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世田谷文学館
世田谷美術館

生活工房
音楽事業部

（財）世田谷区スポーツ振興財団
世田谷パブリックシアター
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次回（9月25日号）は「区のお知らせ」と別折込です

アンリ・ルソー《赤ん坊のお祝い！》
1903年
生命力あふれるルソーの赤ん坊

みんなのサザエさん展　
『ザ・コレクション・ヴィンタートゥール』展
世田谷芸術百華2010
連続セミナー「知の航海」
室内楽シリーズ「高木綾子フルートリサイタル」
コース型フィットネス教室  参加者募集！
『ガラスの葉』ほか秋の公演案内

発行　　　　　　　　　　　　　　〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1　☎5432-1500㈹
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
　　　財団法人 世田谷区スポーツ振興財団　http://www.se-sports.or.jp/

8月7日（土）―10月11日（月・祝）  世田谷美術館 一階展示室
【展覧会公式HP】http://www.collection-winter.jp
観覧料 一般1,300円（1,000円）　65歳以上/大高生1,100円（800円）

中小生600円（400円）   ※（　）内は20名以上の団体料金

が一番好きなのがゴッホの絵です。約２０年前にゴッホの
生涯を紹介したTV番組に、ゴッホ役で出演し、ゴッホの

お墓を訪ねたこともありました。そして今秋より、三好十郎作
『炎の人』を私がゴッホ役で、主催する無名塾の全国公演（東
京公演は来春3月、池袋サンシャイン劇場）がはじまります。
炭鉱地で宣教師として布教活動もしたことがあるゴッホは、一
般庶民、特に貧しい人々に対する思いが強い人でした。今回の
展覧会に出品されるゴッホの絵のモデルとなった「郵便配達
人」のルーランさんも、市井の人で、ゴッホの面倒をみてくれ
た人です。私の舞台でもルーランさんが登場し、「ルーラン
の魂まで描きださなければ」というゴッホのセリフがあり
ますが、今回、そのルーランさんの絵がまさに世田谷美
術館で見られるとは非常に嬉しいことです。
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フィンセント・ファン・ゴッホ
≪郵便配達人　ジョゼフ・ルーラン≫によせて

役者（無名塾）
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オディロン・ルドン
《野の花》
1905-1908年頃
どこか幻想的な
ルドンの花

象徴派
ナビ派

豊満な女性像で知られる画家
ルノワールの彫刻作品

ゴッホ、モネ、ルソー、クレ―、ジャコメッティなど
ヨーロッパ近代の巨匠たちの
90点の出品作品、すべてが日本初公開！！

モーリス・ドニ
《エヴァ・ムリエの肖像》
1891年

日本の浮世
絵の平面的
な装飾性を
とり入れた
＜ナビ派＞
を代表する
画家

中学生以下

8月中
無料

仲代達矢（世田谷区在住）

フアン・グリス《ピエロ》1919年
形態をめぐる実験的な試み

関連企画は3面をご覧ください。2面にて割引引換券を掲載しています。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《小さな立つウェヌス》1913年
台座はリシャール・ギノ《小さなパリスの審判》1913-14年

アルフレッド・シスレー《朝日を浴びるモレ教会》
1893年　光溢れるシスレーの風景画

フィンセント・ファン・ゴッホ《郵便配達人　ジョゼフ・ルーラン》
1888年　



世田谷文学館開館１５周年記念企画展
「父からの贈りもの―森鷗外と娘たち」
10月2日㈯～11月28日㈰ 2階展示室
森茉莉と小堀杏奴。作家、随筆家としてともに
稀有な個性を開花させた姉妹が生涯心のより
どころとしたのが大好きな「パッパ」、森鷗外
でした。本展は〈父性〉をキーワードに、近代文
学を先導した文豪・森鷗外とその娘たちの軌
跡と作品をご紹介します。世田谷美術館では
「小堀四郎と鷗外の娘」展（3面参照）が同時
開催されます。　
■￥一般700円、大・高生500円、中・小生250
円、65歳以上・障害者350円

次 回 企 画 展
関連企画

■対談「作家の娘たち、大いに語る」
10月10日㈰ 14：00～15：30　1階文学サロン
企画協力：世田谷文学館友の会
■出阿川佐和子（作家）、井上紀子（城山三郎
次女）　■￥ 1,000円（友の会会員は700円）
／抽選150名　■申9月26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「森鷗外展イベント」係まで。

　  知の巨匠　加藤周一ウィーク
■連続講座
各回14:00～15:30（13:30開場）　
1階文学サロン
■￥各回1,000円／定員各回150名（全席自由）
チケット取扱：チケットぴあ☎0570-02-9999、
http://pia.jp/t、Pコード617－750
●9月18日㈯
大江健三郎（小説家）「いま『日本文学史序
説』を再読する」
●9月19日㈰
姜尚中（東京大学大学院教授）「戦争の世紀

を超えて～加藤周一が目ざしたもの」
●9月23日（木・祝）
高階秀爾（美術史家）「日本美術に見る空間
と時間～加藤周一の文化論をめぐって」
●9月25日㈯
池澤夏樹（小説家）「雑種文化と国際性」
●9月26日㈰
対談：山崎剛太郎（翻訳家・詩人）、清水徹（仏文
学者）「加藤周一の肖像～青春から晩年まで」
■DVD＆ブルーレイディスク発売記念映画上映
9月20日（月・祝） 14:00～15:40（13:30開場）
1階文学サロン
『しかし それだけではない。／加藤周一　幽
霊と語る』（2009年、99分、監督：鎌倉英也）
協力：スタジオジブリ、ウォルト・ディズニー・
ジャパン　■￥無料／当日先着150名（当日
12:00から整理券配布）

「ことのは　はくぶつかん」
2010年後期（連続講座）予定

小中学生対象のワークショップです。「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。（会場は世田谷文

学館。原則全回参加）
■￥無料／抽選20名　■申10月16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「ジュニア担当」まで。
■ことばとしぐさ「落語に挑戦」
11月6日㈯ 13:30～15:00
■講林家きく麿（落語家）
■ことばとびじゅつ「アートのことば」
11月20日、12月4･11日㈯ 10:30～15:30
■講ナカノヨーコ（イラストレーター）ほか
■ことばとからだ「パフォーマンスにふれよう」
2011年1月29日㈯ 10:30～15:30
■講西井夕紀子（もび主宰）+もび（音あそびパ
フォーマンスグループ）
■ことばのことば「ウタノタネを蒔こう」
2011年2月5日㈯ 10:30～15:30
■講天野慶（歌人）

8月29日㈰ 
第1部13:30～ 
第2部15:30～
（各回約30分） 
1階文学サロン

デリシャスウィートスと過ごす、この
夏、最大のカ－ニバル！！唄う！踊る！
寸劇です！
■出デリシャスウィートス　■￥無料
／各回先着100名　※当日10:00か
ら各回の整理券（1人5枚まで）を
配布します

関連企画
「デリシャ★カーニバル　
子ども！サザエさん！夏休み！」
すごい人気です！

Ⓒ杉山正道

中学生以下

会期中
無料

茉莉 鷗外 写真提供：文京区 杏奴

ご利用は無料ですが、ご乗車には展覧会チケ
ットの半券が必要です。
● 乗車定員　24名　
※定員超過の際、ご乗車をご遠慮いただく場合が
ございます。予めご了承ください。

※道路の混雑状況により、発着時刻は多少前後
する場合がございます。

世田谷文学館
11:30発
12:35着
12:40発
13:45着
13:50発
14:55着
15:00発
16:05着
16:10発
17:15着

長谷川町子美術館
12:00着
12:05発
13:10着
13:15発
14:20着
14:25発
15:30着
15:35発
16:40着
16:45発

●時刻表　

長谷川町子美術館で開催中の「アニメサザエさん展」（～8/29）のチケット
半券を提示すると、8月29日までの間1回に限り観覧料が100円引きになります。

◎8月29日までの毎週土・日曜日、
世田谷文学館と長谷川町子美術館を
往復するシャトルバスを運行します。

ま

●募集期間　9月1日㈬～11日㈯必着
●募集部門　随筆、童話、小説、シナリオ
詳細は世田谷文学館へお問合せください。

世田谷文学賞
作品募集

締切迫る
！

世田谷文学館開館15周年記念

みんなのサザエさん展
開催中～9月12日㈰　2階展示室

漫画「サザエさん」の名場面を、昭和の世相や出来事の写真、風俗史料と
併せてたどるとともに、一貫して庶民の生活に根ざした笑いを描き続けて
きた漫画家・長谷川町子の業績を紹介します。世田谷文学館開館15周年
記念として開催する、長谷川町子美術館（世田谷区桜新町1－30－6）と
の初の連携企画展です。

サザエさんを描く長谷川町子
©財団法人長谷川町子美術館

ま　  り あん　ぬ

かんさんじゅん

観覧料／一般700円、大・高生500円、65歳以上・障害者350円　※団体割引あり

チケット完売

チケット完売

〠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）

世 田 谷 文 学 館

2

下段は広告スペースです。 内容については各広告主にお問い合わせください。

中学生・小学生は土、日、休日、夏休み期間中は●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）の観覧料が無料となります。

ザ・コレクション・ヴィンタートゥールみんなのサザエさん展
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　
開催中～9月12日（日）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 観覧料

世田谷美術館1階展示室
開催中～10月11日（月・祝）

一般1,300円→1,200円　大・高生、65歳以上1,100円→1,000円
中・小生、障害者（一般）600円→500円



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

世田谷美術館分館

※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
～
～
～
～

9/05
9/12
9/19
9/26

8/31
9/07
9/14
9/20

南春水墨画展
代田水墨画会展
旅スケッチ夫婦展
カネコミユキ・難波達巳・門馬達雄　三人展

「向井潤吉とルーブル美術館
－その滞欧作の魅力」

開催中～11月28日㈰
ルーブル美術館で摸写し
ながら油彩画の技法を研
究した画家の真摯なまな
ざしを、アングル、コロー、
デューラーなどの摸写か
ら探ります。

「宮本三郎　1940－1945」
開催中～11月28日㈰
戦時中の作品を中心に、
大戦直前の滞欧作、戦
後の疎開期の作品、そし
て初公開となる従軍中
に撮影された写真など
をご紹介します。

■9月のギャラリートーク
「戦時下の展覧会について」
9月11日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料／予約不要

■奥澤神社大祭関連企画
「おねがい 大蛇さん」
9月5日㈰ 10：30～16：00

古くから伝わる、「はやり病」を治めた大蛇
の伝説。心をこめて、大切な人の無事を祈る
大蛇をつくりましょう。
■講 山倉研志（アーティスト）、大西由紀子（演
劇百貨店）　■￥ 2,000円／申込先着15名
（親子での参加可）※昼食は各自
■音と映像で楽しむクラシック講座Vol.15
9月18日㈯ 14：00～16：30（13：30開場）
オペラの名演を解説付きでご紹介。
プログラム：ベートーヴェン「フィデリオ」
■￥500円／申込先着50名
 

清川泰次　自由への探求
＜もの＞にとらわれない世界へ
開催中～11月28日㈰
本展は、具象的な作品
から独自の作風を獲得
する過渡期の作品を中
心に、清川泰次が撮影
した戦時中の写真と合
わせて紹介します。

下段は広告スペースです。 内容については各広告主にお問い合わせください。

向井潤吉アトリエ館
〠15４－00１６　世田谷区弦巻２-５-1　☎54５０－９５８１

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

[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

《飢渇》1943（昭和18）年

《Painting №662-3　黒い雨》
1963年

世田谷美術館本館は、大規模改修工事のため、2011年7月1日～2012年3月末まで休館します。分館は通常通り開館。

第Ⅰ部「建畠覚造―アトリエの時間」
開催中～9月5日㈰　2階展示室
日本の抽象彫刻を代表する作家を紹介。

第Ⅱ部「素朴派の絵画」　　　　
ルソー、セラフィーヌ・ルイなど10点を展示。

「小堀四郎と鷗外の娘 ひと筋の道」
9月15日㈬～2011年1月10日（月・祝）

本展では、小堀四郎
の絵画の他、夫人の
杏奴や藤島武二の
資料などもあわせて
展示します。なお本
展は世田谷文学館

ミュージアム コレクションⅠ

ミュージアム コレクションⅡ

あん ぬ

小堀四郎《不詳（燈下）》1935年

の企画展『森鷗外と娘たち』（10月2日～11月
28日）と同時開催となります。また、ジョルジュ・
ルオーの版画集「サーカス」シリーズを紹介。
■￥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 
向山美穂　ピアノ・リサイタル 
9月20日（月・祝） 14：00　当館講堂 
■出向山美穂（ピアノ） 　曲目：バッハ「パルテ
ィータ第5番　ト長調BWV829」、シューマン
「謝肉祭　作品9　変イ長調」他 
■￥入場無料／抽選200名 　
■申9月1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。 
※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。1枚のハガキで2名様までお申込可。 入場
の際にハガキ持参。※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）

■展示品の搬入および搬出作業があるため、公開は初日は午後から、最終日は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

開催中

8/31

9/ 7
9/14
9/20

8/29

9/ 5

9/12
9/19
9/26

●m-act美術展

●モナミ会展

●月水木の会
●第5回グリーンアカデミー26期有志作品展 ●花の水彩画会
●植物画教室作品展 ●世田谷和紙造形会展

 　期　間 区民ギャラリーＡ 区民ギャラリーＢ
～

～

～
～
～

●𠮷原絵美子展 ●絵ぷろん展
●家族をはぐくむ ファミリーアート展
●第15回　みみずく会展
●子どもの造形絵画教室 「絵の寺子屋」教室展（9月1日より公開）
●白世会絵画展 ●カシャっこサークル写真展
●山崎曜の「手で作る本の教室」展
●じゆうに１２ ●ますだようこ展 ●マボロシ画廊

平成23年度前期  区民ギャラリー利用申込受付　●利用期間　世田谷美術館：４月～６月、清川泰次記念ギャラリー：４月～９月
●受付日　10月16日㈯、17日㈰ 10:00～17:00　   ●受付場所　世田谷美術館創作室・清川泰次記念ギャラリー
●抽選会　10月31日㈰10:00から世田谷美術館にて。詳細は受付時にご案内します。

《老人の顔（デューラーの摸写）》
1929（昭和4）年

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）

イベント

■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

関連企画

［作品受付］指定の各写真店10月1日㈮～10日㈰　　世田谷美術館10月9日㈯・10㈰10：00～16：00
［審査員］秋山亮二（写真家）、加藤春夫（東京工芸大学名誉教授）
［主　催］㈶せたがや文化財団  [後　援]世田谷区  ［協　賛］東京写真材料商業協同組合世田谷地区
［展覧会］2011年1月4日㈫～9日㈰　最終日に表彰式あり 
※詳細は美術館、各写真店、区役所、支所、出張所、図書館、区民センターなどで配布の申込書をご覧下さい。（9月初旬より配布予定）

［会　期］9月29日㈬～10月3日㈰　10：00～18：00（最終日は16：00まで）
［会　場］世田谷美術館区民ギャラリーA・B
［表彰式］10月3日㈰14：30～15：15頃（場所：世田谷美術館講堂）

 ■問 世田谷美術館　☎3415－6394世田谷区民写真展作品募集

第34回世田谷区民絵画展開催

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! 
開催中―10月11日（月・祝）  一階展示室

TOPIC!

スイス・チューリヒ近郊の小都市ヴィンタートゥールは、多くの資産家た
ちが集まる文化都市です。その中核施設のヴィンタートゥール美術館
は、資産家たちの寄贈による質の高い美術作品によって、世界中の

愛好家が注目する奇跡のコ
レクションとして知られていま
す。本展は、これまで国外へ
まとめて貸しだされることのな
かったこれらヨーロピアン･モ
ダンの名品群が、同館の改修
工事のため、初めて日本に紹
介されます。

料金などの詳細は1面をご覧ください。

関連
企画

各日14：00～15：30　当館講堂　
■￥入場無料／当日先着150名
（午前10時より整理券配布）手話通訳付
●9月11日㈯　
　「心の山並みを描くスイスの画家たち」
　■講前田富士男（中部大学教授・慶應義塾大学
　名誉教授・日本学術会議会員）
●9月25 日㈯　「ナビ派とその時代」
　■講天野知香（お茶の水女子大学准教授）

講演会　 ギャラリーガイド

8月27日㈮、28日㈯　14：00～16：00　当館創作室Ｃ　
■￥1回100円／随時受付

1 0 0円ワークショップ

8月27日㈮・28日㈯13：00～14：00　当館展示室
鑑賞リーダーによる展覧会の案内　
■対小・中学生　■￥無料　
当日13：00にエントランスホールに集合。



池辺晋一郎池辺晋一郎

4

狂言ワークショップ
10月～11月開催予定
「万作の会」の狂言師の方たちと一緒に、みんなで楽しく狂言の型や言葉を体験する
小学生向けのワークショップです。

■対小学4～6年生（予定）　■申要事前申込　■問世田谷パブリックシアター学芸

ルライブ
） 烏山区民会館
練習の成果を披露する音楽パ
会場へ　■問音楽事業部

）、宮谷理香（ピアノ）、地行美穂
500円、区民・劇場友の会割引
高校生)1,500円　※未就学児
パブリックシアターチケットセン
部

知

！ 
念
駅前商店街

「世田谷アートフリマvol.14」
9月25日（土）・26日（日）　11：00～18：00　生活工房３～５階

集
約80組の作家が出展するアートフリマ。その場で申込みできるワー
クショップもおこないます。

合せ　■問音楽事業部

下高井戸商店街

世田谷に息づく文化と歴史にふれるバスツアーです。
■¥ ■1・11は3,000円、10は2,500円（ともに昼食費込）、9は2,000円、それ以外は
1,500円（全て入館料込）／定員：9は40名、それ以外は20名（応募者多数の場合は抽選）
■申                                                                                   に、往復ハガキま
たはＥメールで、①コース番号②氏名（ふりがな）※3名まで連名可③郵便番号・住所④
電話番号を明記のうえ、下記問合せ先まで。なお、コース番号■7 へお申し込みの方は、ト
ーク＆演奏会参加のご意向を明記してください。　
■問NPO法人まちこらぼ「街はミュージアム」係（〒154－0021 世田谷区豪徳寺1－44－5）
☎5426－3737　info@machicollabo.net

文学散歩「成城ものがたり」
11月10日（水）　13：00～16：00
成城大学民俗学研究所、
成城五丁目猪股庭園、成城界隈

サイタル
）成城ホール
実力派フルート奏者の演奏を
い。
アノ）   ■問音楽事業部

16：30 　三茶パティオ

成城コルティ

ター前広場

）　成城ホール
をお楽しみください。公募による
染みの童謡・唱歌をお届けします。
、東京混声合唱団、公募によ

学生以上）3,000円、世田谷区
500円、子ども（小～高校生）
席指定
ンター　☎5432－1515　
集詳細は6面をご覧下さい。

「三茶de大道芸」
10月16日（土）・17日（日）　昼頃～日没まで　
三軒茶屋キャロットタワー周辺・
近隣商店街＋世田谷パブリックシアター
三軒茶屋の秋恒例のフェスティバル。国内
外から選りすぐりのパフォーマーが集結し、街

を舞台に熱いパフォーマンスを繰り広げます。ひと足先に、世田谷区
内の各地に"大道芸"をお届けする「出前編」もお楽しみに！

世田谷アートタウン２０１０

■出大江健三郎（小説家）、姜尚中（東京大学大学院教授）、高階秀爾
（美術史家）、池澤夏樹（小説家）、山崎剛太郎（翻訳家・詩人）、
清水徹（仏文学者）　■¥ 各回1,000円（チケット前売り制）／定員各
回150名　■問世田谷文学館 

連続講座「知の巨匠　加藤周一ウィーク」
9月18日（土）～26日（日）　各回14:00～15:30（13:30開場）　
世田谷文学館

知的好奇心を満たしたい大人のための連続セミナー。心を豊かにす
る暮らしかたのヒントになる講話を、幅広いジャンルの方から伺います。
※詳細は6面をご覧ください　■¥ 各回1,000円　■申電話またはメール／
各回申込先着100名　■問生活工房    ldc@setagaya-ac.or.jp

連続セミナー「知の航海」
9月1日（水）・8日（水）・22日（水）・29日（水）、10月27日（水）、11月3日（水・祝）　
19：00～20：30　生活工房５Ｆセミナールーム

写真提供：共同通信社 

緑豊かで静かなたたずまいの成城に
は、多くの文学者、美術家、映画人、
学者が住まいを構えました。秋の一日、
彼らが愛した緑陰の街並を辿ります。近代数奇屋
造住宅の旧猪股邸、柳田國男ゆかりの成城大学
民俗学研究所ほか、文化人が多く訪れた「成城
風月堂」でも、お話を聞きながら茶菓で一服。
■¥ 1,000円（保険料・資料代・茶菓代含む）／抽
選25名　■申10月27日（必着)までに往復ハガキ
（8面記入方法参照)で世田谷文学館へ。２名ま
で連記可。　■問世田谷文学館

■1
■2
■3
■4

■5
■6
■7

バスツアーワークショップ
「世田谷ランチをつくる」（１日コース）

吉実園(上祖師谷)[卵と野菜の収穫]⇒島田製粉所(千歳台)[粉挽きと麦の焙煎の見学]⇒生活工房
[調理・食事・片付けなど]

個人美術館への旅　プラス１
（午後半日コース）

村井正誠記念美術館⇒佐藤記念館⇒福沢一郎記念館
⇒世田谷美術館「小堀四郎と鷗外の娘」展

森鷗外と娘たちをめぐる旅
（午後半日コース）

世田谷文学館「森鷗外と娘たち」展⇒世田谷美術館
「小堀四郎と鷗外の娘」展⇒邪宗門

すばらしきコレクションへの旅
（午後半日コース） 五島美術館⇒静嘉堂文庫美術館⇒長谷川町子美術館

世田谷美術館分館をめぐる旅
プラス１（午後半日コース）

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

バックステージ・バスツアー
（午後半日コース）

世田谷パブリックシアター⇒円谷プロダクション⇒
NHK放送技術研究所

トルコ・オーストリアからせたがやへ
（午後半日コース）

兵庫島公園⇒松本記念音楽迎賓館⇒東京ジャーミー ※解散後、希望者のみトーク＆演奏会
「美術と音楽」（成城ホール 19:00～21:00／「聴」欄参照）へご案内します（別途チケット料金3,000円）

文学にふれる旅（午後半日コース） 世田谷文学館「森鷗外と娘たち」展⇒賀川豊彦記念・松沢資料館⇒五島美術館

歴史と音楽に癒される旅
（午後半日コース） 郷土資料館⇒次大夫堀公園民家園⇒松本記念音楽迎賓館（椎名雄一郎パイプオルガンコンサート）

演劇ワークショップバスツアー
「水の記憶」（1日コース） 世田谷パブリックシアター⇒等々力渓谷⇒次大夫堀公園民家園⇒世田谷パブリックシアター［ワークショップ］

バスツアーワークショップ
「世田谷スイーツをつくる」（１日コース）

吉実園(上祖師谷)［卵の収穫］⇒島田製粉所(千歳台)［粉挽きと麦の焙煎の見学］
⇒宍戸園(上祖師谷)［養蜂場の見学、レモンの収穫］⇒生活工房［軽食・調理・片付けなど］

巡巡
■1 ～■7 は8月25日～9月20日、8～ 11は9月25日～10月20日の間

■問世田谷パブリックシアター／世田谷アートタウン事務局
〔詳細〕http://setagaya-ac.or.jp/arttown/

■「大道芸出前編」
10月9日（土）　①13：00～  小田急線「喜多見駅」 南口駅前広場
　　　　　 ②15：00～  小田急線「経堂駅」 南口駅前広場　

世田谷アートフリマ

「世田谷アートフリマinセタブン」
11月3日（水・祝）　11：00～17：00  世田谷文学館文学サロン
アート作品に加え、文学館ならではの豆本の特集コーナーも。
■問世田谷アートフリマ・プロジェクト　担当：中根（世田谷２３３）　
☎5430－8539（12：00～20：00　火・水曜以外）
〔詳細〕http://artfleama.net/

世田谷アートタウン２０09「三茶de大道芸」

場へお越し下さい

■問世田谷区
　文化・国際課

「美術と音楽」
～トルコ・オーストリア
　からせたがやへ～
10月29日（金）　
19：00開演（18：30開場）　
成城ホール　

ォーマンス！　
房    ldc@setagaya-ac.or.jp

湯」

8
9
10
11

国立西洋美術館館長 青柳正規国立西洋美術館館長 青柳正規

※出場者の募集は終了しました。

※詳細は決定次第、世田谷パブリックシアターHP等でお知らせします。

かんさんじゅん

※チケット購入方法等の詳細は2面をご覧ください。

10月5日㈫

10月15日㈮

10月20日㈬

10月22日㈮

10月24日㈰

10月25日㈪

10月29日㈮

11月4日㈭

11月12日㈮

11月14日㈰

11月23日（火・祝）

集合 7:45　
解散14:30

集合13:00　
解散17:35　

集合13:00　
解散17:00　

集合13:00　
解散17:00　

集合13:00　
解散17:25　

集合11:50　
解散16:50　

集合13:30　
解散16:40　

集合12:45　
解散17:00　

集合13:00　
解散17:00　

集合10:00　
解散17:00　

集合 7:45　
解散15:00　

世田谷バスツアー「街はミュージアム」 10月～11月　区内各所
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世田谷芸術百華2010
9月から11月の期間中、美術館や劇場・文学館などを飛び出して、
まちかどや商店街・地域のホール・公園など区内各地で
多彩なアートイベントを行う秋のフェスティバルです。
主催　世田谷区・（財）せたがや文化財団
後援　世田谷区教育委員会・（財）世田谷区産業振興公社

★第二回下北沢映画祭
既成概念にとらわれないインディペンデント作品中心の新
しい映画祭。◇9月4日㈯・5日㈰◇成徳ミモザホール（下北
沢成徳高等学校内) ■¥ 500円～1,000円 プログラム（A～
D）により異なる／当日券あり ■問下北沢映画祭運営委員会
http://shimokitafilm.com/
★コミュニティコンサート＠下北沢
ことばの達人による「とうすけさん笛をふいて！」。◇9月5日
㈰紙芝居／11月6日㈯音楽物語／いずれも2回◇東京都民
教会　■出紙芝居：右手和子、音楽物語：久米明、パンの笛・岩田
英憲、ピアノ・井口真由子 ■¥ 要問合せ ■問コミュニティコン
サート＠下北沢実行委員会　☎6804－7051
★祖師谷公園いこいのコンサート
緑の景観の中で地域交流＆音楽浴。祝10回目★充実の企
画にご期待ください。◇9月19日㈰11:30～17:30◇都立
祖師谷公園親水テラス（雨天会場変更） ■￥無料 ■問親水テラ
ス音楽会実行委員会事務局　☎5361－7431（平日12～18
時）     soshigaya_ikoi@goo.jp
★名曲コンサート
世界の名曲中の名曲をお楽しみください。◇9月23日（木・祝）
13:30～15:30◇成城ホール ■¥ 無料　■問フレンドシップ室内
アンサンブル・川名　☎090－6483－7049
★六所の森クラシックコンサート”かがり火に乾杯”
幻想的なかがり火の神楽殿でブラジル音楽とクラシックの演
奏をどうぞ。◇10月3日㈰　16:00開場　17:00開演◇赤堤
六所神社境内 ■￥無料 ■問赤堤に文化を！六所の森の会・窪田
☎090－3248－9802

★ぴっとんマジカルみゅーじっく
0才から家族で楽しめるコンサート。◇10月23日㈯13:30
～15:00◇成城ホール ■出おおたか静流、大友剛 ■¥ 900円
（3才以上）／要事前申込　■問子ども文化キャンペーン
せたがや2010事務局☎3422－8928（平日10～13時）        
    kidsarts.setagaya@gmail.com    
★0歳からのクラシックコンサート
0歳からのクラシックコンサート！世田谷区の子育てサロンから
発信です。◇10月26日㈫10:30～11:30◇成城ホール ■￥おとな
1,000円、こども500円（座席を利用する場合）／当日券あり ■問ア
ルファキッズクラブ・森井☎090－7818－3789
★「Kenji」共感する力を伸ばす現代朗読公演
表現はコミュニケーションであると捉える現代朗読のライブ
公演。◇11月7日㈰①15：00開演②19：00開演◇Com.Cafe
音倉 ■￥1,000円　■問現代朗読協会・みずき☎090－9962－
0848※公演出演者募集：９～10月にワークショップを５回開
催。参加費20,000円。定員15名。場所／現代朗読協会
★DANCE NOW for NEXT Generation！
様々なジャンル、幅広いパフォーマンスからなるダンスイベント。
◇11月14日㈰◇成城ホール ■￥無料 ■問世田谷区週末早朝ダンス
コミュニティ☎6868－3580  http://www.sdc-men.com/
★Vaudeville［ヴォードヴィル］の会…第一夜
“ヴォードヴィル”という歌って踊るエンターテイメントを存
分にご堪能ください。◇11月19日㈮～21日㈰①土日のみ：
15:00開演②19:00開演◇APOCシアター ■￥無料／要メー
ル申込（氏名、電話、希望公演日時、人数を明記）／各回先着
60名　■問ヴォードヴィルの会・中野☎090－4091－6753　
    vaudeville@eos.ocn.ne.jp

せたがや・アマチュアスペシャル
10月10日（日） 13：30開演（13:00開場）
公募によるアマチュア演奏家が、日頃の練
フォーマンスの祭典。全席自由。当日直接会

“トルコ”“オーストリ
ア”の美術や歴史
的背景などの楽し
いトークに映像を交

えながら、モーツァルトやベートー
ヴェンなどの名曲をお届けします。
■出青柳正規（おはなし）、池辺
晋一郎（おはなし）、河野克典（バリトン）
（ヴァイオリン） ■¥ 一般(大学生以上)3,5
(前売りのみ)3,000円、子ども（小学生～高
童入場不可／全席指定　■申世田谷パ
ター　☎5432－1515　■問音楽事業部

想

街
懐かしい世田谷の銭湯をはじめとして、豪奢な屋根やペンキ
絵など見どころ満載の銭湯の今と昔をふりかえります。
■申電話／申込先着80名　■問生活工房

シモキタどうぶつえん
10月～11月中旬　
下北沢一番街商店街

楽市楽座のキャラクター誕生！
せたがや駅前・楽市楽座10周年記念
10月30日（土）、31日（日）　世田谷駅

アートの力でまちづくりに貢献するプロジェクト。
アーティストが商店街を盛り上げます。

演奏は各回40分程度／雨天時は要問合

しもたか・まちかどコンサート
10月31日（日）　13 ：00～（３回程度）　下

ファイファイ

私が一粒の米であったら Of All The People In All The World - Japan ■ワークショップ「米粒から見える！ 世田谷のすがた」 
9月18日（土）10：30～12：00 世田谷美術館 地下創作室B

英国の若手劇団「Stan’s Café（スタンズ・カフ）」によるパフォーマンス・インスタレーション
（公演と展示が一緒になったもの）。世界で起きている事柄を米の山で表現します。統計
の数字からは思い描くことのできないストーリーが紡ぎだされることでしょう。
■問世田谷パブリックシアター

世田谷に引っ越してきた人、ペットを飼う人、コンビニに毎日行
く人・・・いろいろな人の数を調べて、米粒の山にしてみると？
意外な発見があなたを待っています！ 
■講スタンズ・カフ劇団員（通訳付き） ■対小学4年生以上20名 
■申世田谷美術館HPまたは電話で（申込先着順） 　
■問世田谷美術館

1899年に世界で最初に時速100km出した電気自動車「ジャメ・コンタント」をEVカート仕様に組み立てなが
ら、自動車評論家・舘内端さんによるトークを行います。
■申電話／申込先着150名(10月25日より受付開始)　■問生活工房 1899年に製作された

「ジャメ・コンタント号」のレプリカ
1899年に製作された
「ジャメ・コンタント号」のレプリカ

室内楽シリーズ高木綾子フルートリ
11月5日（金） 19：00開演（18：30開場）
確かなテクニックで今最も注目を集める
お楽しみください。※詳細は6面をご覧下さい
■出高木綾子(フルート)、坂野伊都子（ピア

三茶のまちかどコンサート
9月20日（月・祝）　①13 ：00 ②15：00 ③1
成城アフタヌーンコンサート
9月23日（木・祝）　①14 ：00 ②16 ：00　成

深まる秋のまちかどコンサート
11月20日（土）　16 ：00　烏山区民センタ

せたがや童謡コンサート
11月21日（日）  15：00開演（14：30開場）
東京混声合唱団のすばらしいハーモニー
「こども合唱メンバー」との共演では、お馴染
■出大谷研二（指揮）、田島葉子（ピアノ）
る「こども合唱メンバー」　■¥一般（大学
民・劇場友の会割引（前売りのみ）2,5
1,500円※未就学児童入場不可／全席
■申世田谷パブリックシアターチケットセン
■問音楽事業部 ※「こども合唱メンバー」募集

まちかどコンサート

☎5432－1543　
☎5432－1526　
☎3415－6011
☎5374－9111
☎5432－1535　
☎5432－2124

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　
世田谷区文化・国際課

問

¥

環境とアート／現代に蘇るジャメ・コンタント～電気自動車のルーツを探る
12月4日（土）　14：00～16：30　北沢タウンホール

湯～ロッパ帰りだよ
50人全員集合
スペシャル！
10月4日（月）   17：00～20：00　
三軒茶屋・八幡湯

※直接会場

商店街とアートプロジェクト

聴

快快銭湯　

銭湯を舞台に繰り広げられる快快パフォ
■申メール／申込先着50名　■問生活工房

町田忍スライドショー「今昔銭湯物語・懐かしの世田谷銭湯
9月5日（日）14：00～16：00　生活工房５Ｆセミナールーム

区民団体の世田谷芸術百華２０１０参加事業　　

「第２回 世田谷区芸術アワード“飛翔”」　　　　
●応募期間　9月1日（水）～11日（土）　●授賞式　11月27日（土）　15 ：00　世田谷美術館講堂
次世代を担う将来性のある若手アーティストに授与する賞。　■問世田谷区文化・国際課

アートネットワーク会議２０１０　12月11日（土）　15 ：30～18 ：30　ブライトホール（世田谷区役所第3庁舎3階）
「アートが生み出すコミュニティの力」をテーマとした講演、事例発表、交流会等。■¥無料（ただし交流会参加の場合は1,000円）
■申電話／定員100名　■問世田谷区文化・国際課

9月１日より受付開始

世田谷区が募集し開催支援を行っている、
区民団体主催によるイベントです。

繋

9月15日（水）～22日（水）　15・18・19・20・22日 11:00～17:00（但し、15日は13:00～）
16・17・21日 13:00～19:00　※開場時間中は入退場自由です。　
生活工房４Fワークショップルーム

photo: Ed Dimsdale　

■￥の記載がないものは、全て無料です

※各回とも通訳あり

※

※「世田谷芸術百華2010」のプログラム冊子配布中。 ■問世田谷区文化・国際課



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

開催中～8/28㈯ Ballet展

8/29㈰～9/25㈯ ペイントスタジオchou-chou＊
グラスペイント展

日　程 時　間 一般料金
（税込み）

★

★

★

★

★

★

★

★

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）

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）

フォトレタッチ[3]写真を生かしたポストカードやWEB素材を作ろう（Photoshop Elements 6使用）

コンパクトデジカメ撮影入門

～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）

9/15㈬

9/16㈭

9/16㈭

9/17㈮

9/17㈮

9/18㈯

9/18㈯

9/19㈰

14：00－16：00

10：30－12：00

13：30－15：00

10：30－12：30

14：00－16：00

10：30－12：30

15：00－17：00

10：30－12：30

¥5,250

¥2,100

¥2,100

¥3,800

¥4,200

¥4,200

¥2,100

￥3,800

講　座　名

生活工房 　　　　各講座とも10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 9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）になります

お出かけや行楽に絶好のシーズン、
写真やビデオの撮影に挑戦して
みましょう。
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/

2研究発表会＆交流会 
10月2日㈯～3日㈰ 13：00～16：00　
生活工房4F
留学生が、研究内容について分かりやすく
解説し、プレゼンテーションを行います。世界
のお茶とお菓子を囲んで交流会も行います。 
■￥無料　

連続セミナー
「知の航海」

「いのち・環境」「暮らしとデザイン」「伝統
文化」をキーワードにした大人向けのセミ
ナーです。あなたの知的好奇心に語りかけ
ます。※全6回／10月以降の詳細は9月25
日号で掲載
各回19：00～20：30　いずれも生活工房５Ｆ
■￥各回1,000円／先着100名　■申電話また
はEメール（8面記入方法参照、年齢も明
記）で生活工房へ
1「植物と微生物の対話が教えてくれる
こと」　9月1日㈬
人と植物、植物と微生物との関わりから、
環境・食糧問題、これからの農業について
考えます。
■講夏秋啓子（東京農業大学教授）
2「和の思想」　9月8日㈬
「和」とは本来、どのような意味を持つので
しょうか。歴史をひもときながら、その原型

と本質に迫ります。
■講長谷川櫂（俳人）
3「いのちはつながりの中に」9月22日㈬
生きものは３８億年の歴史の中で生れたも
のであり、様々なつながりの中にあること
を見ていきます。
■講中村桂子（JT生命誌研究館館長）
4「これからの人と自動車」　9月29日㈬
環境に配慮した次世代車の開発競争の中
で、変化してきた人と自動車の関係につい
て伺います。
■講舘内端（自動車評論家）

SETAGAYA★MIX2010
　ＤＪ体験教室 

9月19日㈰・20日(月・祝) 13：00～16：00　
各1日完結
VESTAX本社（現地集合・解散）
本格的なDJ機材を使って、プロDJから指
導を受けながらDJスクラッチを体験する
ワークショップです。
■￥ 5,500円（プロ仕様ヘッドフォン代込）／
各日抽選5名　■対小学生(19日)、中学・高校

生（20日）　※小学
３年生までは親子で
参加　■申9月6日（必
着）までに往復ハガ
キ（8面記入方法参
照、希望日・学年・携

市民活動支援コーナーの日々展vol.2
8月26日㈭～9月12日㈰ 9：00～20：00
３F生活工房ギャラリ―　会期中無休
生活工房3階・市民活動支援コーナーの活
動報告展です。日常の
コーナーの様子から、
登録団体の活動内容
をパネルや作品展示
で紹介します。
■￥無料

ＪＡＰＯＮＤＥＲ 7
－留学生ってどんな勉強しているの？－

9月16日㈭～10月4日㈪  9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休
アルメニア、韓国、コロンビア、セネガル、
ブルガリア、ヨルダン、レバノンの7ヶ国9名
の留学生が、それぞれの大学で何を学び、
研究しているのか、パネル等の展示で紹介
します。
■￥無料

関連企画

1留学生の国の家庭料理をつくろう 
９月28日㈫・29日㈬ 11：00～15：00　
各1日完結　生活工房4F
留学生が講師とな
り、家庭料理をつく
ります。食文化を通
して、異文化理解
や交流を深めます。

■講 28日：ネウパネ・プラミラ（ネパール）、
29日：ジャムレ・アハマド（ヨルダン）
■￥1,000円／各日抽選20名　■対20歳以上
■申 9月15日（必着）までに往復ハガキ（8面
記入方法参照、希望日・年齢も明記）で生活
工房へ

帯電話番号も明記）で生活
工房へ

世田谷アートフリマvol.14
キャロットタワーで遊ぶ２日間 !! 

9月25日㈯・26日㈰ 11：00～18：00　
生活工房3～5F
約８０組のアーティストが集まる世田谷ア
ートフリマ。３階では、当日参加可能なワー
クショップを開催。４～５階では手づくりの
工芸品やアクセサリー、和小物などが購入
できるほか、カフェや軽食も用意していま
す。お気に入りの
アート作品を見
つけにきてくだ
さい！　
※出展者募集は
終了しました
■申不要、直接会場へ　
［詳細］http://art f leama.net
■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）、Eメール：setagaya
@artfleama.net

6

下段は広告スペースです。内容については各広告主にお問い合わせください。

〠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

〠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

企 画 展

室内楽シリーズ
高木綾子フルートリサイタル

11月5日㈮19：00開演（18：30開場） 
成城ホール

8月29日  チケット発売開始 せたがや童謡コンサート
「こども合唱メンバー」募集中！

今月の
ジュニアオーケストラ

締切
間近！

確かなテクニックと個性溢れる音色、ジャ
ンルを超えた音楽性で、今最も注目を集
める実力派フルート奏者の魅惑の音色を
お楽しみください。
出　演　高木綾子（フルート）
　　　　坂野伊都子（ピアノ）
曲　目　フォーレ：ファンタジー
　　　　プーランク：ソナタ　他
※曲目は予告なく変更する場合があります

  全席指定　

昔から歌い継がれてきた童謡・唱歌を歌ってみませんか？ 
曲　目：杉本竜一作詞作曲：「BELIEVE」、源田俊一郎編曲：混声
合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」
練習日：9月25日㈯、10月9日㈯・23日㈯、11月7日㈰・13日㈯
時　間：14：00～16：30  ※本番当日の午前中にリハーサルあり
会　場：宮坂区民センター　
講　師：山田茂（東京混声合唱団副指揮者）
■対世田谷区在住・在学の小学４年生～高校生　■￥1,050円（楽譜
代）/40名程度　■申８月31日必着で、所定の申込用紙に記入の上、
FAXまたは郵送で音楽事業部まで。
※応募要項・申込用紙は音楽事業部HPをご覧ください。  
※コンサート詳細は4・5面をご覧下さい

8月3日夏休みファミリーコンサートが終了しました！ 
本番前、舞台袖で気持ちが高まっていたメンバーた
ち。ステージに上がると、松村先生の熱のこもった
指揮のもと迫力の演奏を披露しました。
さぁ、間もなく後半戦が始まります。12月の第一回
定期演奏会に
むけてジュニ
アオーケスト
ラはますます
頑張っていき
ます！

vol.3

前回展示の様子

昨年の関連企画の様子

世田谷文化生活
情報センター

☎5432－1515
10:00～19:00 年中無休（年末年始を除く）

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

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 詳しくはＨＰをご覧ください。

音楽事業部 検索

次 回 企 画 展

※4・5面もご覧下さい

一般（大学生以上） ２,０００円
世田谷区民・劇場友の会 １,８００円(前売りのみ)          
子ども（小～高校生）１,０００円
※未就学児童入場不可



種目

子ども空手道
（東玉川コース） 

子ども空手道
（松沢コース）

日時 定員／
すべて抽選料金 対象会場

ジュニア
ゴルフ

ジュニア水泳

東玉川小学校体育館

成城ゴルフクラブ

千歳ゴルフセンター

松沢小学校体育館

1,500円 20名 小学生

9,000円 14名 小学3年生
～中学生

1,500円 A15名
B20名

A幼児
B小学1～
　3年生

初心者・
初級者ゴルフ 17,000円 10名 １8歳以上 

１8歳以上 

千歳温水プール 3,200円 50名 小学生

はじめよう
スイミング

1

2

3

5

4

6

①総合運動場温水プール
②総合運動場温水プール
③千歳温水プール
④烏山中学校温水プール
⑤梅丘中学校温水プール

①60名
②50名
③40名
④40名
⑤50名

①7,700円
②8,400円
③8,400円
④7,700円
⑤7,000円

アーチェリー大会
9月5日㈰ 9：00～　
総合運動場

日程・会場 対象・種目・申込方法等

［種目］RC・CP・BB　一般・高校・中学・小学・初心者各男女18ｍＷ　■￥200円（中
学生以下100円） ■申当日会場　■問区アーチェリー協会・山﨑（☎3415－1063）へ

ラグビー大会
■￥5,000 円／チーム　■締 9月 4日（必着） ■申 電話で区ラグビー協会　塩野 
（☎3484－1561）

なぎなた大会
9月26日㈰ 9：00～　
代田小学校

［種目］基本の部・演技競技・団体試合　■￥ 100円　■締 9月 4日（必着） ■申ハガキま
たはFAXで区なぎなた連盟・武田（〒157－0071　千歳台2－20－14　
☎■ＦＡＸ5490－0640）へ

バレーボール大会
9月26日㈰～10月31日㈰
9：00～　総合運動場ほか

［種目］16人制 29人制　レディース　■￥2,000 円／チーム（小学生1,000円）
■締19月 2日（必着）28月 31日（必着） ■申所定の申込用紙で1戸田
（〒158－0098上用賀 1－17－12）2北村（〒154－0017 世田谷 1－13－3）へ

ボウリング大会
9月12日㈰ 9：00～　
オークラランド

［種目］一般男女（高校生を含む）、シニア男女、ジュニア男女（ジュニアとシニアはハン
ディキャップ有） ■￥200円（中学生以下100円） ■締 9月 1日（必着） ■申往復ハガキで
区ボウリング連盟・藤枝（〒157－0071　千歳台2－22－22　☎3482－6377）へ

クレー射撃大会
9月19日㈰ 9：00～　
栃木県古峰ヶ原射撃場

［種目］スキートＡ・Ｂ、トラップＡ・Ｂ（各クラス別） ■対銃砲所持許可証及び火薬譲受許
可証を持参の方　※区内在勤者は要勤務先証明　■￥無料（入場料・射場整備費等は各
自負担） ■問詳しくは連盟ホームページ（http://www.setagaya-clay.jp/）または、区ラ
イフル射撃連盟・河村（☎5741－2258）へ　当日朝三軒茶屋より大型バスの送迎あり。

空手道大会
9月26日㈰ 9：00～　
総合運動場

［種目］組手競技団体戦、組手競技個人戦、形競技個人戦　■￥ 1種目につき一般・少年
／ 200円、小・中学生・幼児／ 100円、団体戦／ 300円　出場申込受付及び審判講
習会　9月12日㈰ 10:00～11:00　所定の申込書と現金を経堂地区会館別館第一、
二、三会議室に持参　※郵送不可　■問区空手道連盟・小池（☎3484－8323）へ

10月10日㈰～2010年3月
13日㈰ 13:00～ 二子玉
川緑地運動場ラグビー場

1夫婦大会
2経験者講習会

10:00～14:00
14:00～15:30

抽選３２組
抽選３０名

各種スポーツ教室 ■締12569/8、349/7　※すべて必着

9/21～10/19 毎週火曜（全5回）
18:30～20:00

9/25～11/13 毎週土曜（全8回）
13：00～14：30
9/29～11/24 毎週水曜（全8回）
12：00～13：30
10/7～11/25 毎週木曜（全8回）
16：15～17：45
①大蔵A 10/7～12/16 毎週木
曜（全11回） 12:00～14:00
②大蔵B 10/1～12/17 毎週金
曜（全12回) 14:00～16:00
③千歳 10/1～12/17 毎週金曜
（全12回） 10:00～12:00
④烏山 10/5～12/21 毎週火曜
（全11回） 10:00～12:00
⑤梅丘 10/6～12/15 毎週水曜
（全10回） 10:00～12:00

9/24～10/22 毎週金曜（全5回）
A16:10～16:50　B17:00～17:50

だれでも、ひとりでも参加できる教室
申込不要。当日直接会場にお越しください。
長期社交ダンス
9月4日～11月27日（10月30日を除く） 毎週
土曜 19：00～20：30　太子堂中学校 体育館
※運動のできる服装で室内履き（革靴など
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）を持参。
■￥大人200円、中学生以下100円

 　 わくわくサッカー教室
10月2日～10月30日 毎週土曜（全4回）
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
付き添い者の同伴が可能な方　■￥1,000円
／抽選25名（初めての方・前回参加してい
ない方を優先） ■締9月16日（必着） ■申障害
の内容も明記で、スポーツ振興財団へ

ふれあいボウリングスクール
10月9日・23日、11月13日 土曜 10:00～11:30
（全3回）　オークラランド（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／先着36名　■締9月20日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（8面記入方法参照、参
加できない日、年齢も明記）でＮＰＯ法人サ

ーンズ・北口（〒156－0044 赤堤4－42－2
（☎090－9010－2275　■ＦＡＸ3323－8250）

 　 いきいきリズム体操
10月10日～3月27日 13:30～15：00 隔週
日曜（全12回）　千歳温水プール集会室
■対高校生以上で軽度の知的障害のある方
■￥6,300円／抽選10名　■締9月20日（必着） 
■申障害の内容も明記でスポーツ振興財団へ

 　 めざせトップアスリート
バスケットボールクリニック
9月11日㈯ 15:30～17:30　総合運動場体育館
■講日立サンロッカーズチームスタッフ　■対小学生
■￥800円／抽選40名　■締8月30日（必着）

 　 気軽にはじめる
アンチエイジングトレーニング
10月6日～12月8日 毎週水曜（全10回）
18:30～20:30　総合運動場体育館
［内容］体組成測定、食事プログラム作成、
水中運動指導等の個別運動　■対 40～59歳
■￥10,000円／抽選20名　■締9月16日（必着）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
※詳細はホームページをご覧ください。
1バスケットボール教室

はホームページからも申込可能　

9月7日～　毎週火曜（全4回）
2レディースバレーボールスクール
10月1日～ 毎週金曜 9：00～12：00（全8回）
3ナイターテニススクール
10月6日～　毎週水・金曜（全6回）
1～3　■申電話・窓口で大蔵第二運動場管
理事務所（〒157－0074　大蔵4－7－1　
☎3416－1212　■FAX 3416－1777）へ

第46回区民スポーツまつり
10月17日㈰　総合運動場、大蔵第二運動場
※詳細は、本紙9月25日号をご覧ください。
※下記のイベントは事前申込が必要です。
■チャレンジテニス初心者講習会

■締9月11日（必着） ■申往復ハガキで①種目名
②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話番号⑦経験
年数を明記し、区テニス協会（〒156－0054　
桜丘1－17－18）へ　※テニスシューズ要着用
■　　 フリーマーケット出店者募集
［出店料］1,000円／抽選60店舗（予定） 
■締9月20日（必着） ■申ハガキまたはＦＡＸ（代
表者名、住所、電話番号、主な出店物を明
記）でスポーツ振興財団へ　※原則1申込1
店舗。手持ち出店。連名での申込不可。車で
の場内への入場および駐車場の確保はでき
ません。

※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（小学生以下は保護者同伴）

　　コース型
フィットネス教室

いろいろ選べる！

◆世田谷陸上競技会
10月2日㈯、12月11日㈯　総合運動場陸上競技場
［種目］中長距離　■対原則高校生以上　■￥ 1種目
1,000円／応募多数の場合抽選　■締 9月6日（必
着） ■申所定の申込書を郵送またはFAXでスポーツ
振興財団へ。※種目、時間などの詳細は要項参照。
◆第41回　世田谷区陸上競技選手権大会
10月3日㈰ 9:00～　総合運動場陸上競技場
■￥個人700円／種目、リレー1,200円／チーム　
■申所定の申込書に参加費を添えて、9月17日16:00
～17:00東京農大一高（生徒食堂）※郵送の場合に

※所定の申込書はスポーツ振興財団、区スポーツ振興課、総合運動場管理事務所に置いてあります。
ホームページからもダウンロード可

は9月15日（必着）までに申込書を現金書留で東京
農大一高・上野正行（〒156－0053　桜3－33－1東
京農第一高校内　■問☎3425－4481（15：40～
16:10）※1人2種目まで（リレーを除く）※種目は
大会要項、スポーツ振興財団ホームページ参照
◆第115回　世田谷区卓球団体戦
10月10日㈰・11日（月・祝） 9：15～　総合運動場
体育館、深沢中学校体育館
■￥ 6,000円　■申■問9月24日までに、所定の申込
書で区卓球連盟・小池（〒158－0082　等々力8－
26－25　☎3701－7684）

◆第60回区民体育大会　※詳細はホームページ参照

12とも詳細はホームページ参照
■申■問ハガキまたはFAX（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
☎3417－4276　■FAX3417－1734
2千歳温水プール管理事務所　〒156－0055　船橋7－9－1
☎3789－3911　■FAX3789－3912

1総合運動場　
■￥9,000円（全 10回）　■締先着順
●親子教室（1～ 3歳）　●産後のママ教
室　●子ども教室（空手･ダンス･バレエ）
●成人体操（筋トレ･骨盤）　●成人カルチ
ャー（太極拳･フラダンス･ヨーガ･ベリーダ
ンス･タップダンス･　 ピラティス）　ほか

2千歳温水プール　
■￥8,400円（全12回)、7,000円（全10回）　
■締9月10日（必着）　●フラダンス　●骨盤スト
レッチ　　やさしいピラティス　　アロマヨーガ
●器械運動クリニック（小学1～4年生）　ほか

　 は託児サービスがあります。
（抽選各8名、別途託児料が
かかります）料金などの詳
細はスポーツ振興財団ホー
ムページ参照または各施設
にお問合わせください。

■大蔵第二運動場
●気功
10月7日～ 毎週木曜
（全10回）10:30～12:00
■対40歳以上　■￥12,000円
／定員35名　■締先着順
■申 ハガキ・FAX・電話・
窓口で大蔵第二運動場トレ
ーニングルームへ　〒157
－0074大蔵 4－7－1　
☎3416－1212　■FAX3416
－1777（トレーニングルー
ム直通☎3749－2223）

参加者募集

第3期

大会情報

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。内容については各広告主にお問い合わせください。

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



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
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発売中

＊チケットについては、｢前売チケット情報｣をご覧ください。

●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。●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。　■問劇場チケットセンター　

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） 

世田谷パブリックシアター発売開始

シアタートラム

11/16㈫～28㈰

10/12㈫・13㈬
爆笑寄席●てやん亭  2010スペシャル

■問劇場チケットセンター

■問劇場チケットセンター
●区民  ８/31㈫　2,800円　
●一般  9/1㈬　　 3,000円　

●区民  9/18㈯ 5,300円 ●一般 9/19㈰ 5,500円
※プレビュー公演も同一価格

冨士山アネット『SWAN』

現代能楽集Ⅴ

『「春独丸」「俊寛さん」「愛の鼓動」』
能「弱法師」「俊寛」「綾の鼓」より

●区民  区民先行はございません　2,700円
●一般  8/28㈯　   3,000円　
※早割（8/28㈯～9/10㈮は一般2,500円）、
　学割ともに冨士山家のみ取扱

■問冨士山家　☎080-5496-7555
（11:00～20：00）

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

10/21㈭～24 ㈰

イキウメ
『図書館的人生Vol.3 食べもの連鎖』
●区民  9/10㈮　3,800円
●一般  9/11㈯　   4,000円　
※学割はイキウメのみ取扱 ■問イキウメ　☎3715-0940

未就学児童入場不可

10/29㈮～11/7㈰

3,800円

S 7,600円 S 7,800円
A 6,000円

3,700円
シャチキス（少年社中＋ホチキス）
『伝説との距離』

9/3㈮～12㈰
『ビリーバー』

9/16㈭～19㈰

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可
シャチキス事務局
☎080-3380-8411

5,300円
オペラシアターこんにゃく座
オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』

9/3㈮～12㈰

小野寺修二演出 
カンパニーデラシネラ 新作公演
『異邦人』

10/7㈭～13㈬

オペラシアター
こんにゃく座

☎044-930-1720

3,800円3,700円ONEOR8 『絶滅のトリ』
9/24㈮～10/3㈰ ONEOR8

☎080-6577-1399

CATチケットBOX
☎5485-5999

S 6,000円 S 6,300円
A 4,200円

9/26㈰～10/10㈰
『ガラスの葉』 未就学児童入場不可 劇  場

チケットセンター

※ロープライスＤＡＹ：9/6㈪・7㈫
19時公演は、おとな 3,500円　
学生・こども 2,000円

4,800円 5,000円
ペア 9,000円

10/23㈯～25㈪ピーピング・トム
『ヴァンデンブランデン通り32番地』

未就学児童入場不可 劇  場
チケットセンター

未就学児童入場不可

4,000円3,900円
ハイウッド
☎3320-7217

（平日13:00～19:00）

※学割はハイウッドのみ取扱
未就学児童入場不可

5,500円
10,000円
3,000円

おとな

おとなペア

学生・こども

おとな

前売チケット情報
※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

10:00～19:00　年中無休（年末年始を除く）
チケット申込 ☎5432－1515世田谷パブリックシアターチケットセンター

世田谷パブリックシアターオンラインチケット

世田谷アートタウン2010
「三茶ｄｅ大道芸」

1託児サービス（要予約・定員有）
前売入場券を販売する公演で、ご利用いただけます。
■￥ 2,000円（1名）　■対生後6か月以上9歳未満（障
害のあるお子様についてはご相談ください）
■申ご利用希望日3日前の正午までに託児サービス担
当へ☎5432－1530

2車椅子スペース（要予約・定員有）
車椅子のまま、ご観劇いただけます。
■￥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） ■申ご利用希望日前日の19時までに劇
場チケットセンターへ☎5432－1515

3視覚障害者のための舞台説明会
（特定の公演・要事前申込・無料）
舞台装置や衣裳、視覚に頼らなければわかりづらい
場面などを、開演前にご説明。公演をより深く楽し
みたい方などにも幅広くご参加いただけます。
■対該当公演のチケットをお持ちの方　■申劇場ＨＰ
（募集時のみ）☎5432－1526　■FAX5432－1559

4聞こえにくい方向けの音声サポート
　システム（特定の公演・無料）
講演会やトークショーなどマイクを使用する公演で
イヤホンをご利用いただけます。
■問☎5432－1526　■FAX5432－1559

そのほか、盲導犬を伴ってのご観劇や聴覚障害者の
ための上演台本貸出も行っております。また、劇場
には筆談器をご用意、劇場ＨＰでは、最寄駅からの
経路を手話による映像でご案内しています。

　　 （準備）街の装飾などの“ものづくり”ほか
　　 （当日）パフォーマーの付き人、通訳、本部受付など
※その他、自分の得意分野（写真撮影・ブログetc...）で
活躍してくださる方を大募集！
■問劇場／「アートタウンボランティア」担当
※詳細はＨＰをご覧ください。

世田谷パブリックシアターでは、演劇、ダンス、
寄席…と秋も公演がもりだくさん。関連企画に
参加したり、観劇サポートを利用して、楽しく充
実した時間を劇場で過ごしてみませんか？

各種観劇サポート

ボランティアスタッフを募集しています!

10月16日㈯・17日㈰ 開催

9月26日㈰～10月10日㈰　世田谷パブリックシアター 世田谷パブリックシアター

芸術監督・野村萬斎  企画・監修

●託児サービスあり　●車椅子スペースあり　●音声サポートシステムあり

ピーピング・トム

10月23日㈯ 19:30・24日㈰ 18:00・25日㈪ 19:30　
世田谷パブリックシアター

11月16日㈫～28日㈰　シアタートラム

『ヴァンデンブランデン通り32番地』

爆笑寄席●てやん亭爆笑寄席●てやん亭
2010スペシャル

能「弱法師」「俊寛」「綾の鼓」より

現代能楽集Ⅴ
『「春独丸」「俊寛さん」「愛の鼓動」』

能のもつ物語性や様式と現代演劇との融合を
目指し、毎回好評を博している「現代能楽集」シ
リーズ第5弾。実力派を迎えてお送りします。
◎11/20㈯19:00・24㈬19:00の回ポストトークあり
■11/27㈯14:00の回視覚障害者のための舞台説明会あり
●託児サービスあり　●車椅子スペースあり
  ＊上演作品レクチャー　
  ①11/17㈬19:00　■講小田幸子（能狂言研究家）
  ②11/21㈰17:00　■講倉持 裕
＊劇場ツアー  11/23（火・祝）17:30　■申 11/3（水・祝）～
※詳細はHPをご確認ください

世界が注目するベルギーのダンス・カ
ンパニーが待望の再来日を果たしま
す。舞台は人里離れた雪深い山奥。現
実を逃れ、たどり着いた人々を待ち受
けるものとは？今村昌平監督の映画
『楢山節考』から想を得た奇跡のフィ
ジカルステージをお見逃しなく！

＊ダンスワークショップ
詳細は決定次第、劇場HPでお知らせします photo Herman Sorgeloos

photo 二石友希

林家こん平 三遊亭小遊三 テツandトモ ポカスカジャン

ベンガル 西田尚美

岡本健一 久世星佳

兄と弟、母と兄嫁が
ガラスのような危う
い愛情でつながる家
族の心模様を、切な
く美しく描き出しま
す。リドリー作品を知
り尽くした白井晃の
演出と魅力あふれる
キャストにご期待く
ださい。

■作フィリップ・リドリー　■演白井 晃
■出萩原聖人　田中 圭　平岩 紙　銀粉蝶

■作川村 毅　■演倉持 裕　■振小野寺修二 
■出岡本健一  久世星佳  ベンガル  西田尚美 ほか

10月12日㈫  18:00　
頑張れ！こんちゃん！「林家こん平応援大落語会」
■出林家こん平　三遊亭小遊三　林家正蔵　林家たい平　林家うん平

10月13日㈬ 18:00　
これが楽曲お笑い！「ボーイズもの大集合」
■出テツ and トモ　ポカスカジャン　コミックバンド・バラクーダ
　東京ボーイズ　灘康次とモダンカンカン

席亭・プロデュース・解説　花井伸夫

活動
内容

しゅんとくまる

よろぼし

しゅんとくまる

よろぼし

秋 の公演案内

13:00
17:00
19:00

9/26
㈰

29
㈬

2
㈯

8
㈮

3
㈰

6
㈬

4
㈪

9
㈯
10
㈰

7
㈭

10/1
㈮

27
㈪
28
㈫

30
㈭

5
㈫

　ポストトークあり　■視覚障害者のための舞台説明会あり
●託児サービスあり　●車椅子スペースあり

チケット発売
開始

チケット発売
開始

チケット好評発
売中

チケット好評発
売中

土曜 劇場プレイ・パーク
9/4 
9/11

“からだ”に耳をすます  
京劇の1（ワン）・2（ツー）・3（スリー）

9/18
9/25

くのいちへの道
インド音楽を識る・楽しむ

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！

■￥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

＊未就学児童参加不可

10：00～12：00　集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階）　　　　　　　　　　　　　　　　　［問］劇場　※詳細はＨＰ、もしくはお問合せください

世田谷パブリックシアター
8/25～9/30

シアタートラム

9/

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。

『ビリーバー』 『ガラスの葉』
→10/10㈰まで

用賀バレエスタジオ『バレエコンサート2010』
■問用賀バレエスタジオ ☎3701-7486（澤田）
※託児サービスなし

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』

シャチキス（少年社中+ホチキス） 『伝説との距離』
ONEOR8 『絶滅のトリ』
→10/3㈰まで

2 3 4 5 6 9 107 8 13 15 16 17 1814 20 21 22 2319 25 27 2924 26 28 3012112726258/シアタースケジュール 28 29 30 31
『ロックンロール』
■問ホリプロチケットセンター ☎3490-4949
※当日券は開演60分前より劇場入口右当日券ボックス販売

1

キリンバズウカ 『ログログ』
■問キリンバズウカ ☎090-9303-6400

＊劇場ツアー  10/2㈯17:00　■申9/25㈯～　※詳細はHPをご確認ください

◎10/24㈰ポストトークあり
●託児サービスあり　●車椅子スペースあり

11/16㈫19:00はプレビュー公演

TOPIC!

〠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

8遊びと学びの
子どもプロジェクト2010事業

世田谷芸術百華
２０１０事業●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


