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世田谷スイミングアカデミーとは？

難者を助けようと水中に飛び込んだ結果、自らも溺れてしまうことがあ
ります。海や川といった自然の中では、水難事故の危険性を知り、起き

ないようにすることが最も重要です。また、起きてしまった場合に備え、普通
に泳げるだけではなく、自然への対応能力を備えておく事が重要です。４月
より開講する「Lifesaving Spirit 世田谷スイミングアカデミー」では、セ
ルフレスキュー（自分の身は自分で守る）などのライフセービングの要素
を伝え・体感してもらうとともに、楽しく、速く、美しく ！ 健康的に泳力向
上を指導します。ライフセービングや競泳のスペシャリストのコーチと共
に、都会ではなかなか経験できない技術と心を身につけていきましょう。

プロライフセーバー　飯沼誠司

遭

時間 定員 参加費
小学3・4年生
小学5・6年生

中学生以上

16:00～17:40
（16:45～18:25）
17:00～19:00
（16:45～18:45）

各40名

※（　）は木曜日の時間

8,000円／月

時間 定員 参加費
幼児（年少～年長）火曜・水曜
小学1･2年生　  火曜・水曜
小学3・4年生　   火曜・水曜
小学5年生　　　　　  水曜
小学6年生～中学生   火曜

15:15～16:05
16:15～17:15
17:25～18:45 各40名

各20名

8,500円／月
9,500円／月
10,500円／月

時間 定員 参加費
幼児（年長）～小学1年生
小学2・3年生
小学4～6年生

16:20～17:50 各25名

各35名
7,500円／月

時間 定員 参加費
幼児（年中～年長）
小学1～4年生

15:10～16:20
16:30～17:50

各30名 8,000円／月

時間 定員 参加費
幼児（年中～年長）
小学1･2年生
小学3･4年生
小学5・6年生

15:15～16:15
15:55～16:55
16:35～17:55
17:35～18:55

各24名
6,300円／月

8,400円／月

時間 定員 参加費
小学1～6年生
小学3～中学3年生

16:20～17:50
18:20～19:50

60名
80名

7,500円／月

19:00～20:30ゴールキーパースクール
小学5年生　　　　　  水曜
小学6年生～中学生    火曜

11,500円／月

12,000円／月

小学5・6年生

中学生

　世田谷ジュニアアカデミーとは、多様なスポーツ活動を通して子
どもの体力・基礎的運動能力の向上に取組むとともに、団体行動の
中での規律性・積極性・協調性といった心（人格）の成長を育み、子
どもが自らの夢を実現できる人間力の形成を目指しています。
　各種目の詳細はホームページをご覧ください。
http://www.se-sports.or.jp/stja/

インターネット

電　話

http://www.se-sports.or.jp/stja/
※携帯電話でもアクセス可能
（但し、エントリーできない携帯電話も一部ございます）

申込は、スポーツエントリーウェブサイトから

☎0570－037－846
通話料は、利用者負担になります。

■￥上記参加費のほかに入会金・年会費5,000円がかかります。　
■締3月3日㈭ 17時まで　
■申インターネットまたは電話 ※新規募集は若干名　　

世田谷ジュニアアカデミー世田谷ジュニアアカデミー

経験豊かな
トップアスリートが

指導します

元気いっぱい！ 2011年4月～2012年３月　総合運動場

アスレティクスアカデミー

フットボールアカデミー

器械運動アカデミー

柔道アカデミー

Giants Method ベースボールアカデミー

Lifesaving Spiriｔ スイミングアカデミー

総合監修 高野進
アスレティクスアカデミー

●東海大学体育学部教授・陸上競技
部短距離コーチ
●特定非営利活動法人日本ランニン
グ振興機構　理事長

●400ｍ日本記録
保持者

総合監修 吉田孝司
ベースボールアカデミー

●元読売ジャイアンツ捕手
（1965～1984年）
●元読売ジャイアンツ
バッテリーコーチ
（1983～1995年）
●前ジャイアンツ
アカデミー校長

総合監修 高橋正典
器械運動アカデミー

●1971年全日本選手権個人総
合7位　鉄棒2位
●1985年神戸ユニバーシアー
ド体操競技日本代表監督
●1989年ザグレブユニバーシ
アード体操競技日本代表監督
●1980～1990年㈶日本体操
協会ナショナル強化コーチ

総合監修 北澤豪
フットボールアカデミー

●財団法人日本サッカー協会　特任理事
　国際委員
●JICAオフィシャルサポーター
●ボランティア団体「THE FOOT」代表
●日本代表通算59試合出場
　Ｊリーグ通算265試合出場

平日10：00～17：30　

毎週 木曜

毎週 火曜

毎週 木曜

毎週水曜または木曜

水曜コース・木曜コース

火曜コース・水曜コース

総合監修 飯沼誠司
スイミングアカデミー

●1998年全米ライフガード選手
権アイアンマンレース5位入賞
●2001年全日本選手権アイアン
マンレース5連覇
●2010年世界選手権準優勝
●館山サーフクラブ代表
●日本ライフセービング協会競技
力強化委員会

総合監修 瀧本誠
柔道アカデミー

●柔道段位四段
●1995年アジア選手権78kg級　
優勝
●1999年・2000年全日本選抜柔
道体重別選手権大会81kg級　優勝
●2000年シドニー五輪81kg級　
優勝
●2000年ドイツ国際大会81kg級
優勝
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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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旅する絵描き　いせひでこ展
ある造形家の足跡　佐藤忠良展
4月スタート コース型フィットネス教室参加者募集！
EVが約束する未来展
『獅子虎傅阿吽堂 番外編Vol.2』好評発売中！
平成２３年度せたがやジュニアオーケストラ団員募集

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/

次回（3月25日号）も「区のおしらせ」に折り込まれます
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■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 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

●第29回かしのき会児童美術展

●ECRU展（2日より公開）●第４回野鳥写真展
●杉浦幸雄生誕100年「ゆきお絵」展
●地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展 ●村上忠雄と仲間  美術展

 3/  1 3/  6～

開催中 2/27～

 3/  8 3/13～

●ガラスーそれぞれの表情ー展
●「花の旅」酒井ゆみ子 日本画展
●第41回ミモザの会絵画展

●テキスタイル NOW 2011（16日より公開） ●桜美会グループ展
●青木ひさこ  水彩画展 3/15 3/20～

●美大イッパチ会作品展 ー2011ー
●遊の会（23日より公開）

●野鳥大好き  砧の仲間
●AOYAMA爽展 3/21 3/27～

企 画 展 ■￥一般：1,000円（1,200円/900円）、65歳以
上/大・高生800円（1,000円/700円）、中・小
生400円（500円/400円）
※（　）内は当日料金/20名以上の団体料金

関連イベント
■講演会「白洲正子  神と仏、自然への祈り」
3月19日㈯  14：00～15：30　当館講堂
■　講白洲信哉（文筆家  プロデュ―サ―）
■￥無料／当日先着150名（10：00より整理券
配布）手話通訳付
■100円ワークショップ
会期中の毎土曜日 13：00～15：00
当館・地下創作室
■￥1回100円　■申時間中随時受付

保田春彦―デッサンによる人間探求― 
開催中～4月10日㈰　2階展示室
※コーナー展示にて北大路魯山人の名品を紹介
■￥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

■北大路魯山人コーナー関連プログラム
Ｗａを楽しむ　～春のおもてなし～
3月24日㈭ 13：30～15：30　講堂
毎日の食卓を目にも美しく、楽しくする工夫
を実演を交えながらお話いただきます。
■　講浜裕子(フラワー&テーブルコーディネー
ター)　■￥500円／申込先着100名
■申当館HP

「ある造形家の足跡  佐藤忠良展」
開催中～3月6日㈰
1階展示室
■￥一般1，000（800）円
65歳以上、大・高生800
（640）円／中・小生500
（400）円　※（　）内
は20名以上の団体割引
料金　障害者割引あり

関連イベント
■100円ワークショップ
「ブロンズ粘土でメダルを作ろう！」
3月5日まで毎土曜日 各日とも13：00～15：00
当館地下無料休憩所
■￥1回100円　■申時間中随時受付

生誕100年特別展
世田谷美術館開館25周年記念

「白洲正子  神と仏、自然への祈り」
3月19日㈯～5月8日㈰　1階展示室
白洲正子が訪ねた寺社の国宝・重文
を含む名宝約120件を一挙公開！

（展示替有）
当館、主要プレイガイ
ドなどで前売券を販
売中。（3月18日まで）

「雨後・雪意
向井潤吉が描いた 雨の道、雪の村」

開催中～
3月21日（月・祝）

「宮本三郎と連載小説」
開催中～3月21日（月・祝）
■3月のギャラリートーク
「宮本三郎の挿絵」
3月5日㈯ 14：00～
（30分程度）
■￥無料

■音広場・冬　OKIトンコリ・ソロライブ
3月5日㈯ 19：30～21：00（19時開場）
サハリン・アイヌの伝統弦楽器「トンコリ」。
伝統楽曲とオリジナル楽曲を織り交ぜ、電化
されたトンコリを駆使した斬新なサウンドが
展示室内に広がります。
■出OKI　■￥ 2,0００円／申込先着50名
■シリーズ「作り手から見た宮本三郎」
第5回  「画家と挿絵」
3月12日㈯ 14：00～15：30（開場13：30）
独自の写実表現で知られる画家の諏訪敦
さんをお呼びし、画家にとっての挿絵につい
て、その経験も交えたお話を伺います。 

■　講諏訪敦（画家／1967年生まれ） 
■￥500円／申込先着50名
■音と映像で楽しむクラシック講座  vol.17
4月10日㈰ 13：00～17：00（開場12：30）
プログラム：リヒャルト・シュトラウス作曲
「薔薇の騎士」
オペラやクラシック音楽の名演を、解説付き
でご紹介する、楽しい講座です。
■￥ 500円／申込先着50名
■人ひろばvol.11 「奥沢・玉川の旧い話－
「自由が丘駅」は昔「九品仏駅」だった」
4月17日㈰ 14：00～15：30（開場13：30）
千野一彦さんが、奥沢・玉川の歴史を掘り起
こします。講演会の後では、見慣れた風景が
いつもと違った表情を見せるでしょう。
■講千野一彦（藝能学会会員）　
■￥500円／申込先着50名

「清川泰次  色と形の
シンフォニー」
開催中～3月21日（月・祝）

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

■申往復ハガキ、Eメール（3面欄外記入方法参照）ま
たは直接ご来館（17：30まで）の上、宮本三郎
記念美術館「イベント」係へ ※2名まで連名申込可
Ｅメール miyamoto.event@samuseum.gr.jp

次 回 企 画 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

 保田春彦《裸婦デッサン》2
2007年

『よだかの星』ほか
■出山の木文庫　■￥無料／各回先着100名
（各日、当日12時より整理券配布）
2講演会
「文学としての絵本～心の再生のために」
3月13日㈰ 14：00～15：30
■出柳田邦男（ノンフィクション作家・評論家）
■￥ 500円／抽選150名
3ワークショップ＋ギャラリートーク
「１本の“気になる木”をみんなで育てよう！」
3月27日㈰ 13：00～16：00
■　講いせひでこ　■対5歳～12歳（保護者の見学
可）　■￥ 500円／抽選30名
■申2、3のイベントは、いずれも開催日の2
週間前（必着）までに、往復ハガキ（3面欄
外記入方法参照、1イベントにつき1枚、3
名まで連名可）で当館「いせひでこ展関連
企画」係へ　※3は参加者の年齢も明記

「文学に描かれた
       世田谷100年の物語」
特集コーナー ：成瀬巳喜男の昭和
開催中～4月10日㈰　2階展示室
今年度第4期の常設展では、遠藤周作が若き
日に記した自筆習作ノート「アラベスケ」を公
開（ライブラリー内の電子ブックでは、全頁を
ご覧いただけます）。特集コーナーでは、本年

度寄贈された、映画監督・成瀬巳喜男の遺愛
品など、貴重な資料を展示紹介しています。
■￥一般200円、大・高生150円、中・小生100
円、65歳以上・障害者100円
※企画展チケット
で観覧可　
※団体割引あり

土曜ジュニア文学館
■子ども映画劇場「西の魔女が死んだ」
3月20日㈰　2階講義室　      （DVD上映）
①10：30～12：30　②13：00～15：00
■対小学生以上と保護者　■￥無料／各回50名
■申当館「ジュニア担当」 ☎5374-9117まで

連続講座「ことのは  はくぶつかん」
2011年前期参加者募集

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

企 画 展

旅する絵描き  いせひでこ展
開催中～3月31日㈭　1階展示室
『ルリユールおじさん』、『大きな木のような
人』をはじめとする創作絵本や、宮沢賢治作
品に取り組んだ『よだかの星』、『水仙月の四
日』などの絵本で知られる作家・いせひでこ
の作品世界を原画や関連資料によってご紹
介します。
 ■￥一般600円、大・高生450円、65歳以上・障
害者300円　※団体割引あり
 3月31日は開館記念日として無料

関連企画　会場：1階文学サロン
1おはなし会
2月27日㈰ 14：00～15：00
『ルリユールおじさん』と『大きな木のような人』
3月21日（月・祝） 14：00～15：00

広く感性を育むことができま
す。（原則全４企画参加）
会場：1階文学サロン、2階講義室ほか
①ことばとしぐさ　「落語に挑戦」
5月14日㈯ 13：30～15：00
■　講林家きく麿（落語家）
②ことばとからだ　「からだのことば」
6月4日㈯ 10：30～15：30（予定）
■　講まくらとジョーロ（ダンサーユニット）
③ことばとびじゅつ　「アートのことば」
7月26日㈫～28日㈭ 10：30～15：30
■　講河本奈 （々画家）ほか
④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」
9月10日㈯ 13：30～15：30
■　講石津ちひろ（詩人）
■対小・中学生　■￥無料／抽選20名
■申 4月11日（必着）までに往復ハガキ（3面
欄外記入方法参照、連名可、学年も明記）
で、当館ジュニア担当まで

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）

■パフォーマンス・シリーズ  トランス／
エントランスvol.10
「ほうほう堂＠入口」
3月3日㈭ 
①19：00～②20：20～
（開場は各回１５分前）
エントランスホールを
舞台に、ほうほう堂の

2人が楽しいダンスを繰り広
げます！
■出ほうほう堂
（新鋪美佳＋福留麻里）
■￥2,000円（中学生以下無料）／各回40名
■申当館HP、または電話で
※イベントについての詳細は当館HPを
ご覧ください。

ミュージアム コレクションⅢ

世田谷美術館本館は、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。

「旅する絵描き  いせひでこ展」の会期中、中学生以下は企画展・常設展ともに入場無料です。

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202

《Painting №3095》1995年

（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

いろは会開催中～2/27
代田水墨画会展3/  1～3/  6
白土宗明  風景画展（9日10：00から公開）3/  8～3/13
第六回写真塾「わいわい」作品展3/15～3/20

《ふざけっこ》1964年
photo by Norihiro Ueno

重要文化財《狗児》
鎌倉時代13世紀　京都・高山寺

《山家雪意》1961年

《大番》  1958年

『ルリユールおじさん』原画 

★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￥

文芸せたがや３０号
3月19日発売　
定価800円（税込）
通信販売あり。詳細は
お問い合わせください。
☎5374-9111

前売券
販売中！

中学生・小学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷美術館ミュージアム  コレクション・分館（3館）

旅する絵描き いせひでこ展割　引
引換券 一　 般 600円→500円　大・高生 450円→400円

65歳以上・障害者    300円→250円観覧料

世田谷文学館1階展示室 開催中～3月31日㈭ 佐藤忠良展割　引
引換券 一　 般 1,000円→900円　65歳以上、大・高生 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～3月6日㈰ 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。

常設展

遺作『乱れ雲』の撮影台本
と愛用の文具など

■平成23年10月～平成24年3月の区民ギャラリー利用申込受付（清川泰次記念ギャラリーのみ）
　［受  付  日］4月9日㈯、10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］4月24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。



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

3/20㈰～4/16㈯ あおひめ　水越みかる展
開催中～3/19㈯ 花に魅せられてⅢ

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）

デジタル一眼カメラ基礎１　はじめてみよう！一眼カメラ（はじめてのかたへ）

デジタル一眼カメラ基礎２　カメラの基本を学ぼう（撮り方の基本とコツ）

テーマ別撮影講座～マクロ撮影の基礎（一眼レフカメラ講座）

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）

デジタル一眼カメラ基礎１　はじめてみよう！一眼カメラ（はじめてのかたへ）

デジタル一眼カメラ基礎２　カメラの基本を学ぼう（撮り方の基本とコツ）

デジタル一眼カメラ基礎2－2　カメラの基本を学ぼう（実践編）

3/16㈬

3/17㈭

3/17㈭

3/18㈮

3/18㈮

3/19㈯

3/19㈯

3/20㈰

14：00－16：00

10：30－12：00

13：30－15：00

10：30－12：30

14：00－16：00

13：00－14：30

15：30－17：00

10：30－13：00

¥4,200

¥3,150

¥3,150

¥4,200

¥4,200

¥3,150

¥3,150

￥5,250

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 3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

「デジタル一眼カメラ基礎１」、
「2」を受講された方は、「2-2（実
践編）」の受講をお勧めします。
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/

市民活動支援講座
エクセル使いこなし講座 

3月4日㈮ 18：00～21：00　生活工房５Ｆ
エクセルの達人から、「名簿管理」「スケジュ
ール管理」などエクセルの活用術を楽しく
学びます。
■講田中亨  ■￥1,000円／申込先着30名
■対福祉団体やNPO等で活動中で、当日ノー
トPCを持参できる方　■申Eメール（欄外記
入方法参照、所属団体名・普段使うExcelの
バージョンも明記）で生活工房へ

朗読講座
―豊かなことばの世界― 

ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を
通して体感する講座に、初心者向けの講座
（水曜午前）を開設します。初心者の方、

どうぞおいでください。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、
読み方などを丁寧に指導します。
1水曜  午前講座　４月６、１３、２０、２７日
各回10：30～12：30
＜はじめての朗読＞  ～初心者向け講座～
作品：夏目漱石著「坊っちゃん」  
■講岩井正（NHK日本語センター）　
2水曜  午後講座　４月６、１３、２０、２７日 
各回13：30～15：30　
＜名作を読む＞　
作品：志賀直哉著「網走まで」   
■講岩井正（NHK日本語センター）
3木曜講座　４月７、１４、２１、２８日
各回13：30～15：30
＜ものがたりを楽しむ＞ 
作品：レオ バスカーリア 著
「葉っぱのフレディ　いのちの旅」 
■講金野正人 （NHK日本語センター）
4金曜講座　４月１、８、１５、２９日 
各回13：30～15：30　
作品：杉浦日向子著「江戸アルキ帖」   
■講松田喜和子（NHK日本語センター）　
いずれも生活工房５Ｆ
■￥20,000円（4回分）／申込先着15名 
※世田谷区民は18,000円 ■問■申㈶ＮＨＫ放送

〠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

企 画 展

morozoff grand-graf

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　

☎3417－2811 　3417－2813  　  http://www.se-sports.or.jp/

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（欄外記入方法参照で、
参加希望教室、事業開催時の学年・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

3

研修センター ☎3415-7121
（受付時間9：00～18：00）
URL／http://www.nhk-cti.jp/

朗読発表会 
―豊かなことばの世界―

3月６日㈰ 13：30～16：00　生活工房5Ｆ
朗読講座受講生による発表会を行います。
練習の成果をぜひ聞きにいらしてください。
[共催]㈶ＮＨＫ放送研修センター
■￥無料　■申不要、当日直接会場へ

世田谷アートフリマvol.15 
出展者募集

手づくりのクラフトやアート作品を制作する
個人・グループの応募をお待ちしております。
［開催日］4月23日㈯・24日㈰ 11：00～18：00
［詳細］http://artfleama.net/
■締3月15日（必着）まで ■問■申世田谷アートフリ
マプロジェクト：中根（世田谷233）☎5430－
8539（12：00～20：00、火・水曜以外）または
Ｅメール：setagaya@artfleama.netまで

箱“しまう・はこぶ・おくる”展
開催中～3月12日㈯　9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休
丈夫な箱にしまう、大切にはこぶ、きれいな
箱でおくる…、箱に込められた想いと創意

工夫を展示しま
す。身近なダン
ボール製品から
箱型の作品まで、
紙器を中心に５０
個以上の箱が並
びます。
■￥無料

ＥＶが約束する未来展
3月20日㈰～4月5日㈫ 11：00～19：00　
生活工房4F＆3F生活工房ギャラリー　 
会期中無休
私たちの街を走りだした電気自動車（ＥＶ）。
電気自動車と私たちの生活のこれからの関
わり方を、身近な視点から探っていく企画
展です。日本ＥＶクラブの活動記録と生活工
房で開催した「中学生次世代車教室」の報
告にあわせて、次世代に向ける企業の取り
組みについてもご紹介します。
［企画制作］日本EVクラブ　■￥無料

関連イベント
■会場トーク
「ＥＶ（電気自動車）のこれから」
3月21日（月・祝）  113：00～  216：00～
舘内端氏（自動車評論家／日本ＥＶクラブ
代表）が本企画について会場で解説をお
こないます。ぜひご来場ください。
■￥無料　■申不要／直接会場へ

●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

ＥＶ「ジャメ・コンタント」号

◆第51回　春季区民ゲートボール大会
4月14日㈭ 9：00～　総合運動場
［種目］リーグ戦（2部制）1チーム6名以内
■￥1チーム2,000円　■締 3月28日（必着）
■申■問区協会登録チームは所定の申込書で、未登録チーム
はハガキに連絡先（電話）を記入し、区ゲートボール協会・
村石（〒154－0017　世田谷1－23－3　☎3439-1108）へ

◆世田谷陸上競技会
4月9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 3月17
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。

いろいろ選べる！ コース型フットネス教室参加者募集

大 会 情 報 ※所定の申込書は、スポーツ振興財団、総合運動場体育館管理事務所、
スポーツ振興課にあります。（ホームページからもダウンロード可）

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。）

■アはアイディクラブ協賛会員割引対象

■対①スポ・レクネット「クラブマネージャー」登録希望者(全7科目必須)　※登録には基礎講
習会の受講必須。未受講者は来年度の基礎講習会受講後に登録完了。　※クラブマネー
ジャーに関する日本体育協会公認資格等がある方は科目1のみで登録可。　②講習会
のみ参加希望者（登録希望しない方）　■￥①3,000円（登録料別途）②1科目500円（科目1
は無料）／①②計 抽選30名　■締 3月1日（必着）　■申クラブマネージャーに関する取得済
資格、②の方は参加希望科目コードを明記でスポーツ振興財団へ
［科目及び時間］ ※都合により講師・講習内容が変更になる場合があります。
日　程 科　　目（内容）／講　　師

3月5日㈯
9：00～
16：30

3月6日㈰
10：00
～16：30

スポ・レクネット「クラブマネージャー養成講習会」
3月5日㈯、3月6日㈰　総合運動場体育館会議室兼軽運動室

     初心者・初級者アーチェリー教室
4月3日～29日　毎週日曜(29日は金・祝)　 
9：30～11：30　総合運動場洋弓場
■対小学5年生以上の初心者・初級者
■￥大人3，500円、中学生以下2，000円（全5
回）／抽選40名　■締3月16日（必着）

　      いきいきリズム体操
4月10日～9月25日　隔週日曜　
13：30～15：00（全12回）　
千歳温水プール集会室（プール使用無）
■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3月23日（必着）
■申障害の程度も明記でスポーツ振興財団へ

         はじめようスイミング
①大蔵Ａコース（総合運動場温水プール）
4月14日～6月23日 毎週木曜　12：00～14：00
②大蔵Bコース（総合運動場温水プール）
4月15日～6月24日 毎週金曜　14：00～16：00
③千歳コース（千歳温水プール）
4月15日～6月24日 毎週金曜　10：00～12：00
④梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
4月6日～5月25日 毎週水曜　10：00～12：00
 ⑤烏山コース（烏山中学校温水プール）

4月5日～5月24日 毎週火曜　10：00～12：00
■対①～⑤18歳以上の初心者初級者 　
■￥①～③7，000円（全10回）、④⑤4,900円
（全7回）／①60名②⑤50名③④40名（す
べて抽選）　■締①～⑤3月11日（必着）

 元気なシルバーいきいきトレーニング
 ①大蔵コース
健康チェック：4月6日㈬ 9：30～　
トレーニング：4月13日～8月31日　毎週水曜
9：30～11：30 総合運動場第一武道場（畳）・
トレーニングルーム
②千歳コース
健康チェック：4月7日㈭ 13：00～　
トレーニング：4月14日～7月7日　毎週木曜
13：00～15：00　千歳温水プール、体育室
①②とも　■対 60歳以上の方で医師に運動を
止められていない方 ※健康チェックの結果によっ
てはトレーニングへの参加をお断りする場合もあります。
■￥①20，000円（全20回）②12，000円（全12
回）／抽選各20名　■締3月10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参照または問合せ
①ナイターテニススクール
A水曜コース　4月6日～5月18日

B金曜コース　4月1日～5月13日
ABとも ■対 J1：5歳～小学3年（17：10～18：
10）、J2：小学3年～中学3年（18：30～20：
00）、J3：中学3年～一般（20：20～21：50）
■￥J1：6,000円、J2：9,000円、J3：11,400円
（各全6回）／各24名
②バスケットボール教室
4月5日～4月26日　毎週火曜（全4回）
■対Aミニバスケット（4歳～小学6年生） 17：
10～19：00　Bジュニアバスケット（小学6
年生～高校生）19：10～21：45 ■￥各2,400円
(月謝制)/各40名　※1回のみの参加は800円
③レディースバレーボール教室
4月1日～5月27日　毎週金曜　9：00～12：00
■￥6,000円（全8回）／40名
④ゴルフ教室
小池プロ・中村プロ・和智プロ
■￥12,000円／1セット（4回分）
増田プロレベルアップコース・倶楽部

4月スタート

1ガイダンス・区の育成支援と地域クラブへの期待／区・スポーツ振興財団
2クラブの運営管理／冨田幸博（日本体育大学教授）　
3クラブマネージャーの役割／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）
4実例紹介①／ようがコミュニティークラブ
5地域スポーツクラブの意義と必要性／齊藤隆志（日本女子体育大学准教授）
6クラブづくりの進め方／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）
7実例紹介②／烏山スポーツクラブユニオン

コース　1セット（3回分）　■￥12,000円
倶楽部　1セット（4回分）　■￥16,000円
■対中学生以上
⑤ゴルフ個人レッスン
■￥2,000円／回（20分）  ■対制限なし
■問■申①～⑤大蔵第二運動場管理事務所へ
大蔵第二運動場管理事務所 大蔵4-7-1　
☎3416-1212   ■FAX 3416-1777
※①～③新規参加申込は3月16日～先着順
⑥デイタイムテニススクール
A 月曜コース 4月4日～5月9日
B 金曜コース 4月1日～5月13日
※ABともすべて午前中、初心者から上級
者のクラス分けあり　■対18歳以上
■￥7,100円、10,400円（クラスにより異なり
ます）／抽選各8～16名　■締3月4日（必着）
※時間・クラス等は要問合せ　■問■申ハガキ（欄外
記入方法参照、希望クラスも明記）で区テニス協会
（〒156-0054　桜丘1-17-18　☎5451-0691） 

※詳細はホームページ
　または問合せ

●親子教室（１～３歳）　●産後のママ教室 ヨガ・ピラティス（０歳
～)　●子ども教室（空手・ダンス・バレエ）　●成人体操（筋トレ・
足筋トレ・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

■申  12ハガキまたはFAX（欄外記入方法参照）で
各管理事務所へ　3電話で大蔵第二運動場トレ
ーニングルームへ

※12ともに、託児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問合せ

1総合運動場 ■￥7,200円(全8回)、9,000円(全10回)／先着　
※託児サービス希望者は3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

2千歳温水プール ■￥8,400円(全12回)、7,000円(全10回)／
抽選　■締3月3日（必着）

●婦人体操　●ヨガ　●気功　●健康体操
3大蔵第二運動場 ■￥7,000～16,800円／先着

1 総合運動場管理事務所
〒157-0074  大蔵4-6-1　
☎3417-4276　■FAX 3417-1734
2 千歳温水プール管理事務所
〒156-0055  船橋7-9-1　
☎3789-3911　■FAX 3789-3912
3 大蔵第二運動場トレーニングルーム
〒157-0074  大蔵4-7-1　☎3749-2223

■ア

■ア

■ア

■ア



■問劇場「土曜 劇場 プレイ・パーク」 スペシャル・プログラム開催！ ① はじめての落語「落語の高座体験」　②おもしろパペットつくってあそぼ！

4

シアタースケジュール

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

252/ 26 65 7 8 9 10 13 1411 12 16 1715 19 20 21 2218 24 25 26 2723 29 31282 327 28 30413/

撮影：
Loll Willems

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。

全コース金夜コース

大駱駝艦 『灰の人』

 『獅子虎傳阿吽堂 番外編Vol.2』

『MANSAI◉解体新書 その拾八』

室内楽シリーズ
「パーカッション・ミュージアム」コンサート

世田谷パブリックシアター
2/25～3/31

Percussion Museum出演
曲目

10:00～19:00  年中無休（年末年始を除く）☎5432－1515
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

大駱駝艦
☎0422-21-4984

ティルト
☎3462-5606

（平日11:00～18:00）

大駱駝艦・天賦典式 『灰の人』 S 4,400円

3,300円

S 4,500円
A 3,000円

S 7,200円 S 7,500円
A 5,800円

（3階整理番号付自由）

3/17㈭～21（月・祝）

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

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

●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　

シアタートラム

3/17㈭～23㈬
サスペンデッズ『カラスの国』

平成23年度「せたがやジュニアオーケストラ」
３月６日㈰ 15:00開演（14:30開場）  成城ホール

一般（大学生以上）
区民・劇場友の会（前売りのみ）
子ども（小学生～高校生）

2,0００円
1,8００円
１,0００円

※未就学児童入場不可

全席
指定

バッハ：マリンバアンサンブルによる
　　　　　　　　「G線上のアリア」
池辺晋一郎：「雨のむこうがわで」
ストラヴィンスキー：『兵士の物語』より
　　　　　　　　「兵士のマーチ」 他
※曲目は予告なく変更する場合があります

劇  場
チケットセンター

ユース2,500円（25歳以下と
学生対象、要身分証。）
未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

レイヨンヴェール
☎090-9023-46742,800円 3,000円

3,200円 3,500円

Dance Company BABY-Q 
『私たちは眠らない』

3/4㈮～6㈰

（1・2階指定）
未就学児童入場不可

※お一人様1公演4枚まで
未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

東京音協
☎5774-3030

ミュージカル

『プリンセス・バレンタイン2
～ROCK! PRINCESS～』

4/2㈯・3㈰
※3歳以下入場不可、
4歳から有料。

4/9㈯17：30開演
Ｍ＆Ｉカンパニー
☎5453-8899

Ｍ＆Ｉカンパニー
☎5453-8899

4/10㈰17：00開演『沖縄 八重山の唄者
大島保克  島唄会  2011 桜月』

『“HIBARI 7 DAYS”フィルム、トーク＆ライブ!!』
■問ホットスタッフ・プロモーション
☎5720-9999（平日15:00～18:00）

『韓国現代戯曲ドラマリーディングⅤ』
■問日韓演劇交流センター☎3920-5232

Dance Company BABY-Q 
『私たちは眠らない』

サスペンデッズ 『カラスの国』
「地域の物語ワークショップ」
発表会　入場無料　■問劇場

Func A ScamperS 009
 『僕の後悔はジュリアナ』 
3/3まで

『春風亭昇太・春の噺』

『GEN JYO RAKU―John Zorn & 
Bill Laswell with Gagaku Orchestra―』

世田谷パブリックシアターチケットセンターチケット申込

古謝美佐子
『沖縄のこころのうた～日々是好日』

3,900円 4,000円

4,700円 5,000円

4,700円 5,000円

大人 4,400円
大人 4,500円
小人 2,500円

3,500円

劇場友の会会員先行予約・割引あり Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録、枚数限定） 
高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　

4/15㈮～17㈰サインミュージカル
『CALL ME HERO!
～もう声なんかいらないと思った～』

サインアート
プロジェクト・
アジアン

info@sapazn.jp
■FAX 5378-8026

『GEN JYO RAKU
－－John Zorn & Bill Laswell 
with Gagaku Orchestra－－』

還 城 楽
東京ロテーション
☎070-5518-0307
（平日10:00～17:00）

3/3㈭・4㈮19：00開演

3/7㈪19：00開演

『春風亭昇太・春の噺』

◆期間 ４月２日㈯～平成24年２月
◆練習 原則として日曜日午前または午後
◆選考 第１次/書類審査　第２次/オーディション
　　　 ※選考結果は、全員にご連絡します。
◆オーディション日 
●弦楽器/ヴァイオリン・ヴィオラ　3月12日㈯
　　　　 チェロ・コントラバス　  3月13日㈰
●木管楽器/3月13日㈰　●金管楽器/3月19日㈯  
●打楽器/3月19日㈯
◆費用 年額36,000円　他に消耗品代
　　　 楽器レンタル希望者は、レンタル代  月額3,000円
◆対象
●世田谷区在住あるいは在学の高校3年生以下（平成
23年4月時点）であること
●その他、楽器ごとに条件あり

3/28㈪19:00開演

■問劇場
チケットセンター

■問アルファルファ☎6317-2927（13:00～18:00）

『MANSAI◉解体新書 その拾八
大地 ～恩寵と重力の知覚～』

●区民  終了いたしました
●一般  3/5㈯　 4,000円

(小学生以上中学生
以下、要年齢確認)

※4/15はプレビュー公演、
大人3,500円、小人2,500円
(4/15のみ全席自由)。ペア、
親子割引など、カンパニーの
み取扱。
未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

5月13日㈮19:00開演

■問M＆Iカンパニー☎5453-8899

■問M＆Iカンパニー☎5453-8899

『奄美フェスティバル 2011』
●区民  3/3㈭　4,700円
●一般  3/4㈮　 5,000円

●区民  3/3㈭　4,700円
●一般  3/4㈮　 5,000円

4/13㈬19:00開演

■問トヨタアート☎3419-0821

『林家きく麿　真打昇進披露興業』
●区民  3/5㈯　3,300円（全席自由）
●一般  3/6㈰　 3,500円（全席自由）

4/20㈬～24㈰19:00開演『McDonald's 鶴瓶噺 2011』
●区民  3/6㈰店頭のみ　割引はございません
●一般  3/12㈯　S 6,000円　A 5,000円（3階）

6歳未満入場不可

※お一人様1公演2枚まで。車椅子でご来場のお客様は、事前にアタリ･パフォーマンスまで。

5/14㈯・15㈰『上々颱風 シアターLIVE ! 2011 
～空想音楽旅行～』

■問アタリ･パフォーマンス☎5572-7571（平日12:00～18:00）

3/31㈭～4/3㈰Func A ScamperS 009『僕の後悔はジュリアナ』
●区民  2/26㈯　4,100円
●一般  2/27㈰　4,200円　平日昼割（4/1 14:00公演）4,000円

未就学児童入場不可

4/7㈭～10㈰北京蝶 『々パラリンピックレコード』
●区民  2/27㈰　3,200円
●一般  2/28㈪　3,300円

未就学児童入場不可

■問北京蝶々☎070-5591-5905

4/16㈯～24㈰クロムモリブデン『裸の女を持つ男』
●区民  3/5㈯　3,400円
●一般  3/6㈰　3,500円

■問クロムモリブデン☎5310-1738※学生割引は劇団のみ取扱。

■問劇団 info@funcascampers.com

5/27㈮～29㈰平山素子ソロプロジェクト
『After the lunar eclipse／月食のあと』リ・クリエイション
●区民  3/19㈯　4,300円
●一般  3/20㈰　4,500円

■￥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　

①3/12㈯ 13：30開演　シアタートラム
地元・三軒茶屋の林家木久扇一門による落語会！

②3/20㈰ 13：30開演　劇場稽古場A
不思議な王国のお話。ご参加OK！見るだけでもOK！

詳細は劇場HP、もしくはお問合せください。 

◆応募資格 下記の条件を満たし、オーディションの
指定日時に来ることができる人
あいさつがきちんとできる／楽譜が読める／練習日
に必ず参加し（学校行事は除く）、可能な限り1人で
練習に通える／オーケストラの活動に自主的に取り
組み、仲間とともに努力できる

◆申込◆
2月28日㈪必着で、所定の申込書に
必要事項を記入し、写真添付の上、
郵送かFAXまたはEメールでジュニア
オーケストラ担当まで。
※募集案内・申込書は音楽事業部ＨＰまたは「せたがや
ジュニアオーケストラ」ＨＰ（http://s-j-o.jp）からダウ
ンロードできます。　　　　　　　　■問音楽事業部

『獅子虎傳阿吽堂 番外編 Vol.2』
ジョルジュ・ラヴォーダンの 

『テンペスト』『テンペスト』
柳影恋妄執～鷺娘一人語り～中村芝雀の世界

邦楽の魅力を多彩な趣向でお届けしている
人気シリーズの番外編。今回は、歌舞伎女形・
中村芝雀をゲストに迎え、｢鷺娘｣を題材に
舞踊と一人芝居を融合させた作品をご覧い
ただきます。また、作・振付の藤間勘十郎、
作調の田中傳次郎を交えた作品解説や京屋
一門による舞踊作品など、ほかでは見られな
いプログラムをご堪能ください。

■問劇場チケットセンター
☎5432-1515

中村芝雀 藤間勘十郎 田中傳次郎

前回の公演より　撮影：青柳聡

し      し     とら    でん     あ     うん    どう

やなぎ かげ  こい の もう しゅう

［企画・出演］田中傳次郎　［構成・演出・出演］藤間勘十郎
［出演］中村芝雀／中村京珠　中村京純　中村京由／杵屋勝彦社中

［原作］W.シェイクスピア　
［演出］ジョルジュ・ラヴォーダン

3月27日㈰ 16:00開演　世田谷パブリックシアター 5月19日㈭～22日㈰ 
（19・20日1９:00、21・22日15:00開演）
20日は終演後ポストトークあり

世田谷パブリックシアター

仏語上演
日本語字幕付

Ⓒ繰上和美

※日替わりプログラム（5/14～大地～、15～躍動～）

■出野村萬斎　首藤康之（バレエダンサー）

チケット発売
開始

チケット好評発
売中

●区民 4,800円
●一般　5,000円
未就学児童入場不可

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

●区民 3/20㈰ 6,300円
●一般　4/2㈯ 6,500円  ペア 1２,０00円

未就学児童
入場不可

フランス演劇界の魔術師、ジョルジュ・
ラヴォーダンが手掛けた『テンペスト』
が世田谷パブリックシアターに大上陸！
日本で観られる貴重なこの機会を、ぜひ、
お見逃しなく！

シアタートラム

※スペシャル・プログラムは未就学児童参加可　

打楽器だけのアンサンブル「パーカッ
ション・ミュージアム」がお届けする、
打楽器本来の“特徴”“表現”“響き”
そして“迫力”をお楽しみください。

チケッ
ト

発売中

 ●土曜日の午前中に様々な体験プログラムをお届けする通常のコース（3/5・12※受付終了・19・26）も開催！

※3/3㈭は前売予定枚数終了

〠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 〠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/

世田谷文化生活
情報センター 音楽事業部 検索

詳しくはＨＰをご覧ください。

締切
迫る！

団員募集


