 総合運動場体育館

◆第60回世田谷区民体育大会
ソフトテニス（壮年男女・一般男女・初級者・中学男女）
①7月4日㈰ ②7月11日㈰ ③7月25日㈰ ④7月28日㈬ ⑤7月29日㈭　
■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・壮年男子・成年男子②一般男子・
壮年女子・成年女子③シングルス・壮年Ⅱ部・らくらく大会④中学生男子⑤中学生女子
■￥①②400円、③④⑤200円　※③は壮年Ⅱ部のみ400円　■締①②③6月4日、④⑤6月28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　☎3429－1589）

「社交ダンス教室」会場変更のお知らせ
3月25日号掲載の「だれでも、ひとりでも
参加できる教室 社交ダンス」は都合により
6月5日㈯19：00～20：30のみ希望丘小学
校体育館で開催します。お間違えのないよ
うご参加ください。
※詳細はホームページをご覧いただくか
お問合わせください。

※所定の申込書は、スポーツ振興財団、スポーツ振興課で配布しています。
ホームページからダウンロード可

■対区連盟加入クラブ及び区内在住・在勤・在学クラブ　［内容］軽体操・リズムダンス・ゲーム　
■￥無料　■申当日自由参加　■問区健康体操連盟・野崎（〒158-0083 奥沢3-45-2　☎3720-4759）

1総合運動場
■￥7，200円（全8回）、9，000円（全10回）　 ■問総合運動場管理事務所   ☎3417-4276

2千歳温水プール
■￥ 5，600円（全8回）、8，400円（全12回）　 ■問千歳温水プール管理事務所  ☎3789-3911

大蔵第二運動場　コース型フィットネス教室
■申ハガキ・ＦＡＸ・窓口・電話で大蔵第二運動場管理事務所へ
■締随時　※定員に達し次第締切
■問大蔵第二運動場管理事務所　〒157-0074大蔵4-7-1　☎3416-1212 ■FAX 3416-1777

■対　 60才以上、　 対象年齢のお子様と大人、　 対象年齢のお子様、　　　　　以外は、成人（高校生以上）
■申 FAXまたはハガキ（8面記入方法参照）で下記管理事務所へ
1総合運動場管理事務所  〒157-0074 大蔵4-6-1■FAX 3417-1734　■締定員に達し次第締切
2千歳温水プール管理事務所  〒156-0055 船橋7-9-1 ■FAX 3789-3912　■締6月10日（必着）
※12ともにプログラムの詳細等は各施設の管理事務所へお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。
　託児サービスあり（有料）※詳細はお問い合わせください。

アドバンス・ピラティス(中級） 7/2～  金曜（全10回）   9：30～10：301 25
ビギナーズ　ピラティス 7/2～  金曜（全10回） 10：45～11：452 25
ぺルビック（骨盤）エクササイズ 7/2～  金曜（全10回） 12：15～13：153 20
やさしい太極拳 7/2～  金曜（全10回） 12：15～13：154 25
ママのピラティス（0～1才2ヶ月）　 7/2～  金曜（全10回） 13：45～14：455 20
やさしいタップダンス　 7/2～  金曜（全10回） 15：00～16：006 20
Go Goファンキーガールズ(5才～) 7/2～  金曜（全10回） 16：30～17：307 20
足の筋トレとやさしいピラティス 7/6～  火曜（全10回）   9：30～10：308 20
親子でエアロ！ひよこ3組（1～2才） 7/6～  火曜（全10回） 10：45～11：459 18組
戻そう産前！ママエアロ（0～1才2ヶ月） 7/6～  火曜（全10回） 12：15～13：1510 20組
親子でエアロ！うさぎ組（1才6ヶ月～3才） 7/6～  火曜（全10回） 13：30～14：3011 18組

夏からのやさしいヨガ 7/7～  水曜（全10回） 19：00～20：0017 25

ツールピラティス 7/7～  水曜（全10回） 12：15～13：1512 25
少し慣れたフラダンス 7/7～  水曜（全10回） 13：30～14：3013 20
やさしいフラダンス 7/7～  水曜（全10回） 14：45～15：4514 20
子ども空手教室1組（5才～） 7/7～  水曜（全10回） 16：00～17：0015 25
子ども空手教室2組（6才～） 7/7～  水曜（全10回） 17：15～18：1516 25

お昼のデトックス  はじめてのヨガ 7/8～  木曜（全10回） 12：15～13：1518 25
キッズ・バレエ(5才～) 7/8～  木曜（全10回） 16：30～17：3019 20

コ　ー　ス　名 開始日／曜日（回数） 時　間 定員

親子でエアロ！ひよこ1組（1～2才）　 7/12～  月曜（全8回） 10：45～11：4520 18組
親子でエアロ！ひよこ2組（1～2才）　 7/12～  月曜（全8回） 12：15～13：1521 20組
ママのヨガ（0～1才2ヶ月） 7/12～  月曜（全8回） 13：30～14：3022 20組
ベリーダンス 7/12～  月曜（全8回） 15：00～16：0023 20
ヒップホップ・ジュニア（小学生） 7/12～  月曜（全8回） 16：15～17：1524 20
夏からはじめる　やさしい筋トレ 7/12～  月曜（全8回） 19：00～20：0025 20

ヘルシー太極拳 7/12～  月曜（全8回）   9：30～10：3018 30
アロマヨーガ 7/12～  月曜（全8回） 10：50～11：5019 30

高齢者ハツラツ体操（60才～） 7/6～  火曜（全12回） 12：30～13：3011 30

とってもやさしいヨーガ 7/7～  水曜（全12回） 12：15～13：1513 30
はじめてのフラダンス 7/7～  水曜（全12回） 13：30～14：3014 30
フラダンス 7/7～  水曜（全12回） 14：45～15：4515 30

習慣！エクササイズ 7/7～  水曜（全12回） 19：40～20：4017 30

やさしいピラティス 7/1～  木曜（全12回）   9：00～10：001 30
ビューティーピラティス 7/1～  木曜（全12回） 10：15～11：152 30
骨盤ストレッチ 7/1～  木曜（全12回） 11：30～12：303 30
ゆっくりエアロ＆ストレッチ 7/1～  木曜（全12回） 12：45～13：454 30
筋トレdeシェイプアップ 7/1～  木曜（全12回） 13：55～14：555 30
癒しのヨーガ 7/1～  木曜（全12回） 19：40～20：406 30
やさしいヨーガ 7/2～  金曜（全12回）   9：30～10：307 30
ビューティーヨーガ 7/2～  金曜（全12回） 10：50～11：508 30
シェイプアップ太極拳 7/2～  金曜（全12回） 19：00～20：009 30

親子で遊ぼう！リズム体操（2～4才） 7/6～  火曜（全12回） 13：50～14：5012 20組

親子でフラダンス（4才～） 7/7～  水曜（全12回） 16：00～17：0016 20組

器械運動クリニック 7/3～  土曜（全12回）   9:30～11:0010 20

コ　ー　ス　名 開始日／曜日（回数） 時　間 定員

婦人体操（月曜） 7/5～　月曜
10：30～12：00（10回） 9,500円40歳以上の女性

4 35

ヨガ 6/8～　火曜
10：00～11：30（8回） 11,200円18歳以上1 50

婦人体操（水曜） 7/7～　水曜
10：30～12：00（12回） 11,400円40歳以上の女性

3 35

気功 7/1～　木曜
10：30～12：00（10回） 12,000円40歳以上2 40

コ　ー　ス　名 開始日／曜日・時間（回数） 料　金対　象 定員

　　 ハイキング「三国山」
6月27日㈰
富士山を仰ぎ、山中湖を見おろしながらの
コースでさまざまな花や野鳥の声を楽しめ
ます。　　コースレベル★★☆（一般向き）
集合時間6:50　出発7:00（⇒バス、→歩き）
［コース］世田谷区役所⇒永福IC⇒（中央
道）⇒山中湖IC（富士五湖道）⇒籠坂峠→大
洞山→楢木山→三国山（下り急斜面あり）
→三国峠→山中湖パノラマ台→三国山ハイ
キングコース入口バス停⇒山中湖IC（富士
五湖道）⇒永福IC（中央道）⇒世田谷区役
所　（歩程約4時間）
■■対18歳以上　■￥ 4,000円／抽選40名
■締6月10日(必着) ※弁当・水筒・雨具持参、
軽登山靴着用

     わくわくサッカー教室
7月3日～7月24日　毎週土曜　
9：30～11：30　池尻小学校第2体育館

■対軽度の知的障害のある小・中学生で原則
付添者の同伴が可能な方　■￥ 1回1,000円
／抽選25名　■締 6月14日（必着）　■申障害
の内容も明記でスポーツ振興財団へ

大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

①ナイターテニススクール
6月4日～8月4日　毎週水・金曜（全6回）
■対J1（5歳～小3） 17：10～18：10　J2（小
4～中学生） 18：30～20：00　J3（高校生
以上） 20：20～21：50 ■￥J1 6,000円　J2 
9,000円　J3 11,400円／各定員24名
②レディースバレーボール教室
6月4日～7月23日　
毎週金曜9：00～12：00（全8回）
■対女性 ■￥6,000円／定員40名
③バスケットボール教室　
毎週火曜（全4回）
■対Aミニバスケット（4歳～小学生） 17：10
～19：00　Bジュニアバスケット（中学生） 

19：10～21：45　■￥各2,400円(月謝制)／
各定員40名　※1回のみの参加は800円
④ゴルフスクール　毎週月～金曜（全4回）
■対中学生以上 ■￥12,000～16,000円
①～④すべて  ■申大蔵第二運動場窓口
■締初回受講日まで　※定員に達し次第締切
※詳細はホームページをご覧ください　
※施設休館のため6月15日㈫～17日㈬を除く

コース型フィッ
トネス教室千歳温水プー

ル総合運動場・ ＆

9:00～
総合運動場テニスコート



編集局
おすすめ
！

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

●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

日ごろの感謝の気持ちを込めて、

お父さんの似顔絵を書こう！

父の日似顔絵展実施します！
総合運動場温水プール・千歳温水プール

募集期間
内 容

特 典
お問合せ

6月5日㈯～20日㈰
対象施設の受付にある似顔絵用紙に似顔絵を書いてご提出くだ
さい。6月27日㈰まで館内で展示します。
期間終了後に、似顔絵返却時に参加賞を差し上げます。
詳細については各施設にお問合せください。
世田谷区立総合運動場温水プール　☎3417－0017
世田谷区立千歳温水プール　☎3789－3911

お問合せ　世田谷パブリックシアター チケットセンター　☎5432－1515

『醜男（ぶおとこ）』世田谷パブリックシアタープロデュース

7月2日㈮～12日㈪　世田谷パブリックシアター

  作 ：マリウス･フォン･マイエンブルク
演出：河原雅彦　翻訳：内藤洋子
出演：山内圭哉　内山理名　
　　　斎藤 工　  入江雅人

チケット好評発
売中

●区民  S 6,000円
●一般　S 6,300円  A 4,200円
未就学児童入場不可　
※チケットに関する詳細は、5面もご参照ください。

あまりにみにくい男にふりかかる、あり得ない出来事の数 ！々
笑って泣けるブラックコメディを個性溢れる役者陣でお届けします！

［ストーリー］上司から顔のみにくさを理由に「プレゼンテーションは任せられないと
宣言された男が、「自分はそんなにみにくいのか」と妻にたずねると「それに耐えて
生きてるあなたがステキ」と思いがけない返事。男は整形手術を受けることに…。

1応募資格
未来に向けて活動を展開していく予定のある方または
グループで、以下の要件を満たす方。
◆世田谷区内に在住、在学（高校・大学・大学院・専門学

校など）、在勤、または主な活動場所を設け、
文化・芸術の創造・創作活動を継続的に行って
いる方。 
◆15歳以上～35歳以下の方（2010年4月2
日現在）。 
◆受賞した場合、翌2011年度内に区内施設
などで発表できる方。 
◆過去、当アワードで受賞したことがない方。 
◆各部門のその他の要件を満たす方。
※各部門の応募資格欄をご覧ください。

2応募方法・応募先
ご自身の創作活動についてご応募いただく自薦方式です。共通応募用紙に、必要事項を
記入するとともに、各部門に必要な応募資料を添付して、各部門の「アワード係」にご提
出ください。
※応募方法詳細、応募資料については、部門ごとの要項をご覧ください。
3応募期間　2010年9月1日㈬～11日㈯必着
4受賞人数と発表支援
◆芸術アワード“飛翔”5名（または5グループ）以内 
◆創作支援金50万円（このうち30万円は受賞記念発表に向けての
創作活動にかかる必要経費として翌2011年度に支給します） 
◆翌2011年度の受賞記念発表に向けて一定の支援をいたします。
※詳細については、部門ごとの受賞記念発表欄をご覧ください。
5結果発表および通知
選考結果は、応募者全員に対して11月2日㈫までに郵送でお知らせします。

お問合せ
世田谷区　文化・国際課「アワード事務局」　〒154-8504　世田谷区世田谷4－21－27
世田谷区役所内　☎5432－2124／■FAX5432－3005
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/menu/subtop02.html
※各部門のお問合せは、各部門「アワード係」へお願いします。
〈舞台芸術〉部門　世田谷パブリックシアター劇場部「アワード係」　☎5432－1526
〈美術〉部門　世田谷美術館「アワード係」　☎3415－6011
〈文学〉部門　世田谷文学館「アワード係」　☎5374－9111
〈音楽〉部門　世田谷文化生活情報センター音楽事業部「アワード係」　☎5432－1535
〈生活デザイン〉部門　世田谷文化生活情報センター生活工房「アワード係」　☎5432－15４3

共通募集要項

世田谷区芸術アワード“飛翔”世田谷区芸術アワード“飛翔”
若手アーティストを応援します！

第２回 

せたがや文化財団では、世田谷区との共催で文化・
芸術分野で活躍する将来性のある若手アーティスト
の創作活動を奨励・支援する「世田谷区芸術アワード
“飛翔”」を隔年で開催しています。今年はその才能発
掘の年。〈舞台芸術〉〈美術〉〈文学〉〈音楽〉〈生活デザ
イン〉の5つの分野で、『我こそは！』と思う方。募集要項

（区のホームページおよびせたがや文化財団のホームペ
ージほか､世田谷文化生活情報センター、世田谷美術館、

世田谷文学館、区内各出張所・まちづくりセンター､図書館で入手することができ
ます｡）をご確認のうえ､お申込ください｡受賞者には､創作支援金を交付し､区お
よびせたがや文化財団の支援のもと､2011年度に区内施設等で作品を発表し
ていただきます｡あなたの才能、待ってます！

撮影＝坂田智彦（TALBOT.）
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