
　せたがや文化財団と世田谷区スポーツ振
興財団は、平成23年4月1日をもって財団法
人から公益財団法人へと移行いたしました。
　公益財団法人への移行を契機に、両財団
は、世田谷の地域文化の振興と生涯スポーツ
社会の形成に寄与することを目的に、公益性
を一層高め、より効率的な財団運営と魅力あ
ふれる事業展開により、世田谷のさらなる発
展に貢献してまいります。

公益財団法人として
スタートしました

公益財団法人　せたがや文化財団
　理事長　内田　弘保
公益財団法人　世田谷区スポーツ振興財団
　理事長　野原　明

文化・芸術のまち世田谷。
区内には素晴らしい演奏家が
数多くいるのをご存じでしょうか？
今年の夏、音楽事業部からは
２人の女性演奏家のコンサートを
お届けします。ピアノとチェンバロ。
新旧の鍵盤楽器を自在に操る
美神(ミューズ)たち。
その指先から奏でられる調べに、
どうぞ酔いしれて下さい。

音楽事業部のその他のコンサート情報は5面および7面チケット欄をご覧ください。

◉９月１６日㈮
19:00開演（18:30開場） 
トーク＆コンサート
～チェンバロってどんな楽器？～

◉７月２日㈯ 
15:00開演（14:30開場）  
～リスト生誕
　200周年に寄せて／
　アメリカン・クラシックス～

三舩優子   
ピアノリサイタル

５/７㈯
チケット
発売開始

※申込の詳細は
　7面チケット欄を
　ご覧ください

世田谷
パブリックシアター
チケットセンター

☎ 5432-1515

チケット申込

会場  成城ホール 世田谷区成城6-2-1
小田急線「成城学園前駅」下車 徒歩４分

©Philippe Salaün

©Hiroo Works

©武藤　章

曽根麻矢子
          チェンバロリサイタル

◉９月１7日㈯ 
15:00開演（14:30開場） 
デュオ・コンサート ～オーボエ奏者  
広田智之氏を迎えて～

●一般    
　３,０００円
●世田谷区民・
　劇場友の会
　２,８００円
　 (前売りのみ)

全席指定　

今月
の

つれ
づれ
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ク

世田谷は、まさに文化の区です。すばらしい音楽家がたくさん住んでおられる！その方
たちのコンサートこそ、私たち区民は聴きたいですよね。まもなく登場して下さるの

は、ピアノの三舩優子さん。三舩さんのお得意レパートリーの一角は、リスト。リスト生誕
200年の今年、三舩さんのピアノを聴かなければ！そして、次にご登場は、チェンバロの
曽根麻矢子さん。古い楽器であるチェンバロを鮮やかに、はつらつと現代に響かせる曽根
さんの音楽に浸ることができます！加えて、とても美しいお二人！美しさに、華やかさと新
鮮さを添えて、すてきな音楽が流れるのは、ここ、世田谷。ぜひ、ぜひ、お楽しみに！

「世田谷区には音楽家が多いんです」
池辺晋一郎（音楽事業部 音楽監督）

音楽事業部（10：00～18：00／月曜定休）
世田谷区太子堂4‐1‐1キャロットタワー2階　
Tel.5432－1535　Fax.5432－1536

文化  スポーツ
せたがや  

〒157-0074  世田谷区大蔵4-6-1     ☎3417-2811  http://www.se-sports.or.jp/公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団　
〒154-0004  世田谷区太子堂4-1-1  ☎5432-1501  http://www.setagaya-bunka.jp/　公益財団法人 せたがや文化財団　発

行
・
編
集

世田谷パブリックシアターチケットセンター前売情報
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節電等のために、本紙掲載事業の変更を行う場合があります。最新情報は、各館にお問合せいただくかホームページにてご確認ください。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

前号3月25日号は震災の影響により休刊させていただきました。皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳あり
ませんでした。今後とも「せたがや文化・スポーツ情報ガイド」をご愛読いただきますようお願い申し上げます。

東日本大震災で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

次回（5月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
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お得なセット券もあります

©TAKEHIKO HASHIMOTO
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6月4日㈯は地域祭事の一環として、企画展・常設展ともに無料でご覧いただけます。

子ども文学館
■日本の歳時記シリーズ
「『歯固めの日』に親子でチューインガムを作ろう！」
（協力：株式会社ロッテ）
6月1日㈬ 15:45～16:45　2階講義室
「歯固め」とは、長寿を願って6月1日にかたいものを食べる伝統
行事。歯固めにも有効なガムを、親子で手作りしてみませんか。
■講ロッテ中央研究所研究員
■対子どもと保護者
■￥無料／抽選15組　
■申 5月18日（必着）までに、
往復ハガキ（欄外記入方法
参照、年齢も明記）で当館
「ジュニア」係へ。

■部門・字数の制限
①短歌＝ハガキに必ず3首連記
②俳句＝ハガキに必ず3句連記
③川柳＝ハガキに必ず3句連記
④詩＝400字詰原稿用紙3枚以内
＊各部門1人1点。未発表のオリジナル作品に限る。短歌・
俳句・川柳：郵便ハガキに執筆。裏面には作品のみ３首ま
たは３句、必要事項は表面宛先の左または下部に明記。
詩：作品はすべて黒のインクまたはボールペンを使用し、
楷書・縦書きで。ワープロ、パソコン使用の場合も縦書き
で、400字詰換算枚数も明記。

世田谷文学賞 作品募集！世田谷文学賞 作品募集！ ■応募資格　世田谷区及び群馬県川場村在住・在勤・在
学者と、世田谷文学館友の会会員（区外在住の方も可）
■賞　各部門一席3万円
■応募方法　9月1日～11日（必着）に､別紙に①応募部
門②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤職業（区内在勤・在
学者は会社名または学校名とその住所）⑥電話番号⑦
友の会会員の方は会員番号⑧お持ちの方はFAX番号・
メールアドレスを明記し､当館「世田谷文学賞」係へ。
＊応募作品の訂正、差し替え、返却不可。入賞作品の第
一出版権は主催者に帰属。
■発表　入賞者には11月末に通知。なお入選者は本紙
本年12月25日号に掲載予定。上位入賞作品は、「文芸せ
たがや」第31号に掲載。

予告

　世界中の子どもたちに愛されている『長くつ下のピッピ』。
作者のアストリッド・リンドグレーン（1907～2002）は、
子どもの憧れる生活を、ピッピという日常の価値観を超越し
た女の子の物語によってかなえてみせました。
　リンドグレーンは生涯にわたり、ピッピのように<子ども
ならではの時代>を謳歌する子どもたちの姿を書き続けま
した。それは、大人の理想とする子どもの姿を払拭するもの
で、子どもは大人とは全く異なる世界の中に生きていること
を明確にするものでした。
　本展では、「子どもの豊かな感性の育成が、世界に平和を
もたらす」というリンドグレーンのメッセージを、約200点
の挿絵原画でご紹介します。

第1部　スウェーデンの暮らしが育んだ
リンドグレーンの世界
「やかまし村シリーズ」挿絵原画、未掲載の原画、スケッチ
などを中心に、「ロッタちゃんシリーズ」などを紹介。

第2部　世界に飛び出すピッピ
『長くつ下のピッピ』の絵本原画や、スウェーデン語版の表
紙原画など世界で愛読される「ピッピシリーズ」を紹介。

特設コーナー　きみがピッピだ！あそビッピ！
（こども限定）
ピッピが想像力をはたらかせてたくさんの遊びを作り出
したように、みんなが「ことば」と「そうぞうりょく」で自
由にたのしめるコーナーが登場！（会場：１階文学サロン）

■講演会「リンドグレーン作品の魅力
について」
5月4日（水・祝）13:30～15:00　
1階文学サロン
■講石井登志子（翻訳家）　■対どなたでもご
参加いただけます　■￥500円（中学生以下
無料）／定員150名　■申当館イベント担当
（☎5374-9117）へお問い合わせください。

ピッピ
と

出会え
ば

みんな

ハッピ
ー！

開催中～6月26日●日
■￥一般600円　大・高生450円
65歳以上・障害者300円　
＊団体割引あり

中学生
以下
無料！

関連企画

展示
構成

イングリッド・ヴァン・ニイマン
『長くつ下のピッピ』　1945年　
ⒸAstrid Lindgren & Ingrid 
Vang Nyman/Saltkrakan AB

イロン・ヴィークランド
『やかまし村の子どもの日』
（表紙原画）1961年　
Laanemaa Muuseum, 
Iloni Imedemaa,Estonia所蔵

●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
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・氏名ハガキ・FAX・Eメール記入方法
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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、休日は●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。

白洲正子展世界中で愛されるリンドグレーンの絵本
一般600円→500円　大・高生450円→400円　
65歳以上・障害者300円→250円

世田谷文学館 1階展示室　
開催中～6月26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～5月8日（日）

一般1,200円→1,100円、65歳以上　大・高生1,000円→900円
中・小生500円→450円

世田谷文学館
〒157-0062 世田谷区南烏山1-10-10  ☎5374-9111　最寄「芦花公園」駅   
[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）  http://www.setabun.or.jp/



■世田谷美術館（砧公園）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。

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 区民ギャラリー

4/26

5/ 3

5/10

5/17

5/24

5/ 1

5/ 8

5/15

5/22

5/29

～

～

～

～

～

●パレット99絵画展　

●’11 陶響展 ～彩りの土の舞～　●成城・砧　思いそれぞれ
●渡辺美智子展「一つの体、多くの部分」（4日より公開）
●土の会とその仲間たち　
●第3回世田谷帆船模型愛好会作品展
●渡部暢子水彩造形画展（11日より公開）
●世田谷人物を描く会　●’11 アトリエくれぱす作品展
●MAMASET（25日より公開）
●アートカフェ「東京なう」（25日より公開）　

●見えない学校1限目「生きもの」
●サロン・ド・アマツール作品展

●ｔhe CCCこども造形作品展

●サロン・ド・ユニゾン展

●写真の地層展 VOL.13（18日より公開）
●第5回 遊彩会展
●地主金 絵画展

松下忠史水彩スケッチ展　旅の記憶
喜多見一丁目陶房作陶展
加々美ミヤ子作品展
絵手紙は魔法の力、パートⅢ
コスモス会（25日10：00から公開）

4/26～
5/  3～
5/10～
5/17～
5/24～
※初日は午後から、最終日は16：00頃終了

5/  1
5/  8
5/15
5/22
5/29

清川泰次記念ギャラリー ■ 区民ギャラリー

ミュージアム コレクション 2011

サンドロ・キア《ペルゴラ》　1986年
ⓒSandro Chia/VEGA,New York&SPDA,Tokyo,2011

◆Vol.32「びじゅつかんの幻の映画　
子ども＆大人編」
5月21日㈯・22日㈰ 13:00～18:00（発表
会22日19:00～）　創作室、2階展示室
■講柏木陽（演劇家／NPO法人演劇百貨店
代表）、杉田協士（映画監督）　■￥無料（20
歳以上2,000円）／申込先着（10代10名程
度、20歳以上10名程度）　■申当館HP
◆Vol.33「びじゅつかんが眠る音楽　
子ども＆大人編」
6月25日㈯・26日㈰ 13:00～18:00（発表
会26日19:00～）　講堂、2階展示室
■講柏木陽（演劇家／NPO法人演劇百貨店
代表）ほか　■￥無料（20歳以上2,000円）
／申込先着（10代10名程度、20歳以上10
名程度）　■申当館HP

世田谷美術館パフォーマンス・シリーズ
　トランス／エントランスvol.11

「錆び」 
5月14日㈯ 
19:00開場 19:30開演
エントランス・ホール
「トランス／エントランス」
は、世田谷美術館のエント
ランスで展開する、若手ア
ーティストの実験的パフォ
ーマンス・シリーズです。
■講岩渕貞太（ダンサー・振付家）
■￥2,000円（中学生以下無料）／申込先着100

イタリアの部屋でみる夢
開催中～6月30日㈭　2階展示室
クレメンテ、サンドロ・キアなど、6人のイタ
リアの作家の作品をご紹介します。洗練さ
れた色彩と形。イタリアの部屋に満ちる夢
をお楽しみください。
■￥一般200（160）円／大・高生150（120）円
／65歳以上、中・小生、100（80）円　障害者
割引あり　※（　）内は20名以上の団体料金

ワークショップ「誰もいない美術館で」
展覧会からヒントを得て、みんなで演劇や
映画、音楽などをつくります。閉館後に発
表会を行います。
◆Vol.31「びじゅつかんの夢の演劇　
10代のための入門編」
4月30日㈯ 10:30～18:00（発表会19:00～）
創作室、2階展示室
■講柏木陽（演劇家／NPO法人演劇百貨店
代表）　■対10代の方　■￥無料／申込先着
20名　■申当館HP

ヒノキ板に絵を描いて、和
風のストラップを作ります。
どなたでもその場で参加
することができます。
■￥1回100円　
■申随時受付

23年度は３つの分館を会場に、世田谷美術館
のコレクションを使った展覧会を開催します。

街・人・出来事
向井潤吉と桑原甲子雄
開催中～6月26日㈰
世田谷美術館の収蔵品の
中から、桑原甲子雄が撮
影した「世田谷ボロ市」な
ど、街のスナップショット
を集めて、向井潤吉の作
品とともに展示します。

アフリカの貌
開催中～9月25日㈰
世田谷美術館所蔵の
アフリカの現代美術
作品や資料、おもち
ゃを展示し、アフリカ
の一側面をご紹介し
ます。宮本三郎作品は展示室に一室を設
け、約10点を展示します。
■5月のギャラリートーク
「宮本三郎の裸婦について」
5月14日㈯ 14：00～（30分程度）

■￥無料／申込不要
■人ひろばvol.12 「面白い日本の私」
6月11日㈯ 14：00～15：30（開場13：30）
1967年に初来日以来、日本に魅せられ、作
家、演出家など多彩にご活躍のパルバース氏
からから見た日本についてお話を伺います。
■講ロジャー・パルバース（東京工業大学・世界
文明センター長）　■￥500円／申込先着50名

抽象の風Ⅰ
開催中～9月25日㈰
清川泰次作品と朝妻治郎、
難波田龍起など世田谷美
術館が所蔵する抽象表現
の作品をご紹介します。

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（2面記入方法参照）、Eメール
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名まで連記申込可

Ｅメール miyamoto.event@samuseum.gr.jp

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名以上の団体料金

名　※乳幼児のご入場はご遠慮ください。
■申当館HPまたは電話で
前売：当館ミュージアムショップ
予約：岩渕貞太ホームページ
http://teita-iwabuchi.com/

葉っぱワークショップ
「眠るセタビの12か月の木」 
5月～2012年3月 毎月第2木曜日 13:00～

16:00　当館（6月まで）、総合運動場軽運
動室（7月～翌3月）
当館の休館中を中心とした4月から翌3月
までの1年間、月に一度の頻度で、季節の
移り変わりとともに、じっくり葉っぱを描く
ワークショップです。翌年の開館時には、一
本の大きな木として展示する予定です。
■講群馬直美（葉画家）　■￥無料／申込先着
30名　■申当館ＨＰ

生誕100年特別展
世田谷美術館開館25周年記念

１階展示室
開催中～5月8日㊐

白
洲
正
子
が
訪
ね
た

寺
社
の
国
宝
・
重
文
を
含
む

名
宝
約
一
二
〇
件
を

一
挙
公
開
！

（
展
示
替
あ
り
）

関連
企画

かお

　いにしえより連綿と続く、自然と深く結びついた
日本人の祈りの心。
　白洲次郎の妻で、随筆家として『かくれ里』な
ど数々の著作で知られる白洲正子（1910－1998）
が、日本の各地の寺社を訪れ、眼にした仏像や神
像など、国宝・重文を含む約120件を展観します。
（展示替えあり）

白
洲

正
子

神
と
仏
、自
然
へ
の
祈
り

【観覧料】
一般1,200（900）円
 65歳以上／大・高生1,000（700）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

■100円ワークショップ「花鳥風月！いろえストラップ」
会期中の毎土曜日 13：00～15:00　地下創作室

桑原甲子雄
《世田谷ボロ市（世田谷区若林町）》

1936年

アフリカのストリート・アート
《床屋の看板》　撮影：上野則宏

朝妻治郎《風景について（其の五）》1968年

母・白洲正子の生誕百年を記念した巡回展「白洲正子
神と仏、自然への祈り」が、いよいよフィナーレを迎え

る。舞台は世田谷美術館。これまでも数多く「白洲正子展」
は開かれてきたが、今回は各地に散らばる「かくれ里」の神

仏を一堂に集めるという無謀とも思える企
画だ。祖母が各地を歩いたように、関係者が
手分けして足を運び理解を得る、という地
道な活動が実を結んだ。だから二度と不可
能だ。念持仏としたかったのか？白山の神
様、岐阜・日吉神社の十一面観音。三十三
年に一度しかご開帳しない観菩提寺
の秘仏。天河弁才天の阿古父尉・・・。
上げ切れないが、どの出品作品にも
「自然への祈り」が通観されている
ことを感じて貰えたら大成功だ。

展覧会に寄せて
文筆家・プロデュ―サ―　白洲信哉（本展企画者）

祖

重要文化財
《十一面観音立像》　
平安時代　
三重・観菩提寺
（部分）

重要文化財《狗児》
鎌倉時代　京都・高山寺

原稿用紙に向かう
昭和52年　撮影・片山攝三
写真提供：旧白洲邸武相荘

撮影：松本和幸

Ⓒ太田真三

国宝
《雲中供養
菩薩像
（北一号）》
平安時代　
京都・平等院

重要文化財《十一面観音坐像》　
平安時代　岐阜・日吉神社

国宝
《彩絵檜扇》　
南北朝時代　
和歌山・熊野速玉大社

《三番叟》室町時代
奈良・天河神社

〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　☎3415-6011　ハローダイヤル03-5777-8600  　  
[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）  http://www.setagayaartmuseum.or.jp世田谷美術館
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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。

ジャケ買いのビガク展
誘惑するジャケットデザイン

開催中～5月8日㈰ 9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　 会期中無休
レコードからCDへ、CDからデジタル配信
へと移り変わる中で、存在感を失いつつあ
るジャケットデザイン。グラフィックデザイ
ナーの独創的な表現で彩られ、時にアート
へと接近したジャケットデザインの魅力を、
“ジャケ買い”を通じて再発見します。本展
では、デザイナーの伊藤桂司氏、森本千絵
氏のジャケ買いの様子をおさめたドキュメ
ンタリー映像をはじめ、2人がジャケ買いし
たレコード（写真）の音源だけを互いに交
換してもらい、そこからインスピレーション
を得て制作してもらったジャケットデザイ

ンを展示します。加
えて、30名のグラ
フィックデザイナー
がジャケ買いした
（ジャケ買いしたく
なる）レコードも紹
介します。  ■￥無料

企 画 展 から、私たちの生命や暮らしの未来を考え
る連続講座です。
第1回目は私たちの身体
機能や生活圏を広げる
「衣Fashion」について
探求します。
［企画］眞田岳彦（衣服
造形家）　［詳細］生活
工房HP参照
■講水野伸介（日清紡テキ
スタイル株式会社）、堀井二三男（株式会社
廣瀬商会）[聞き手]吉川新吾（繊研新聞社） 
■￥1,000円（学生200円割引）／申込先着
50名　■申Ｅメール（2面記入方法参照）か
電話で生活工房へ

中学生電気フォーミュラーカー教室
「電気フォーミュラーカーを作ろう！」
5月29日㈰・6月19日㈰・7月28日㈭
[全3回] ＋ 特別編11月3日（木・祝）

都立総合工科高
等学校（共催）＆
筑波サーキット
（特別編）
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ます。完成した車で
サーキットを試乗します。　
［企画進行］日本ＥＶクラブ
■￥3,500円（テキスト代込み）／抽選30名
■対世田谷区在住または在学の、中学生と小
学6年生　■申 5月18日（必着）までに往復ハ
ガキ(2面記入方法参照)で生活工房まで

Ｌｉｆｅ ｉｎ Ｆｉｌｍ  Vol.１ 布と生活
6月18日㈯・19日㈰　生活工房5Ｆ
時間は生活工房HP参照
ドキュメンタリー
映像から、私たち
の生活文化の基層
を探る連続企画で
す。第一回目は
「布」を取り上げ、
織り・染め・刺繍の
貴重な記録映像から、『奄美の泥染』(1989
年／31分)、『津軽こぎん―高橋寛子―』
(1978年／25分)など７作品を紹介します
（１回70分前後の上映）。19日にはトークイ
ベントも開催。
■￥ 1回券500円、3回券1,200円／各回当
日先着80名　■申不要、直接会場へ

「津軽こぎん刺しの美にふれる」
6月25日㈯ 13：00～17：30 北沢地区会館
上映作品にまつわる手仕事のワークショッ
プを開催します。伝統的な文様や技法を学
びながら、名刺やカードを入れられる布の
小物入れを作成します。
■講山端家昌（kogin.net主宰、グラフィック
デザイナー）　■￥ 4,500円／抽選25名
■対中学生以上　■申 6月8日（必着）までに、
往復ハガキかＥメール（2面記入方法参照）
で生活工房へ

1「配信時代をサバイバルするレコード」
4月29日（金・祝） 14：00～16：00 生活工房４Ｆ
米国Ｌ.Ａ.のネットラジオ局「dublab」が制
作した、サウンドリサイクル（※）をテーマ
にしたドキュメンタリー映像の上映及び、音
楽に造詣の深いグラフィックデザイナー3名
によるレコードとジャケットに関するトーク
セッションを行います。
■￥500円／申込先着60名 ■出千原航、江森丈晃、
小田島等（いずれもグラフィックデザイナー）
■申Ｅメール（2面記入方法参照）で生活工房へ
※サウンドリサイクル…過去に発売された
レコードから、曲の一部分を抜き出し、それ
を複数組み合わせて新たな曲を作ること。
2「DESIGNER’S DIGGIN’」
4月30日㈯ 14：00～16：00　生活工房４Ｆ
展覧会のジャケ買い映像に登場する2人が、
その撮影秘話を交えながらジャケットデザ
インを制作したエピソードを語ります。
■￥ 500円／申込先着60名　■出 伊藤桂司
（グラフィックアーティスト）、森本千絵
（アートディレクター）　■申Ｅメール（2面記
入方法参照）で生活工房へ

連続セミナー第１回  眞田岳彦ディレクション

生命をつつむ未来繊維
衣 Ｆａｓｈｉｏｎ「身体化するファイバー」
5月28日㈯ 13：00～15：30　生活工房5Ｆ
日本の先端繊維技術をテーマに、企業や専
門家を迎えて「衣」、「医療」、「食」、「移
動」、「住」の５つのカテゴリーのセミナー
と、眞田氏が提案するデザインプロダクト

関連トークイベント

関連ものづくりワークショップ

EARTH OPERA
『Earth Opera』（Elektra）

THE AVERAGE WHITE BAND
『Put It Where You Want It』

（MCA）

パナマのカリブ海沿岸に暮らす先
住民・クナ族の女性たちが身にまと
う、アップリケ刺繍を施した民族衣
装「モラ」。多重アップリケともい
われる手法で縫われた色とりどり
の布とおおらかなデザインから
は、果てしない海への畏敬の
念と、海に遊ぶ自由な想像力、
豊漁の祈りや喜びが伝わってくるかのようです。本展では、モラ
研究家である宮崎ツヤ子さんのコレクションから、現地のモラ
約50点と写真、映像、立体資料を展示し、クナ族の海の暮らし
と手しごとをご紹介します。　■￥無料

世田谷文化生活情報センター

生 活 工 房 DESIGN 〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅   
☎5432-1543 　  5432-1559 　    info@setagaya-ldc.net 
http://www.setagaya-ldc.net/　
 

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～5/14㈯ 亀龍会 和紙ちぎり絵展
5/15㈰～6/11㈯ Ｎｉｇｈｔ Ｆａｎｔａｓｙ（夜の幻想曲）

7つの海と手しごと  ＜第1の海＞

カリブ海とクナ族のモラ 展
5月13日㈮～6月11日㈯  9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー　 会期中無休

関 連 企 画
1講演会
「クナの島々を訪ねて～そのときに出合ったモラたち」
5月14日㈯  13：30～15：30　生活工房4F
2講演会
「クナの暮らしとモラのモチーフ」
5月28日㈯  13：30～15：30　生活工房4F

31日体験
「モラのミニタペストリーを作る」
●カメのモラ：5月17日㈫、5月25日㈬
●ネコのモラ：5月24日㈫、5月27日㈮
●カニのモラ：5月31日㈫、6月7日㈫
●鳥が魚をとるモラ：6月2日㈭、6月5日㈰
●ウサギのモラ：6月3日㈮、6月8日㈬

＊12いずれも　■講宮崎ツヤ子（モラ研究家）　■￥ 500円（パナマコーヒーつ
き）／申込先着70名　■申 Eメール（2面記入方法参照）または電話で生活工房へ

＊3はいずれも各１日完結、13：30～16：00　
　生活工房4F（6月5日のみ5F）　
■講宮崎ツヤ子モラ研究所講師    ■￥各2,000円（材料費込み）／申込先着各20名
■申 Eメール（2面記入方法参照）または電話で生活工房へ

いのち

4

TOPIC!

写真提供：
宮崎ツヤ子

『からむしと麻』（1988年）

大魚を釣る

魚を持った魚人 魚の潜水艦 人魚と水中めがね

モラを縫う
クナの女性

できあがりサイズは20cm×23cmです
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5

Ⓒ増田典子

http://s- j -o. jp

施設マップ

池辺晋一郎音楽監督のよびかけで発足した「せたがや
ジュニアオーケストラ」。4月2日、新たなメンバーを迎え
2年目の活動がスタートしました！
緊張と期待いっぱいで臨んだ出発式。新しい仲間と出会
い、先生の「みんなで音楽を作り上げようという気持ち
が大切」という言葉を聴き、メンバーたちは背筋がピンっ
と伸びた様子。
今年は90人でがんばります。みなさん応援してください！

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2階　最寄「三軒茶屋」駅 　
[営業時間] 10：00～18:00　[休館日] 月曜日
☎5432-1535 　  5432-1536  http://www.setagayamusic-pd.com/MUSIC世田谷文化生活情報センター

音楽事業部

くらしっく音楽三昧

～区民合唱団、区民吹奏楽団、
世田谷フィル華麗に競演！～

夏休み
ファミリーコンサート

チケット発売中 5月7日  チケット発売開始

６月１９日㈰  14：00開演（13：30開場）　
世田谷区民会館　
■¥ 500円

世田谷区内を中心に活動している３つの音楽
団体によるステージが、１コインでお楽しみい
ただけます。
音楽好きの団員達が、すてきなハーモニーを奏
でます。小さなお子様もご入場いただけます。

８月１０日㈬  15：00開演（14：30開場） 
世田谷区民会館
■¥ 一般2,000円  区民・劇場友の会1,800円（前売）
子ども（4才～中学生）500円

動物の声帯模写といったらこの人・江戸家猫八師匠
が登場！『オーケストラとものまねのコンチェルト
「動物たちの四季」』でその妙技を披露します。そし
て、せたがやジュニアオーケストラは今年はベート
ーヴェンの「運命」に挑戦します。本コンサートでは、
第１楽章と第４楽章を演奏予定です。 詳しくはＨＰをご覧ください。 せたおん 検索

世田谷で見る・聞く・楽しむ。せたがや文化財団の施設をご紹介します。

■東急田園都市線　用賀駅下車徒歩17分  または
　　　　　　　　　東急バス・美術館行/美術館下車 徒歩3分
■小田急線　     成城学園前駅南口下車、
                              東急・小田急バス・渋谷駅行/砧町下車 徒歩10分
■小田急線　     千歳船橋駅下車、
　　                     東急バス・田園調布駅行/美術館入口下車 徒歩5分
■東急東横線　田園調布駅下車、
　　　　　　　東急バス・千歳船橋行/美術館入口下車 徒歩5分
■来館者専用駐車場（無料）東名高速道路高架下、
　厚木方面側　道400ｍ先。美術館まで徒歩5分。

交 通

■京王線　　芦花公園駅南口下車　徒歩5分
■小田急線　千歳船橋駅下車、京王バス・千歳烏山行／
　　　　　　芦花恒春園下車 徒歩5分

交 通

世田谷美術館 世田谷文学館

せたがやジュニアオーケストラ
2年目の春です。

こどもの日のまちかどコンサート
演奏予定
■8月10日㈬ 
　夏休みファミリーコンサート
　（世田谷区民会館）

■12月18日㈰
　第2回定期演奏会
　（世田谷区民会館）

平成23年度 音楽事業部主催公演一覧
タ イト ル

くらしっく音楽三昧

夏休みファミリーコンサート

   6月19日㈰

   7月   2日㈯

   8月10日㈬

   9月16日㈮
   　  17日㈯

10月   8日㈯

10月30日㈰

12月18日㈰

   3月   2日㈮

   3月20日（火・祝）

10月   9日㈰

   1月22日㈰

   2月   4日㈯

世田谷区民会館

成城ホール

世田谷区民会館

成城ホール

烏山区民会館

世田谷区民会館

世田谷区民会館

成城ホール

北沢タウンホール

烏山区民会館

昭和女子大学
人見記念講堂
玉川髙島屋S・C
アレーナホール

日　程 場　所

室内楽シリーズ"せたがやの演奏家vol.7"
三舩優子ピアノリサイタル

室内楽シリーズ"せたがやの演奏家vol.8"
曽根麻矢子チェンバロリサイタル
せたがや童謡コンサート
アマチュアスペシャルライブ

せたがやふれあいコンサート

せたがやジュニアオーケストラ第2回定期演奏会

大石将紀サクソフォンリサイタル(仮)

異分野とのコラボレーション企画 「落語と音楽」

※その他、まちかどコンサート、ワークショップ、レクチャー、
　世田谷区芸術アワード"飛翔"第2回受賞公演を実施予定

せたがや童謡コンサート
「DiVaと子どもたち 童謡をうたう」(仮)

せたがや名曲コンサート
ベートーヴェン交響曲第9番ニ短調「合唱付き」
室内楽シリーズ
「カルテット・スピリタス」Sax四重奏コンサート(仮)

※公演タイトルは変更
　することがあります

TOPIC!

チケットについては7面チケット前売情報をご覧ください。申込☎5432-1515

5月5日（木・祝）
各回40分程度
■￥ 無料

出　演　善久Zenkyu
　　　　 （オカリナ・ケーナ）
　　　　竹内永和（ギター）
　　　　継田和広（パーカッション）
曲　目　コンドルは飛んで行く  他
※当日直接会場へ／雨天時は要問合せ

13：00　三茶パティオ（地下広場）14：30　
16：00　松竹駐車場（茶沢通りの西友隣り）

オカリナ＆ケーナの音色で、初夏の風を感じてください。

中華料理店

［芦花恒春園］

2011年4月25日号

■東急田園都市線　  三軒茶屋駅下車  徒歩2分
■東急世田谷線　　  三軒茶屋駅下車  すぐ
■東急・小田急バス　三軒茶屋停留所  徒歩1分

交 通

5F チケットセンター

世田谷文化生活情報センター

2F 音楽事業部
1F シアタートラム

2~5F 生活工房
3F 世田谷パブリックシアター

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

HP

〒154-0004   世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 〒157-0075   世田谷区砧公園1-2 〒157-0075   世田谷区南烏山1-10-10
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世田谷パブリックシアター

シアタースケジュール
4/25～5/31

シアタートラム

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。

イキウメ『散歩する侵略者』
洋楽部門

未就学児童参加不可

※詳細はＨＰ、もしくはお問合せください［問］劇場チケットセンター☎5432-1515　

土曜日の午前中に劇場をオープン。演劇やダンスをはじめ、様々な体験プログラムを開催！

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー　最寄「三軒茶屋」駅 　
☎5432-1526   　5432-1559 
http://setagaya-pt.jp

世田谷文化生活情報センター

世田谷パブリックシアター

5/7
5/14

すがぽん流パントマイム初歩の初歩
地域の安全ワークショップ

5/21
5/28

はじめての狂言
魅惑のわくわくインド舞踊

土曜 劇場プレイ・パーク 10:00～12:00  集合場所:技術部受付前（シアタートラム2階） 
■￥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
※持ち物など詳細は、劇場ＨＰまたはお問い合わせください。

世田谷クラシックバレエ連盟 洋舞部門

『上々颱風　シアターLIVE! 2011』

『奄美フェスティバル 2011』 ジョルジュ・ラヴォーダンの『テンペスト』

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

フリーステージ 2011 

『日本語を読む その4』

劇場開館プログラムとして始まって以来、区内で活動する文化団体の皆さまと、
劇場スタッフが力を合わせておおくりしている夢の舞台「フリーステージ」。毎年
ゴールデンウィークに行われ、今年で15回目を迎えました。年々バラエティー豊
かになってきている各部門、皆さまもご一緒にお楽しみください。入場無料です！

TOPIC!

入場無料
全席自由

★4月29日（金・祝）　16:00スタート［15：30開場］　
　世田谷クラシックバレエ連盟　会場：世田谷パブリックシアター
　洋楽部門　会場：シアタートラム
★5月3日（火・祝）／5日（木・祝）　15:00スタート［14：30開場］　　
　洋舞部門　会場：世田谷パブリックシアター

チケットについては7面チケット前売情報をご覧ください。申込☎5432-1515

62011年4月25日号

■問劇場チケットセンター
　☎5432-1515

［作］ブライアン・フリール　
［訳・演出］谷 賢一
（DULL-COLORED POP）　
［出］南果歩　
　　小林顕作　相島一之　　

6月10日㈮～19日㈰  　シアタートラム
『モリー・スウィーニー』　

スポーツジムで働く女性
モリーは、｢見えない｣こと
以外は不自由なく暮らし
ている。夫フランクは、彼女
の視力を回復させようと、
かつては名医と呼ばれた
医者ライスに手術を依頼
するが…。アイルランドの
秀作戯曲に若手演出家・
谷賢一が魅力溢れる出演
者と挑みます。

14：00

19：00

※4,5,6日は各演出家によるポストトーク、8日は演出家3名によるポストトークあり　

A B C

CA

B

チケット好評発売中

■問劇場チケットセンター☎5432-1515

■¥区民 割引はございません　
　一般 各作品1,000円（全席自由）　

未就学児童入場不可

★劇場ツアー2011 劇団イキウメ『散歩する侵略者』
5月15日㈰　16:00～　シアタートラム
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です。
劇場の上から下までぐるりと歩いて、舞台裏をのぞいちゃおう！
■¥ 500円／先着30名　
■申 5/4（水・祝）10:00から、劇場チケットセンター（☎5432-1515）にて受付

★舞台芸術のクリティック15 理論編「舞台を読む」［前期］
5月13日㈮19:00 ・6月4日㈯19:00・8月28日㈰19:00 ・9月10日㈯15:00　
キャロットタワー5階 セミナールームA
■講 八角聡仁　森山直人　高橋宏幸
演劇やダンスなどの批評を実践していく講座で、単なる感想にとどまらない「批評」のあり方を
考察します。
詳細は、劇場ＨＰもしくはお問い合わせください。
■¥ [前期]6,000円（全4回）　■申劇場ＨＰまたは劇場（☎5432-1526）から　　　

＜出演者は五十音順＞

［出］世田谷区民文化団体　全63団体
※託児サービスはございません。※都合により時間や内容に変更がある場合もございます。

■問劇場☎5432-1526

チケット好評発売中 13:00
14:00
15:00
18:00
19:00

10
㈮

6/ 11
㈯
12
㈰
13
㈪
14
㈫
15
㈬
16
㈭
17
㈮
18
㈯
19
㈰

★

★

★
●

●

●

● ●

●
プレビュー公演　　ポストトークあり★

休演■¥区民4,700円　　一般5,000円
★プレビュー公演　4,000円（各種割引なし）
■問劇場チケットセンター☎5432-1515

未就学児童入場不可

撮影：上原勇（SUN-AD）

チケット好評発売中

■¥ 区民6,300円　
　一般6,500円　
　ペア12,000円　

15：00

5/19
㈭
20
㈮
21
㈯
22
㈰

19：00
◎ポストトークあり　

未就学児童入場不可

ジョルジュ・ラヴォーダンの

※フランス語上演、日本語字幕付
『テンペスト』
フランス演劇界の魔術師ラヴォーダンが放つ新たなるマジック！

［原作］W.シェイクスピア　
［演出・脚色・照明］ジョルジュ・ラヴォーダン

5月19日㈭～22日㈰
世田谷パブリックシアター

巨匠ラヴォーダンが、シェイクスピアの『テンペスト』に劇中劇という形で
『真夏の夜の夢』を盛り込み再構成。イリュージョンとも言うべき驚きにあふれた
仕掛けが満載の舞台になることでしょう。この機会を、どうぞお見逃しなく！

観て、聞いて、参加して楽しむ！

劇場芸術監督・野村萬斎の「若き演出家が日本語と向き合える場を創りたい」という想い
からスタートした企画。優れた日本の戯曲にある言葉の豊かさを、若手演出家が実力派出
演陣とともに探究していきます。チケット代は千円。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

吉田小夏北川大輔大澤　遊

石母田史朗 占部房子 粕谷吉洋 久世星佳 近藤芳正

佐戸井けん太 谷川昭一朗 ともさと衣 羽場裕一 松金よね子

明星真由美 吉見一豊 吉本菜穂子

5月4日（水・祝）～8日（日）  シアタートラム

日本語を読む その4
～ドラマ・リーディング形式による上演～

演出家

5/4
（水・祝）

5
（木・祝）

6
㈮

7
㈯

8
㈰

［作］北村 想　［演］大澤 遊　　
［出］占部房子　近藤芳正　谷川昭一朗　明星真由美

［作］如月小春　［演］北川大輔（カムヰヤッセン）　
［出］石母田史朗　粕谷吉洋　久世星佳　佐戸井けん太　
      ともさと衣　松金よね子　吉見一豊　吉本菜穂子

［作］生田 萬　［演］吉田小夏（青☆組）　
［出］粕谷吉洋　久世星佳　佐戸井けん太　ともさと衣　
      羽場裕一　明星真由美　吉見一豊

A

B

C

『ザ・シェルター』　

『家、世の果ての……』　

『夜の子供』　　

© Loll Willems



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。

三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階 10:00～19：00

http://setagaya-pt.jp/m（要事前登録・登録料無料）携帯http://setagaya-pt.jpPC

窓口で

オンラインで
●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
●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。世田谷パブリックシアターと音楽事業部の公演チケットを取り扱っています。

世田谷パブリックシアター

［出］江戸家猫八(お話・ものまね)　
　　 祐ノ介＆フレンズ（演奏）　
　　 金聖響(指揮)　せたがやジュニアオーケストラ(演奏)

くらしっく音楽三昧音 楽

音楽事業部

■場成城ホール ■￥区民 2,800円　一般 3,000円  

6/19㈰
14:00開演

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。（登録料・会費無料）｢せたがやアーツカード｣のご案内　

世田谷パブリックシアター友の会会員先行予約・割引あり
割引サービス／観劇サポート ■問世田谷パブリックシアターチケットセンター　

Under24割引あり（一般料金の半額、要事前登録、枚数限定） 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。
高校生以下割引あり（一般料金の半額、購入時要年齢確認）　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。　　

車椅子スペースあり（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
託児サービスあり（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

●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。

■￥区民 4,700円　一般  5,000円

発売中音 楽 5/13㈮
19:00開演

■問M＆Iカンパニー☎5453-8899

『奄美フェスティバル 2011』　

■￥区民 4,300円　一般 4,500円　
　 学割はアルファルファオンラインにて前売のみ取扱  

［構成・振付・ダンス］平山素子

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 ダンス 発売中5/27㈮

　～29㈰

16：00

28
㈯
29
㈰

19：30
◎ポストトークあり　

シス・カンパニー公演『ベッジ・パードン』　演 劇 発売中6/6㈪
～7/31㈰

■￥区民先行抽選終了　
　 一般 S 9,000円
　　　  A 7,000円　　

■問シス・カンパニー☎5423-5906

14日：～大地～遠くからやってきた上々
15日：～躍動～遠くまで行くのだ颱風

■￥区民 4,700円　一般  5,000円

音 楽 5/14㈯18:30開演
　・15㈰15:30開演

■問M＆Iカンパニー☎5453-8899

上々颱風
『シアターLIVE! 2011 ～空想音楽旅行～』　 発売中

日替わりプログラム　

Nibroll『THIS IS WEATHER NEWS』ダンス 6/24㈮～7/3㈰
発
売
区民
一般　

5/6㈮
5/7㈯

［作・演］ニブロール
          （矢内原美邦　高橋啓祐　矢内原充志　スカンク　伊藤剛）
［出］カスヤマリコ　橋本規靖　鈴木拓郎　他

「あいちトリエンナーレ2010」 撮影：南部辰雄

室内楽シリーズ "せたがやの演奏家 Vol.7"
三舩優子ピアノリサイタル音 楽 7/2㈯

15:00開演
発
売5/7㈯

■場世田谷区民会館
■￥区民 1,800円　
    一般 2,000円　子ども(４歳～中学生)500円

夏休みファミリーコンサート音 楽 8/10㈬
15:00開演

発
売5/7㈯

［出］曽根麻矢子　広田智之（9/17出演）■場成城ホール
■￥区民 2,800円　一般 3,000円  

室内楽シリーズ "せたがやの演奏家 Vol.8"
曽根麻矢子チェンバロリサイタル音 楽 9/16㈮19:00開演　・17㈯15:00開演

発
売5/7㈯

［出］三舩優子　曽根麻矢子　他 ■場成城ホール
■￥３回券 定価9,000円より⇒8,000円　　２回券 定価6,000円より⇒5,500円

室内楽シリーズ "せたがやの演奏家 Vol.7&8"
「鍵盤楽器の美神(ミューズ)たち」セット券音 楽 7/2㈯・9/1６㈮・17㈯

発
売5/7㈯

世世世世田田谷谷谷パパブブリリッククシアタ と音楽事業部

世田谷パブリックシアターチケットセンター

前 売 情 報
☎5432－1515電話で 10:00～19：00

発売中

※オンラインでは購入できません。　
※2回券は購入の際、日程をご指定いただけます。同日日程ではお求め頂けません。

■￥500円（小学生以上）（全席自由）
［出］世田谷区民合唱団　世田谷区民吹奏楽団　世田谷フィルハーモニー管弦楽団
■場世田谷区民会館

撮影：加藤 孝

7 2011年4月25日号

室内楽シリーズ "せたがやの演奏家"公演を割引価格でご覧になれる
お得なセット券です。

6/6
㈪
7
㈫
8
㈬
9
㈭
10
㈮
11
㈯
12
㈰

14：00
13：00

18：00
19：00

㈪休演　　
㈫・㈮19:00
㈬14:00/19:00

㈭14:00　　
㈯13:00/18:00　
㈰13:00

6/13以降

4歳以上入場可
（要チケット）

小学生未満
入場不可

［作・演］三谷幸喜　
［出］野村萬斎　深津絵里　
      大泉洋　浦井健治　浅野和之

［出］坪山豊（唄・三線）　築地俊造（唄・三線）　中村瑞希（唄・三線）

5/27
㈮

当日券は全ステージ開
演1時間前より販売予
定。詳細はシス・カンパ
ニーへ問合せ。

シアタートラム

発売中演 劇 5/13㈮
　～29㈰ イキウメ 『散歩する侵略者』　

未就学児童
入場不可

［作・演］前川知大　
［出］浜田信也　盛隆二　
   　岩本幸子　伊勢佳世
   　森下創　窪田道聡
   　大窪人衛　加茂杏子
   　安井順平

■￥区民 3,800円　
    一般 4,000円  

5/20以降
㈪休演　　
㈫・㈭・㈮19:30

㈬14:00
㈯13:00/18:00　
㈰13:00

■問アルファルファ☎6317-2927（13:00～18:00）　http:alfalfa.net/

■問イキウメ☎3715-0940

©TAKEHIKO HASHIMOTO

前回公演「図書館的人生Vol.3 食べもの連鎖」
撮影:田中亜紀

英国留学中に夏目漱石が綴った文章に、度々登場する＜ベッジ・パードン＞
なる女性。孤独な留学生・漱石は、異国の地でどんな人間関係を育んでいた
のだろう？“のちの文豪”と“ベッジ・パードン”の物語。

新たに生まれ変わった“概念”をめぐる
地球人と侵略者たちの物語。
再々演となるイキウメの代表作です。

5/13
㈮
14
㈯
15
㈰
16
㈪
17
㈫
18
㈬
19
㈭

14：00
13：00

19：30
18：00

休
演

6/24
㈮

19：30
17：00

昨年「あいちトリエンナーレ」で世界初演され好評を博した
作品をブラッシュアップ。3年ぶりの東京公演です。

■￥区民 2,800円　一般 3,000円
　 学割はプリコグのみ取扱  
■問プリコグ☎3423-8669

25
㈯
26
㈰

7/1
㈮
2
㈯
3
㈰

ダンス 6/1㈬～5㈰
東京ELECTROCK STAIRS
『届けて、かいぶつくん』　

KENTARO!!による、ストリートダンスを基調としながらも
既存の技法にこだわらない、キュートかつエネルギッシュな
振付が特徴です。

［振・演・出］KENTARO!!　　
［出］伊藤知奈美　川口真知　高橋幸平　高橋萌登　
       服部未来　山本しんじ　横山彰乃　aokid

（50音順）

■￥区民 2,800円　一般 3,000円　学生2,500円（店頭、電話、CAN）
  

6/1
㈬
2
㈭
3
㈮
4
㈯
5
㈰

19：30
16：00

KENTARO!!　
■問CAN☎5457-3163(平日10:00～18:00)

発売中

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



SPORTS 公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団
〠157－0074 世田谷区大蔵4－6－1   ☎3417－2811 　3417－2813  　  
http://www.se-sports.or.jp/スポーツ はアイディクラブ協賛会員割引対象■ア

8★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￥

9:00～10:20 ガイダンス・世田谷区世田谷区の現状・佐野昌行（日本体育大学）1

科目コード 時間 科目（内容）／講師

10:30～12:00 スポーツ指導者の安全対策冨田幸博（日本体育大学教授）2

13:00～14:30 トレーニングの重要性関口脩（日本体育大学教授）3

14:40～16:10 指導者の基礎理論齊藤隆志（日本女子体育大学准教授）4

16:20～17:50 スポーツ緊急時の救急・救命法田中秀治（国士舘大学教授）5

料金／定員（抽選）
／対象種目 日時／会場 

①ショート
テニス

6/4～7/9 毎週土曜
（全5回）19 : 00～
20:30／守山小学校
体育館

大人3，000円、中
学生以下1,500
円／40名／小学
生以上

⑤ボウリ
ング

6/5～6/26 毎週日曜
（全４回） 9：30～11:30
／オークラランド

3，000円／30名／
小学4年生以上※
靴代は自己負担

6/7～16の 毎週火・
水・木曜（全 6回） 
18:30～20：30／大場
代官屋敷弓道場

大人3,600円、中
学生1,800円／
30名／中学生以
上

②子ども
空手道

6/1～29　毎週水曜
（全5回）　
Ａ16:10～16:40　
Ｂ16:40～17:15　
Ｃ17:15～17:50　
Ｄ17:50～18:30／
山野小学校多目的室

1,500円／Ａ15
名Ｂ～Ｄ各17名
／Ａ幼児（年少～
年長）Ｂ小学1年
生　Ｃ小学2年生
Ｄ小学3･4年生

③わくわ
く親子体
操

6/4～7/2  毎週土曜
（全5回） 10：00～
11:30／中里小学校
体育館

2,500円／20組・
40名／１歳半～4
歳児とその保護
者

⑥ソフト
バ レ ー
ボール

6/11～7/9　毎週土
曜（全5回） 18：30～
20:30／京西小学校
体育館

大人2，500円、中
学生以下1,500
円／30名／小学
生以上

④弓道

定員（単） 定員（複）

一般男子　Ａ日程
一般男子　Ｂ日程（土曜ワンデー）
壮年男子（４０歳以上)
壮年男子（５０歳以上）
壮年男子（６０歳以上・本年度平日）
一般女子（平日）
一般女子（休日）

160名
32名
80名
64名
32名
80名
120名

140組
64名

32組
32組
80組
120組

◆世田谷陸上競技会
6月4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5月12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。
◆三者共催区民ボウリング大会
5月15日㈰ 9:00～　オークラランド
［種目］個人戦（年齢・性別ハンデ）　
■締5月5日（必着）　■￥2,000円（3Ｇ）　
■申往復ハガキまたはFAXで区ボウリング連

■￥（単）200円（複）400円　［定員］右表
のとおり（すべて先着順）　■申4月29日
㈷9:30～13:00　総合運動場会議室兼
軽運動室に所定の申込書と参加費を持
参※受付終了後、空きのある種目は5月
6、7日に区テニス協会（10:00～18:00、
桜丘1-17-18　☎5451-0691）で受付
（郵送は不可）

盟・藤枝（〒157-0071　千歳台2-22-22
☎■FAX 3482-6377）へ
◆第23回世田谷区ダンススポーツ大会
6月26日㈰ 10：00～18:00　
総合運動場体育館
［種目］①オープン戦②DSCJ　D級戦③
DSCJ　1級戦④DSCJ　2級戦④グランド
シニアB級戦　■￥1区分4,500円　追加1区
分ごとに2,000円　■締5月27日（必着）　
■申所定の申込書に受領証のコピーを添え
て区ダンススポーツ連盟・鈴木（〒
154-0016　弦巻1-24-12）へ

※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。

　　  各種スポーツ教室

■締①③～⑤5月17日、②5月12日、⑥5月24
日※いずれも必着

 

ふれあいボウリングスクール
6月11・25日、7月9日　隔週土曜　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（ゲーム代、貸靴代、保険料
含む）／先着36名　■締5月25日（必着）　
■申ハガキまたはＦＡＸ（2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　■FAX 3323-8250）

　　　わくわくサッカー教室
6月11日～7月2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
付添者の同伴が可能な方　■￥1回1,000円
／抽選25名　■締 5月15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

※詳細はホームページをご覧ください。
①ナイターテニススクール
A 水曜コース　6月8日～7月20日
B 金曜コース　6月3日～7月8日
ABとも■対 J1：5歳～小学3年生（17:10～
18:10）、J2：小学3年生～中学3年生（18:30～
20:00）、J3：中学3年生～一般（20:20～
21:50）　■￥J1：6,000円、J2：9,000円（各全6
回）、J3:11,400円／定員各24名
②バスケットボール教室
5月10日～5月31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
学校6年生～高校生） 19：10～21：45　
■￥各2,400円（月謝制）／定員各40名※1

大 会 情 報

回のみの参加は800円　
■申■問①②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
③デイタイムテニススクール
Ａ 月曜コース 5月30日～7月4日
Ｂ 金曜コース 6月3日～7月8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5月6日（必着）※時間・クラス等は要問合せ

■申■問ハガキ（2面欄外記入方法参照、希望ク
ラスも明記）で区テニス協会（〒156-0054
桜丘1-17-18　☎5451-0691）

水泳記録会
～家族と仲間と楽しく泳ごう～
6月12日㈰ 10：00～　玉川中学校温水プール
■対小学生以上で25ｍ以上泳げる方　■￥大
人500円、小・中学生300円　■締 5月15日
（必着） ■申所定の申込用紙でスポーツ振興
財団へ　※当日、玉川中学校温水プールは
18：00から一般開放。

■対①スポ・レクネットに登録を希望される原則20歳以上の方
（全5科目必修）②スポ・レクネットに平成20・21年度に登録し
た指導者で、登録の更新を希望される方※日本体育協会等
の公的機関の資格等をお持ちの方は、1の受講のみで登録
できます。詳しくはスポーツ振興財団へお問い合わせくださ
い。③講習会のみ参加希望される方（登録を希望しない方）
■￥①②2,000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。）③1科目500円 (科目1は無
料)／①～③合計で抽選120名　■締5月13日（必着）
■申ハガキまたはＦＡＸ（2面欄外記入例参照、現在お持ちのス
ポーツ・レクリエーション関連資格、②は登録番号、③は参加
希望の科目コードを明記）でスポーツ振興財団へ

■申対象施設で似顔絵用
紙に似顔絵を描いて提
出。展示終了後、参加
賞進呈　■対小学生以下
■￥無料

6月5日㈰ 9:00～17:50　世田谷区民会館集会室

スポ・レクネットに登録し、地域で活動しませんか

■問総合運動場温水プール☎3417-0017
　千歳温水プール☎3789-3911

［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。

総合運動場体育館アリーナでスポーツチャレンジコー
ナーを開催するほか、さまざまなイベントが行われま
す。詳細は区のおしらせ5月1日号をご覧ください。

親と子のつどい
5月3日（火・祝） 10：00～15：00

■ア

■ア

スポ・レクネット「基礎講習会」「基礎講習会」

◆第61回世田谷区民体育大会テニス大会(社会人大会)
5月28日～10月1日　総合運動場テニスコート 

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（2面記入方法参照で、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

節電等の影響により、掲載事業の中止や日程を変更する場合があります。最新情報はお問い合せいただくか、ホームページでご確認ください。

総合運動場温水プール、千歳温水プール

お母さんの 似顔絵展

だれでも、ひとりでも
参加できる教室
社交ダンス
お問合せいただくか、ホーム
ページでご確認ください。

［募集］4月25日～5月8日予定　
［展示］4月25日～5月22日予定　

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


