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次回（７月２５日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

今月
の

つれ
づれ

トー
ク
「積み、重ねられた、風景。」

を積み重ねる事を、スタッキング【stacking】といいます。
一般的にはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、

私達の身のまわりにはたくさんのスタッキングが存在していま
す。食器や椅子、工事現場の三角コーン、銭湯桶やスーパー
マーケットのかご等、他にも様々な例が挙げられますが、その
主な目的は、省スペース化、整理・収納、持ち運び易さ等の機能
的側面から考えられた、そのカタチに現れています。本展では、
そのようなプロダクトとしての機能美はもちろんですが、それ
だけでは説明しきれないスタッキングの表情や佇まいにも焦
点を当てています。物単体で見るよりも積み重ね
た状態の方がより身近で自然なものや、ついつ
い意味もなく積み重ねてしまうようなもの。子ど
もの頃、円錐形のあのお菓子を指先に積み重
ねた記憶がある方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。そのような行為や表
情によって生まれた「積み、重ねられ
た、風景。」が、私達の身のまわりや記
憶の中にはたくさん広がっていると
いう事を、この展示会を通じて、改め
て感じて頂ければと思います。

物
工藤健太郎（デザイナー、delibab代表）

　古くから重箱や盆などの木製工芸品の技術を伝える日本において、「積み」「重ねる」工夫は
生活を豊かにする大きな知恵のひとつです。だからこそ私たちの身のまわりには、収納性や機
能性を考慮した「積み」「重ねる」デザインが数多く存在します。そこには、試作を何度も繰り返
し、0.１mm単位で「カタチ」を調整するプロダクトデザイナーの美意識を、ストレートに感じと
ることができるかもしれません。
　本展では、「積み」「重ねる」行為を“自ら体験”したり、生活に関わる優れた「カタチ」に“魅せ
られる、入手する”機会も同時に得ていただきながら、デザインの視点から「Ｓｔａｃｋ－ｉｎｇ」
を考えます。“積み重ねることで、より美しくなる”デザインの力を１つ１つ感じてください。

「便利」で「省スペース」が大好きな日本人。

開催中－７．１２火　
１１：００～１９：００　入場無料／会期中無休
［会場]キャロットタワー　３Ｆ生活工房ギャラリー／生活工房４Ｆ
［主催］生活工房　［企画制作］delibab（デーリバーブ）

Stack-ing
Design 

スタッキングデザイン

展 積み、
　　重ねる、
カタチ。

関連イベント参加者募集中！

展示内容

【体験する】Ｓｔａｃｋ－ｉｎｇ

【魅せる】Ｓｔａｃｋ－ｉｎｇ

【購入する】Ｓｔａｃｋ－ｉｎｇ　

メイン展示会場
生活工房４Ｆ

導入空間
３Ｆ生活工房ギャラリー

英文字の積み木で？

「積み、重ねる」美しさとは？

オリジナル商品をGet！

本展を生活の視点から、より身近にご覧いただくための空間です。本
展のコンセプトを提示し、身のまわりの「ちょっと気になる」「便利な」
スタッキングデザインを紹介します。

アルファベット２６文字を型どった積み木（オリジナル制
作）を使って、「積み、重ねる」のに適したシェイプ、適さない
シェイプ…見て、触って、体験してください。

展示品の一部を展覧会場に併設するグッズショップで販売
します。本展示に合わせて制作したdelibabオリジナル商品も
販売予定です。

［写真パネル］ 散乱した生活空間が、「積み、重ねる」行為によってどれだ
け美しく整うのか…？ 銭湯とキッチンを例に、散らかりがちな生活シーン
を写真におさめ、“Before⇔After”形式でご覧いただきます。
［展示プロダクト例］スタッキングチェア、三角コーン、銭湯桶、跳び箱、
学校椅子、ヘルメット、曲げわっぱ、紙皿、整髪料など約30点。

■トークイベント「DESIGN＿素材と身体から」
■トークセミナー「未来のプロダクトデザインを考える」
■キッズデザイン・ワークショップ（対象：小学３～６年生）
　「心を重ねる・想いを重ねる～つながるコトをデザインしよう」

詳細は
P4記事参照



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。

世界中で愛される
リンドグレーンの絵本

開催中～6月26日㈰
1・2階展示室
 ■￥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

和田誠展  書物と映画
7月30日㈯～
9月25日㈰　
2階展示室
イラストレーショ
ンとグラフィック・
デザインを一体不
可分のものとし
て、1960年代から
現在まで、第一線
で活躍し続ける
和田誠。書物と映画にかかわる創作に着目
する本展では、井上ひさし、谷川俊太郎、
丸谷才一、村上春樹の４氏との仕事を大きく

企 画 展

次 回 企 画 展

次 回 常 設 展

細かつ緻密なデザインで日本映画黄金期を
支えた中古智、植田寛、柳生悦子の功績を、
当館収蔵資料とともにご紹介します。
■￥一般200円ほか　※団体割引あり ※企
画展チケットで観覧可

韓国文化交流イベント
■韓国伝統楽器レクチャーコンサート
「テグム」「ソグム」「タンソ」
7月1日㈮ 14：00～15：00　1階文学サロン
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。
共催：駐日韓国大使館  韓国文化院
■　講朴炳五（パク ピョンオ、演奏家）  ■￥無料
／当日先着150名（30分前入場開始）

■韓国カルチャー講座
「韓国の映像作品から味わう文学の魅力
―『私の名前はキム・サムスン』など」
7月9日㈯ 14：00～15：30　1階文学サロン
企画協力：女性と表現の会
■　講金惠信（キム ヘシン、学習院大学・青山学
院大学講師） ■￥500円／当日先着150名
（30分前入場開始）

第9回
大藪春彦記念ミステリー講演会

志水辰夫講演会
7月2日㈯ 14：00～15：30  1階文学サロン
ハードボイルド小説の先駆
者、大藪春彦の世田谷での
活動を称える記念ミステ
リー講演会です。今回は、
『行きずりの街』『きのうの
空』等の作品で人気の高い、
志水辰夫氏をお招きしてお話を伺います。
■　講志水辰夫（作家）　■￥500円／当日先着
150名（30分前入場開始）

世田谷文学賞関連講座
創作のための

ワンポイントアドバイス
文学賞の選考委員が皆様の創作の疑問に
お答えします。文学賞応募を考えている方、
創作に興味がある方など、どなたでもご参
加いただけます。
7月10日㈰ ：川柳　■　講速川美竹
7月17日㈰ ：詩　　■　講三田洋
7月23日㈯ ：俳句　■　講高橋悦男
7月24日㈰ ：短歌　■　講佐佐木幸綱
全て14：00～15：30　2階講義室
■￥500円／抽選30名
■申各講座開催2週間前（必着）までに往復ハ
ガキ（P8欄外記入方法参照、講師への質問
も明記）で当館「世田谷文学賞」係へ。1講座
につき1枚。連名不可。

取り上げ、ポスター、絵本・挿絵原画、装丁
版下等を展示紹介するとともに、自ら監督
した映画のシナリオ原稿や絵コンテなど、
自筆資料も公開します。
 ■￥一般700円、大・高生500円、中・小生
250円、65歳以上・障害者350円　
※団体割引あり

■映画上映会＆トークイベント
8月13日㈯ 13：30～17：00　1階文学サロン
和田誠監督作品『怖がる人々』（1994年、
製作：サントリー・松竹、117分、35mm）を上
映後、和田誠さんと、イラストレーターの
安西水丸さんによるトークイベントを開催し
ます。
■￥1,000円／抽選150名　■申 7月30日（必
着）までに往復ハガキ（P8欄外記入方法参
照）で当館「和田誠展イベント」係へ。3名ま
で連名可。
■コンサート「文学とジャズ」
8月20日㈯ 18：00開演　1階文学サロン
内容等詳細はP5をご覧ください。

常設展  第2期
特集：映画を支える
デザインの仕事

7月6日㈬～9月25日㈰　1階展示室
映画のビジュアルイメージを形作るのに欠
かせない、セットや衣裳のデザイン。その繊

関連企画

■講天野慶（歌人）　■対 中学・高校生    ■￥無料／抽選10名
■申 8月10日（必着）までに往復ハガキ（P8欄外記入方法参照、
連名可、年齢も明記）で当館「ジュニア担当」へ。
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TOPIC!

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/LITERATURE

桜井誠『長くつ下のピッピ』
1964年

昨年の様子

世界中で愛されるリンドグレーンの絵本割　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・2階展示室 開催中～6月26日（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。

 中高生のことのは  はくぶつかん 

「チーム対抗短歌合戦！」

朗読会でもお話会でもないフシギなお話空間。あのNHK
「みいつけた！」オフロスキー役の小林顕作さんが、館内の
あちらこちらで朗読します！   （共催：世田谷パブリックシアター）

8月3日㈬ 15：00～15：30　
1階文学サロンほか

■講小林顕作（俳優・脚本家・演出家・「コンドルズ」の脚本担当）　
■対 小学生以上    ■￥無料／抽選150名　■申 7月20日（必着）までに往
復ハガキ（P8欄外記入方法参照、連名可、
年齢も明記）で当館「ジュニア担当」へ。

文学館のあらゆる場所が読み聞かせの会場に！

「お話の森」

8月24日㈬ 11：00～15：30　
1階文学サロンほか

8月19日㈮ 10：30～15：30　
府中郷土の森ほか ■講当館学芸員ほか　■対 小中学生    ■￥小学生480円、中学生820円／抽選10名

■申 8月5日（必着）までに往復ハガキ（P8欄外記入方法参照、連名可、年齢も明記）
で当館「ジュニア担当」へ。

夏休み子ども文学さんぽ

「はくぶつかんたんけんシリーズ」

魔法のことば「ミソヒトモジ」（三十一文字）のタネから、素敵なウタ
の花を。「ケータイ短歌」の生みの親・天野慶さんを講師に、中高生
向けのことばのワークショップを開催します！ 

府中郷土の森で、世田谷区ゆかりの詩人作家・村野四郎の足跡をたずねます。

6月28日～7月5日は展示替えのため、常設展示を休止します。

遊びと学びの
子どもプロジェクト2011事業

夏休み期間に実施する子ども向け総合プロジェクト。
子どもの優れた感性と個性を伸ばし豊かな人間性を育むことを目指す。世田谷区共催。

引換券 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

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。
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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 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。

遊びと学びの
子どもプロジェクト2011事業

夏休み期間に実施する子ども向け総合プロジェクト。
子どもの優れた感性と個性を伸ばし豊かな人間性を育むことを目指す。世田谷区共催。



（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

１６１６会グループ展開催中～6/26
めぐる季節  たかはしたかこ染色作品展6/28～7/  3
ぺねろっぷの世界（水墨画）7/  5～7/10
写真展～乙女たちの好奇心～20117/12～7/17
大嶋貞子個人展7/18～7/24

■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
●千葉一夫 個展　●モロニ展8開催中 6/26～ ●星の子展

3 2011年6月25日号

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。

世田谷美術館も開館以来四半世紀を
過ぎ、館内設備の老朽化が進み、最も
重要な空調設備も更新時期を迎えま
した。このたびは9か月間休館させて
いただき、空調および配管設備等を中
心とした改修工事を行うことになりまし
た。皆様にはご迷惑をおかけいたしま
すが、ご理解のほどよろしくお願い申
し上げます。

TOPIC!

〒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.jpART世田谷美術館

「アフリカの貌」
開催中～9月25日㈰
世田谷美術館が所蔵するアフリカの現代美
術作品、資料を展示し、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 、
《ヴィーナスの粧
い》や絶筆《假
眠》等、油彩・素
描合わせて11点
を展示します。

7月のギャラリートーク
「宮本三郎記念美術館について」
7月9日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要

音広場「応援の輪」・チャリティー・ライヴ
6月26日㈰ 19：00開場 19：30開演
被災された皆様へ少しでも何かできないか？
これまで音広場に出演して下さったミュージ
シャンにより、チャリティー・ライヴを開催し

街・人・出来事 向井潤吉と桑原甲子雄
開催中～6月26日㈰

武蔵野を歩く 向井潤吉と師岡宏次
7月2日㈯～9月25日㈰
世田谷美術館の収蔵品
のなかから、師岡宏次
が撮影した武蔵野の
風景写真を集めて、
向井潤吉の民家作品と
ともに展示します。

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

世田谷美術館分館
ます。「応援の輪」を合言葉に、小さくとも美
しい善意の花を咲かせたいと思います。
■出鴻池薫＆HAWAIIAN SOUL FRIENDS、
CHOCOLAT PLUS、ビリー諸川 ＆ HARVEST MOON、
日本大学RHYTHM SOCIETY ORCHESTRA
■￥ 1,000円（当日、義援金を募ります）／申
込先着50名

音広場・夏・「アフリカの音」
7月31日㈰ 18：30開場 19：00開演
開催中の展覧会「アフリカの貌」にあわせて、
アフリカの打楽器を使ったミニコンサートを行
います。沢田としきの絵本『アフリカの音』の、
綾田俊樹さんによる朗読も予定しています。
■出ヒロタマサシ（ドラマー）、菅野真司（ドラ
マー）、綾田俊樹（俳優）、他
■￥ 1,500円／申込先着50名

夏のオープンワークショップ
「くうそうかいぼうがく」

8月10日㈬～14日㈰　
13：00～17：00（16：30迄受付）
解剖図では知ってはいても、直接には目にす
ることができない自分の体の中。知識ではな
く経験や実感を頼りに自分の体内の絵を描
き起こす＝「空想の解剖図」を制作するオープ

ンワークショップです。
■　講奥村雄樹(美術家)　■￥ 100円（1回）
■申事前申込不要。プログラム時間内いつで
も直接ご来館ください。

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。

ミュージアム コレクション 2011

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

ジュゼッペ・カポグロッシ
 《無題》1953年

ⓒSIAE,Roma&SPDA,Tokyo,2011

南大路  一《植物(C)》1958年

■申往復ハガキ、Eメール（P8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

師岡宏次《玉川上水・小金井付近》
1960年

「アフリカの貌」展示風景

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

世田谷美術館は改修工事のため、
2011年7月1日㈮から
2012年3月末まで休館します。

イタリアの部屋でみる夢  開催中～6月30日㈭　2階展示室

休館中は、世田谷美術館分館の各所にて収蔵品を展示いたします。
また、「世田谷美術館コレクションによるアンリ・ルソーと素朴な画家たち」展を始めとして当館
の所蔵品が全国各地の美術館で展示されます。
区内の小学校へのアートプログラムの実施やワークショップなどは、場所を変えて行ないま
す。（詳しくは下欄参照。）今後も本紙やＨＰで各種情報をおとどけします。

葉っぱワークショップ
「眠るセタビの12か月の木」
開催中～2012年3月 毎月第2木曜日13：00
～16：00　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。来年の開館時には、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／各回申込
先着30名  ■申当館HP ※一回からの参加可

―萬ＫＥＮＢＵＮ録―
レトロ建築再生ギャラリー

①7月22日㈮  ②9月30日㈮
両日とも13：30～17：00（現地集合、解散）
アートを切り口に、都内随所に残る魅力溢
れるレトロ建築を再利用したスポットを巡り
ます。
場所：
○銀座一丁目「奥野ビル」（旧・銀座アパート
メント）昭和７［1932］年築 エクリュ＋エイチ
エムほか
○茅場町「第二井上ビル」（旧・セーラー万年
筆本社）昭和２［1927］年築 ギャラリー須知
○東向島鳩の街通り商店街（旧・カネコ薬局）
昭和２［1927］年築　アート＆カフェこぐま

○浅草（旧「竹長」内蔵）慶応４［1868］年築
ギャラリー・エフ
案内人：高橋直裕（当館学芸員）
■￥500円（交通費など実費は別）／申込先着
各回10名  ■申①7月12日 ②9月20日（消印
有効）まで往復ハガキ（P8欄外記入方法参照）
で当館「レトロ建築再生ギャラリー」係まで。
＊内容は両日とも同じです。どちらかをお選びください。

     夏休みこども映画ワークショップ
     世田谷美術館こども美術大学

    夏休み特別版～
岡さんの家を舞台に映画をつくろう
昭和の雰囲気を残す一軒家、岡さんの家を
舞台に、オリジナル短編映画を作ります！
日程：
Ａグループ：8月8日、9日、12日、17日、26日
Ｂグループ：8月8日、9日、15日、22日、26日
Ｃグループ：8月8日、9日、16日、23日、26日
場所：「岡さんのいえTOMO」（上北沢3-5-7）
■　講杉田協士、保坂大輔、金子裕昌(映画監
督・世田谷美術館美術大学講師)　■　対小学4
年生～中学生　■￥無料／申込先着各グル
ープ7名　■申当館ＨＰ(希望の日程のグルー
プを備考欄に明記してください)
共催：岡さんのいえTOMO（財団法人世田
谷トラストまちづくりが支援する地域共生
のいえ）

［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
※(　)内は20名以上の団体料金

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。

宮本三郎記念美術館
〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　☎5483-3836

中学生・小学生は土、日、休日、夏休み中、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設　●向井潤吉アトリエ館　●清川泰次記念ギャラリー　●宮本三郎記念美術館

休館中の事業

※各分館は通常どおり開館します。

6月30日
まで

かお



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。

Stack-ing Design 展
積み、重ねる、カタチ。

開催中～7月12日㈫ 11：00～19：00　
3F生活工房ギャラリー＆生活工房4F　 
会期中無休　詳細は1面をご覧ください。 ■￥無料

1「ＤＥＳＩＧＮ＿素材と身体から」
6月25日㈯  14：00～15：30  生活工房5Ｆ
建築やプロダクトにとどまらず、多彩に活動
し続ける黒川雅之氏。「素材と身体」をテーマ
に、デザインに対する自身の考えを語ってい
ただきます。
■講黒川雅之（建築家・プロダクトデザイナー）
■￥500円／申込先着80名　■申Ｅメール（P8記
入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ
2「未来のプロダクトデザインを考える」
7月2日㈯  14：00～15：30  生活工房5Ｆ
「日経デザイン」編集長である下川一哉氏に、
これまでの名作プロダクトデザインをご紹介
いただきながら、未来のプロダクトデザイン
の在り方について、お話を伺います。
■講下川一哉（日経デザイン編集長）　
■￥500円／申込先着80名　■申Ｅメール（P8記
入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ　

企 画 展
おりがみには日本人の「おもてなし」の原点
が込められています。日本の和紙の文化に
ついてお話しを伺いながら、折る楽しみを体
験するセミナーです。
■講小林一夫（おりがみ会館館長）
■￥1,000円（学生200円割引）／申込先着50
名　■申電話かEメール（P8記入方法参照）で
生活工房へ　※詳細は生活工房HP参照

連続セミナー第2回
眞田岳彦ディレクション

生命(いのち)をつつむ未来繊維
医療 Medical

「再生する皮膚と心の布」
7月23日㈯  13：00～15：30  生活工房5Ｆ
先端繊維をテーマ
に、専門家を迎えて
5つのカテゴリーか
ら、私たちの生命や
暮らしの未来を考え
る連続講座。第2回
目「医療 Medical」では、「皮膚再生医療の先
端」、「日本の衛生製品開発事情」についてお話
を伺いながら、医療と「心をつつむ布」について

探求します。※詳細は生活工房ＨＰ
■講黒柳能光（北里大学大学院医療系研究科
教授）、藤田直哉（社団法人日本衛生材料工
業連合会）　■￥各回1,000円（学生200円割
引）／申込先着50名　■申 電話かＥメール
（P8記入方法参照）で生活工房へ
［企画］眞田岳彦（衣服造形家）　
［マテリアル協力］白十字株式会社

※キッズデザインワークショップの詳細は上欄
をご覧ください。
 

日本の伝統文化と歳時記 VOL.1
和紙でおりなす日本のこころ

～連鶴・折形・和紙人形

7月16日㈯～8月14日㈰　9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　期間中無休
四季にまつわる伝統文化と伝統美を探る連
続企画。第1回は
日本の豊かな風
土が培ってきた
「和紙の文化」が
テーマです。夏文
様の千代紙、折
形文化などの紹
介をはじめ、江戸時代の風物詩をテーマにし
た和紙人形を通じて、当時の庶民の夏の過
ごし方についても考察します。
［企画制作］アイエイチ・ファクトリー　
［協力］おりがみ会館　■￥無料

「夏文様を折る～おりがみでみる和紙文化」
8月6日㈯ 14：00～16：00　生活工房5F

関連トークセミナー

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～7/9㈯ チンチン電車が走っていた街
7/10㈰～8/20㈯ カメラを持って世田谷散歩

42011年6月25日号

夏の子ども体験ワークショップ 2 0 1 1

参加者1人ひとりがつながるコトって、どんなカタチ？　簡単な
ゲーム体験やスタッキングデザインの観察から、「重ねる行為」
「つながるコト」をスタッフとともに考え、カタチにします。

関連セミナー

1
Stack-ing Design展関連　
キッズデザインワークショップ
「心を重ねる・想いを重ねる
～つながるコトをデザインしよう」
7月9日㈯・10日㈰ 各1日完結 
11：00～17：00　生活工房4F　

TOPIC!

■講村田桂太、福田一郎（共にプロダクトデザイナー）
■￥1,000円（材料費込）／各日抽選20名　
■対小学3～6年生（お弁当・水筒持参のこと）　
■申7月5日（必着）までにEメール（P8記入方法参照、
希望日と学年も明記）で生活工房へ
［企画制作］JIDA東日本ブロック「でざきっずプロジェクト」

2

■講コド・モノ・コト、吉田守孝（プロダクトデザ
イナー）、伊藤彩（料理家）　
■￥1,000円／抽選20名　■対小学3年以上　
■申7月13日（必着）までに往復ハガキ（P8記入
方法参照、学年も明記）で生活工房へ

手から知る、うつわとやさい

思い立ったらアニメーション！ 人間や周りにあるものを使っ
て、実写のコマ撮りアニメーションをつくります。携帯電話
iPhoneで撮影・編集をおこない、作品はインターネットに発
信します。

8月13日㈯・14日㈰ 各1日完結　13：00～16：30　生活工房4F　

■講小柳貴衛（アニメーション作家）　■￥1,000円／各日抽選20名
■対小学3年以上　■申8月1日（必着）までに往復ハガキ（P8記入
方法参照、希望日と学年も明記）で生活工房へ

世田谷で活動するおはなしの会が大集合！　紙芝居や大型絵本、す
ばなしや手あそびなど、様々なプログラム（3日間で17グループが出演、
詳細は生活工房HP参照）を上演します。
［共催］世田谷おはなしネットワーク　 
■￥無料　■対幼児～小学生（親子でも参加可、幼児は保護者と参加）　
■申不要、当日直接会場へ

7月24日㈰ 9：00～17：00　
生活工房4F　

4 8月17日㈬～19日㈮  11：00～15：00　生活工房4F　
おはなしいっぱい

3 おてがる・おきらく・コマ撮りアニメーション

日程／10月11日㈫～19日㈬ 9日間
世界の東西にまたがるトルコの世界遺
産であるカッパドキアなどの歴史・文化
に触れるとともに、大学や一般家庭を訪
れ、現地の人々との交流を図る旅。
■￥23万円程度　募集人員／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7月
20日までに、津森（☎・■FAX 3324－1408、
P8記入方法参照）まで

平成23年度
国際社会に学ぶ海外訪問研修
トルコ ツアー参加者募集

再生医療の現場（培養室）

次回企画展

「江戸の物売りシリーズ・夕涼み」
奥田房子作

「食べもの」と「うつわ」の関係やデザイ
ンについてみんなで考えます。世田谷区

内の農園で野菜を収穫し、「うつわ」を手に
とって比較して、野菜のおやつ作りをします。
おやつの時間は保護者のかたもどうぞ。
※天候によって内容を一部変更する場合があります。



法律相談初回無料！
東京ゆまにて法律事務所はあなたの身近な法律相談所です。
相続・遺言・離婚・多重債務・不動産賃貸借・金銭貸借など
個人・法人を問わずご相談をお受けします。
どうぞお気軽にお電話ください。

成城学園前駅

☎ 03-3416-4371（初回30分無料）
9：30～17：30（休：土 日 祝日）

南口南口

北口北口

ミスタードーナツ

ご相談予約は

お電話受付時間

〒１５７－００６６
東京都世田谷区成城２丁目４０番５号 
ヴェルドミール成城９０１
（成城学園前駅 南口より徒歩1分）

東京ゆまにて法律事務所
代表弁護士　井口 博
（第二東京弁護士会・登録番号 21370）
（一橋大学卒・元大阪地裁判事・平成元年弁護士登録）

神戸屋
交番

三井住友銀行

東京ゆまにて法律事務所東京ゆまにて法律事務所

アマチュアスペシャルライブ出演者

こども合唱メンバー

■対世田谷区在住・在学・在勤で演奏が出来る音楽愛好家の個
人およびグループ
［演奏内容］必ず童謡を含むこと。既存の童謡の編曲や新たに
作曲した「童謡」でも可。
■￥参加料無料　■申7月1日～8月12日（必着）

■対世田谷区在住・在学の小学4年生～高校生
■￥無料／40名程度　■申7月1日～８月12日（必着）

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。

１０月8日㈯ 13:30開演（13:00開場）
アマチュアスペシャルライブ

１０月9日㈰ 15:00開演（14:30開場）

DiVaとこどもたち 
童謡をうたう

テーマは「童謡」。日頃の練習の成果を「童謡」で発揮し
てください！

DiVaと一緒に童謡をうたってみませんか？
［練習日］9/3、10、24、10/1、8　［時間］午後3時間程度
※上記日の他に本番当日の午前中にリハーサルあり
［会場］池尻小第２体育館（9/3～10/1）、烏山区民会館（10/8）
［曲目］谷川賢作の作編曲による童謡の合唱曲
［講師］谷川賢作ほか

■￥一般 3,000円、区民 2,500円（前売りのみ）
　子ども（小～高校生）1,500円 ※未就学児童入場不可

［出演］DiVa、 公募による「こども合唱メンバー」

音楽大好きアマチュア演奏家による「童謡」の祭典です！ 

募集！

谷川俊太郎作品をはじめ、現代詩を「歌」にして新しい息吹を与えるDiVa
と子どもたちが、「童謡」で共演します。

7月1日  チケット発売開始

全席
指定

夏を楽しもう！
　　　音楽イベント
夏を楽しもう！
　　　音楽イベント

夏休みファミリーコンサート

動物の鳴きマネならこの人！江戸家猫八師匠がその妙技で室内
楽と共演。何種類の動物が出てきたか、分かるかな？
［出演］江戸家猫八（お話・ものまね）、祐ノ介＆フレンズ（演奏）

第2部 オーケストラとものまねのコンチェルト
≪動物の四季≫（山本直純作・山本祐ノ介編）

♪ワクワク楽器体験ひろば♪
コンサートが終わったら、オーケストラの楽器を見て、さわって、音を出してみよう！
会場：夏休みファミリーコンサートステージ上　■￥無料（事前申込不要）

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1,800円（前売りのみ）　子ども（4才～中学生）500円

結成２年目のジュニアオーケストラが登場！ 
新メンバーとなって初めてのステージです。
［出演］金聖響（指揮）
　　　せたがやジュニアオーケストラ（演奏）
［曲目］ビゼー：「アルルの女」第2組曲より
　　　ファランドール
　　　ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調
　　　作品67「運命」（第1・4楽章）

せたがやジュニアオーケストラ
ⒸTAKEHIKO HASHIMOTO

金聖響
ⒸEisuke Miyoshi

おはなし：
池辺晋一郎

ジュニアオーケストラ サマーステージ！第1部

烏山区民会館

江戸家猫八 山本祐ノ介

全席自由

入場無料
去年の「アマチュア
スペシャルライブ」より

チケット
発売中

去年の「夏休みワークショップ」より

合図に合わせて、大きく、小さく、ながーーーく、みじかくっ。声や楽器で音
を描いて、みんなしかできないあたらしい音楽をつくってみよう！

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。
※応募要項は音楽事業部HPまたは“遊びと学びの子どもプロジェクト”
リーフレットをご覧ください。

夏休みワークショップ
①ロバの音楽座ワークショップ「音とあそぼう」

8月12日㈮ 13:00　船橋公文書庫
■対世田谷区在住・在学の小学校1～3年生　
■￥1,000円(材料費別途)／30名　■申７月1日～２０日(必着)

■対世田谷区在住・在学の小学校4～6年生　
■￥1,000円／20名　■申７月1日～８月１２日(必着)

世界に一つしかないおもしろ楽器「ロバの足」を
つくろう！

②「サウンド・ペインティング！」

8月24日㈬ 14:00　船橋公文書庫

全席
指定

全席
自由

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
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世田谷パブリックシアターチケットセンターへ車椅子スペースあり（定員有・要予約）

せたがやMusicコレクションIV 
〈世田谷文学館「和田誠展  書物と映画」関連企画〉

「文学とジャズ」

7月3日チケット
発売開始

8月20日㈯ 18:00開演（17:30開場）　
世田谷文学館1F文学サロン

■￥一般2,000円　※未就学児童入場不可

※「和田誠展　書物と映画」の詳細はP2をご覧く
ださい

※チケットをお持ちの方は、公演当日に限り「和田誠展  書物と映画」を
団体割引価格でご覧いただけます

夏の宵に、文学にまつわるナンバーを中心に、
和田誠さんのトークと共に楽しむコンサートです。
［出演］佐山雅弘（ピアノ）、井上陽介（ベース）、
　　　道下和彦（ギター）、島田歌穂（ヴォーカル）、
　　　和田誠（おはなし）
［曲目］当日をお楽しみに！

DiVa（ディーヴァ）［高瀬麻里子（ヴォーカル）、 谷川賢作（ピアノ）、大坪寛彦（ベース）］
1995年「現代詩をうたう」バンドとして結成。詩人・谷川俊太郎の作品を中心につぎつぎとオリジナル作品を発表、個性的な楽曲のクオリティは
結成当初から注目を集め、多数のミュージシャンによってカヴァーされています。　　　　　　　 ※本公演は宝くじの助成を受けて実施しています。

詳しくはＨＰをご覧ください。 せたおん 検索

このページのチケットの申し込み・お問い合せは、世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515へ。その他の公演チケットはP7「前売情報」をご覧ください。

Part
2

Part
1

TOPIC!

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

5 2011年6月25日号
遊びと学びの
子どもプロジェクト2011事業

世田谷芸術百華
２０１1事業

〒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/

世田谷文化生活情報センター

音楽事業部



週目

 第2

週目

 第1

■￥区民400円  一般500円  高校生以下300円／各回先着20名（要事前申込）  
■申劇場チケットセンター ☎5432-1515 または劇場HPから　■問劇場

パペットつくってあそぼう作戦！
■講中村信子（人形劇俳優・美術家／どんきい）

演劇×安全ワークショップ
■講あんぜんファンフェアーズ
　（武田信彦・田野邦彦・わたなべなおこ）

週目

 第3 あ～、らくだ。らくだ体操だからだ！
■講我妻恵美子（舞踏手／大駱駝艦）

週目

 第4 はじめての落語
■講7/23 林家久蔵、8/27 林家きく姫、
　9/24 林家木久蔵（落語家／林家木久扇一門）

世田谷アートタウン2011「三茶de大道芸」 ボランティアスタッフ募集！

土曜 劇場プレイ・パーク
毎週土曜日の午前中に劇場をオープンし、演劇やダンスをはじめ、
様々な体験プログラムを開催しています。お気軽にご参加ください！

三軒茶屋の街を舞台に繰り広げる秋恒例のフェスティバル。
今年も街を盛り上げるボランティアスタッフを募集します。
詳細はこちら！→http://setagaya-ac.or.jp/arttown/
開催日：10月15日㈯・16日㈰　活動時期：8月～10月まで（週末中心）

【勤務内容】劇場事務所受付業務(劇場代表電話の応対や取次が中心)【勤務日数】
月16日以内①8時45分～13時15分②13時～18時③17時～22時（1日3交替
1ケ月単位のシフト制） 【時給】830円（交通費別途支給) 【契約期間】7月から長期

希望 【募集対象】18歳以上(高校生を除く)／若干名 【選考方法】1次＝書類選考、2次＝面接 【応募方法】7月6日(必
着)までに、履歴書(写真貼付、勤務可能日・時間帯、志望動機を明記)を劇場へ郵送、又は持参してください。

小学生・中高生・先生のためのワークショップ

夏休み
ワークショッププワ クシ ップッシワークシショッ
夏休み
ワークショップ
夏休み
ワークショップ

※動きやすい服装でお越しください。未就学児童参加不可。持ち物など詳細は劇場HPをご覧ください。 

7/2
8/6
9/3　
7/9
8/13
9/10
7/16
8/20
9/17
7/23
8/27
9/24

256/ 26 3 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 27 2825 29 30 3027 28 29 230 3117/

世田谷パブリックシアター

シアタースケジュール
6/25～7/31

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。

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
『お話の森』 阿佐ヶ谷スパイダース Presents 『荒野に立つ』Ｎｉｂｒｏｌｌ 『THIS IS WEATHER NEWS』　

■問プリコグ☎3423-8669　info@precog-jp.net

シス・カンパニー公演『ベッジ・パードン』　■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　■問シス･カンパニー☎5423-5906

今年もやってくる夏休み。
さあ、何をしようと迷っている人は、
ぜひ劇場に遊びにきてください。
世田谷パブリックシアター
「世田谷みんなの劇場」では、
スペシャルな夏休みを過ごせるよう、
とびっきりの体験プログラムを
そろえています！

（a）コース名・希望日程（b）氏名（ふりがな）（c）住所 
（d）電話番号 （e）性別 （f）生年月日 （g）ひとこと （h＊）靴
のサイズ［＊「カラダと旅するワークショップ」ご希望の
方のみ］を記入して、世田谷パブリックシアター「夏休み
ワークショップ」担当まで郵送か■FAX5432-1559、また
は劇場ＨＰから　※応募者多数の場合は抽選。■問劇場

ご一緒するのはサーカスアーティスト。でも特訓はしません、運動経験も
いりません。 普段は使わないカラダとココロを使って遊びます。 

■対身体を使って何かしてみたい人。
①どなたでも②小学3年生以上　
■￥各回500円／定員①20名 ②15名
■締①7/5㈫ ②7/20㈬必着　
■申上記「夏休みワークショップ」参照

  小学生のためのワークショップ
「小学生のための遊ぶ演劇ワークショップ」 ～しゅっぱつ！エンゲキ大冒険～
はじめて出会う友だちと、からだをつかったゲームをしたり、お話をつくったり。思いっきり遊ぼう！
①低学年7月コース　7/22㈮～24㈰ 10:30～15:30 〈全3回〉　
②低学年8月コース　8/18㈭～20㈯ 10:30～15:30 〈全3回〉
③高学年コース　8/24㈬～29㈪ ※27㈯はお休み 10:30～16:00 〈全5回〉
［進行役］①②③すずきこーた（演劇デザインギルド） ほか
■対①②小学1～3年生③小学4～6年生　■¥①②1,500円③2,500円／抽選各20名　
■締①②③7/13㈬必着 ※複数コースへのお申込み、ご参加はいただけません。
「小学生のためのダンスワークショップ」～うずうずダンスワークショップ＠SePT～
とにかくうずうずして仕方がない人集まれー！気づいたら踊っているような楽しいワークショップ！
8/1㈪・2㈫ 　［進行役］森下真樹（ダンサー・振付家）　　
※対象など詳細は劇場HPもしくはお問合せください。
  中高生のためのワークショップ
「中学生と高校生のための演劇ワークショップ」 ～ How do you feel ? ～
初めて参加する人、経験ある人、いろんな人が集まれば、予想もできないコトが起こるはず。
①おためし1日コース　7/21㈭ 13:00～16:00 
②つづけて4日コース　8/3㈬～6㈯　初回13:00～16:00 以降11:00～16:00 〈全4回〉 
［進行役］①②富永圭一（abofa）　■対①②中学生・高校生　
■¥ ①500円②2,000円／抽選各20名　■締①7/13㈬②7/22㈮必着
「中学生と高校生のためのダンスワークショップ」 カラダと旅するワークショップ
みんなで劇場に集まって、サーカスアーティストと一緒にワークショップの旅に出かけましょう。
8/22㈪・23㈫  13:00～16:00〈全2回〉　［進行役］金井圭介(サーカスアーティスト・ダンサー)
■対中学生・高校生　■¥ 1,000円／抽選各15名　■締8/12㈮必着
  先生のためのワークショップ
からだを動かしたり、おしゃべりしたりしながら、日々の授業や学芸会・学習発表会に向けてのヒン
トを、一緒に探していきましょう。詳細は劇場ＨＰをご覧ください。 日程：7/29㈮・7/31㈰・8/27㈯

TOPIC!

その他の公演チケットはＰ７「前売情報」をご覧ください。　

8月13日㈯ 15：00 『日野皓正 Live』 
■出日野皓正（Tp） 石井彰（Pf） 須川崇志（B） 
田中徳崇（Ds）  ＊14:30 Dream Jazz Band
卒業生バンドによるオープニングアクトあり
8月14日㈰ 14：00
『Dream Jazz Band 7th Annual Concert』
■出日野皓正　Dream Jazz Band　ほか講師ミュージシャン

※10日16:00の回は、4歳未満ご入場不可。4歳～高校生までのチケット
をご購入いただいた方は、公演当日、要年齢確認。

※未就学児童入場可ですが、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
がお声掛けさせていただく場合もございますの
で、予めご了承ください。託児サービスあり。4歳
未満のお子様で、お席が必要な場合は要チケット。

ROLLY小林顕作

お話の森お話の森 シアタートラム
子どもと大人のための◎読み聞かせ “Jazz for Kids”“Jazz for Kids”“Jazz for Kids”

世田谷パブリックシアター

日野皓正
presents 

JAZZ POWER　ジャズの力

■¥ 一般2,000円　4歳～小学生500円
　中学生・高校生1,000円

チケット好評発売中

■申劇場チケットセンター ☎5432-1515■申劇場チケットセンター ☎5432-1515
■¥ 区民 3,800円  一般4,000円

7月  9日㈯14：00
　  10日㈰11：00　
■出小林顕作
7月10日㈰16：00　
■出ROLLY

お話の森

カラダと旅するワークショップ
①「モノから生まれるダンス」　7/13㈬ 19:30～21:00
②「あしなが空中散歩 in 世田谷」　7/30㈯13:30～17:00 

10:00～12:00
集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階） 7月～9月のプログラム

夏休みの前にも…

＊「お話の森」は、世田谷文学館でも開催！（P2参照）

世田谷パブリックシアター
アルバイト募集   　■問劇場　

全コース共通申し込み方法

～コミュニケーションと
　チームワークでGO!～

会場
世田谷パブ

リック

シアター け
いこ場

ほか

前売予定枚数終了
 ※当日券については劇場HPもしくはお問合せください。

日野皓正 
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夏休み

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
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〒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



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携帯http://setagaya-pt.jpPC

窓口で

オンラインで（要事前登録・登録料無料）
●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

16日㈮：トーク＆コンサート～チェンバロってどんな楽器？～
17日㈯：デュオ・コンサート～オーボエ奏者 広田智之氏を迎えて～

音楽事業部

■場成城ホール ■￥区民 2,800円　一般 3,000円  

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。オンラインのみ取扱。
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 2,900円　一般  3,000円   
ファミリー割引（保護者同伴の中学生以下、
要年齢確認 店頭・TELのみ）1,000円

演 劇 8/6㈯
～9㈫

■問劇場チケットセンター

朗読劇 
『この子たちの夏 1945・ヒロシマ ナガサキ』　

アルテイソレラ
『愛こそすべて～華麗なるフラメンコ・レヴュー』ダンス 発売中9/3㈯15:00/18:00開演

　・4㈰14:00開演

シティボーイズミックス PRESENTS
『動かない蟻』演 劇 9/8㈭

～19（月・祝）
発
売
区民
一般　6/25㈯

 発売中

現代能楽集Ⅵ 『奇ッ怪  其ノ弐』　演 劇 8/19㈮
～9/1㈭

発
売
区民
一般　7/2㈯

 発売中

音 楽 7/2㈯
15:00開演

［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

［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㈯

世世田世田世田谷谷パ谷パブリブリ クックシアタ 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

※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。

撮影：野口 博

7 2011年6月25日号

［演・振］謝珠栄  ［出］東山義久　伊礼彼方　小西遼生　今井清隆　保坂知寿　他
　　　

［出］かとうかず子　島田歌穂　高橋礼恵
西山水木　根岸季衣   原日出子（五十音順）
［短歌．俳句朗読］荒木真有美 世田谷区内外の中高生

［構・演］木村光一　

発売中

発売中

発売中

■問 JACROW☎090-4416-3147

［演・脚］中村暢明　［出］前田剛  今里真   川本裕之  菅野貴夫  ハマカワフミエ  岡本篤
浅井伸治　谷仲恵輔　秋澤弥里　峯岸のり子　仗桐安　蒻崎今日子　吉水雪乃

10/21
㈮
22
㈯
23
㈰
24
㈪

14：00
13：00

18：00
19：00

■￥区民 S 6,800円　一般  S 7,000円　A 4,500円  スペシャルシート9,000円

［構・演・振］佐藤浩希　
［出］鍵田真由美  佐藤浩希  フェルナンド・ソト（歌）  ホセ・ガルベス（歌）　
アナ・デ・ロス・レジェス（歌）　マレーナ・イーホ（ギター）　大儀見元（パーカッション）　斎藤誠（ギター）　他
　　 

■問サンライズプロモーション東京☎0570-00-3337

8/6
㈯
7
㈰
8
㈪
9
㈫

14：00
12：00

15：00
17：00
19：00

区民
一般　

発
売一般7/1㈮

6/30㈭

TSミュージカルファンデーション 『眠れぬ雪獅子』　演 劇 10/21㈮
～30㈰

区民
一般　7/9㈯  

発
売一般

7/8㈮

■問TSミュージカルファンデーション☎5738-3567（月～土10:00～18:00）

■￥区民  S 9,200円  A 5,700円　
一般 S 9,500円　A6,000円
65歳以上・学割は下記■問のみ取扱

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

■￥区民 3,400円　一般  3,500円　　
四十割引（40歳以上･要身分証）／　平日昼間 3,200円　　　
■￥区民 3,400円　一般  3,500円　　
四十割引（40歳以上･要身分証）／　平日昼間 3,200円　　　
■￥区民 3,400円　一般  3,500円　　
四十割引（40歳以上･要身分証）／　平日昼間 3,200円　　　

シアタートラム

発売中演 劇 7/14㈭
 ～31㈰ 阿佐ヶ谷スパイダース Presents 『荒野に立つ』

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

～リスト生誕200周年に寄せて／アメリカン・クラシックス～

ダンス 8/5㈮　・6㈯
トヨタコレオグラフィーアワード2010受賞者公演
プロジェクト大山 『キャッチ マイ ビーム』

初演
（09年）より

発売中

ダンス 8/10㈬19:30開演　・11㈭19:00開演
スパカンファン（SPAC-ENFANTS）プロジェクト
『タカセの夢』 発売中

JACROW 『明けない夜  完全版』　演 劇 8/25㈭～28㈰
発
売
区民
一般　

7/22㈮
7/23㈯

裕福な家庭の娘が誘拐されたことで浮き彫りになる、家族や刑事たちの内面を描く。

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

未就学児童
入場不可

■問 SPACチケットセンター
☎054-202-3399／劇場チケットセンター

■￥区民 3,500円  一般 4,000円　ペア 7,000円　
グループ割（3名以上）3,200円　他学割あり  
※10日㈬はアフタートーク、１１㈭はプレトーク

［振・演］メルラン・ニヤカム　［出］スパカンファン（静岡県の中高生10名）

■問地点☎075-888-5343

［テクスト］ジャン・ジュネ　
［訳・構］宇野邦一　［監修］三浦基  
［出］安部聡子 山田せつ子 ※日替わりゲストあり

8/31
㈬

9/1
㈭
2
㈮
3
㈯
4
㈰

19：30
15：00

地点上演実験 『トラディシオン／トライゾン』　演 劇 8/31㈬～9/4㈰
発
売
区民
一般　

6/26㈰
7/2㈯

■￥区民 割引はございません　一般 1,800円　3枚綴りチケットは劇団のみ取扱

未就学児童
入場不可

俳優とダンサーによる共同作業を軸にした本作。地点の
代表・三浦が日替わりでゲストを迎えるトークと二部構成。

■問ROCKSTAR有限会社☎5272-0991
■￥区民 2,800円　一般 3,000円  
［構・演・振］古家優里　［出］プロジェクト大山8/5

㈮
6
㈯

18：00
14：00

19：30

◉

7/21㈭以降　㈪㈬㈭㈮19：30但し28日㈭は15：00も
㈫休　㈯13：00/18：00但し31㈰は13：00のみ

■￥区民 割引はございません  一般 5,800円 ★プレビュー公演4,500円  
■問ゴーチ・ブラザーズ
☎3466-0944（平日11:00～19:00）

7/14
㈭
15
㈮
16
㈯
17
㈰

19
㈫
20
㈬

15：00
13：00

18：00
19：30

18
㈷

休
演

［作・演］長塚圭史
［出］安藤聖  川村紗也  黒木華  斉藤めぐみ  佐藤みゆき　伊達暁  中村まこと  中村ゆり  
 中山祐一朗  長塚圭史  初音映莉子  平栗あつみ  福田転球  水野小論  横田栄司 　

チベットを舞台に、旅芸人テンジンと詩人ドルジェが軸となり、
現代と過去の2重構造で進む物語。豊かで平和な世界とは…。

■￥区民 割引はございません   一般  S 7,000円　A 6,000円 
■問アッシュ・アンド・ディ・コーポレーション☎5456-8130

9/8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰
12
㈪
13
㈫
14
㈬

17：00
13：00

18：00
19：00

［演］天久聖一
［出］大竹まこと  きたろう  斉木しげる  中村有志　荒川良々　辺見えみり
　

9/15㈭以降  ㈭・㈮19:00  ㈯・㈰13:00/17:00  （月・祝）18:00

「能」「狂言」から想を得た、ちょっと奇妙でおかしなお話。実力派・個性派
俳優が集結してお届けする摩訶不思議な前川ワールドをお楽しみに！

原爆で大切な人を亡くした人々の手記をもとに、
平和や命の尊さを朗読で届けます。

未就学児童
入場不可

未就学児童入場不可

■￥区民 6,200円　一般  S 6,500円　A 4,500円 ■問劇場チケットセンター

8/19
㈮
20
㈯
21
㈰
22
㈪
23
㈫
24
㈬
25
㈭
26
㈮
27
㈯
28
㈰
29
㈪
30
㈫
31
㈬
9/1
㈭

18：00
15：00

19：00

13：00
休
演

休
演

◉

［作・演］前川知大　
［出］仲村トオル 池田成志
小松和重　山内圭哉　他
◉演出家・出演者によるポストトーク

◉ポストトーク

8/25
㈭
26
㈮
27
㈯
28
㈰

19：30
14：30

撮影：清水敏弘

［原］W・シェイクスピア　［脚・演］中屋敷法仁　
［出］七味まゆ味　コロ　深谷由梨香　右手愛美　大杉亜依里　
       岡田あがさ　荻野友里　葛西幸菜　葛木英　熊川ふみ　
      髙島玲　新良エツ子　葉丸あすか  兵頭祐香　渡邊安理　

20
㈫
21
㈬
22
㈭

18：00
14：00

19：30

■問柿喰う客 080-6801-7389

9/16
㈮
17
㈯
18
㈰
19
㈷

柿喰う客 女体シェイクスピア001『悩殺ハムレット』　演 劇 9/16㈮～25㈰
発
売
区民
一般　

7/28㈭
7/30㈯予定

柿喰う客によるシェイクスピア上演プロジェクト第一弾!!
オール女性キャストで繰り広げる“悩ましすぎる”復讐劇!!

■￥区民 2,800円　一般 ◇前半 3,300円  ●後半・▼乱（キャスト入替）
★初日割引 2,500円  ■平日昼間割引 2,800円 ▲ガールズナイト 女性2,500円/男性5，000円

23㈮以降　㈮㈯14：00／18：00
＊24㈯18：00は▲　㈰14：00

休
演

未就学児童入場不可

撮影：引地信彦

25
㈫
26
㈬
27
㈭

28㈮以降　
㈮14：00/19：00　
㈯13:00/18：00
㈰13:00



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

料金／定員（抽選）／対象種目 日時／会場 

9/18～10/30　毎週日曜（全6回）
9：00～11：00／総合運動場テニスコート

1,800円(保護者は3,000円)／30名／
小学3～6年生とその保護者

9/17～11/5　毎週土曜（全8回）　
13：00～14：30／成城ゴルフクラブ 9,000円／14名／小学3年生～中学生

①100m
（小学1･2年生50m）
②200m
③400m
④800m
⑤1,000m
⑥2,000m
⑦3,000m
⑧5,000m
⑨4×100m
⑩走り幅跳び
⑪砲丸投げ
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●
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中学生の部 小学生の部高校生の部一般の部
50
歳
以
上
男
子

男

　子

男

　子

女

　子

女

　子

男

　子

女

　子

男

　子

女

　子種目

①ジュニアゴルフ ■ア

②ジュニアソフトテニス ■ア

◆第61回世田谷区民体育大会
■サッカー大会
①中高生大会　7月23日㈯、7月30日㈯、
8月7日㈰
②社会人大会　8月28日㈰～12月17日㈯
③壮年大会　９月11日㈰～12月17日㈯
9:00～　二子玉川緑地運動場ほか
■￥①1,000円②③2,000円　
■締①7月2日②7月15日③8月7日
■申所定の申込書を区サッカー協会ホームペ
ージからダウンロードし、必要事項を記入の
うえ下記メールアドレスへメール添付送信。
■問Ｅメール：info@setagayaku-fa.comまで
※詳細はホームページhttp://setagayaku-
fa.com/ ※代表者会議は①7月16日
②7月30日③8月27日 18：30～キャロット
タワー5階セミナールーム
■少年サッカー大会
8月20日㈯～12月18日㈰　
二子玉川緑地運動場ほか
■対区内在住・在学の小学生　■￥1,000円／
チーム　■締7月9日（必着）　■申所定の申込
用紙で区少年サッカー連盟事務局までFAX
で申込■FAX 3417-1777
■水泳大会
9月4日㈰ 9：30～　総合運動場温水プール

［種目］自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、
個人メドレー、リレー、メドレーリレー　※1人
2種目まで（リレー種目を除く）　■対区内在住・
在学・在勤者　■￥個人300円／種目（小・中学
生は200円）リレー400円／チーム　［申込
期間］7月19日～25日（必着）　■申■問所定の
申込書・個人票に参加費振込済みのコピー
を添付して区水泳協会・飯野（〒156-0054
桜丘4-1-11-405　☎3439-2089）へ郵送
■ソフトボール
9月4日㈰～10月16日㈰　
総合運動場野球場ほか
［種目］男子1・2部、女子、小学生(男・女・混合い
ずれも可)、スローピッチ・壮年　■￥2,000円／
チーム(小学生無料)　■締7月31日（必着）　
■申■問ハガキにチーム名、種目、代表者、連
絡先を明記し、区ソフトボール連盟・田井
（〒156-0053　桜2－20－11　
☎3425-6167）へ
■陸上競技大会
9月11日㈰ 9：30～　総合運動場陸上競技場
一般の部は1人2種目まで、小学・中学・高校
の部は1人1種目（リレーは除く）　
■￥個人200円／種目（中学生100円・小学生
は無料）、リレー800円／チーム（中学生400
円・小学生は無料）　現金書留もしくは、当日

※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。

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　8月10日～9月14日
B 金曜コース　8月5日～9月9日
ABとも■対 J1：5歳～小学3年（17:10～
18:10)、J2：小学4年～中学生(18:30～
20:00)、J3：高校生～一般（20:20～21:50）
■￥J1：6,000円、J2：9,000円、J3:11,400円
（各全6回）／定員各24名
②バスケットボール教室

7月5日～26日　毎週火曜（全4回）
■対Aミニバスケット（4歳～小学6年）17:10
～19：00　Bジュニアバスケット（中学生～
高校生） 19：10～21：45　
■￥各2,400円（月謝制）／定員各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
7月29日～9月30日　
毎週金曜　9:00～12:00（全8回）
■￥ 6,000円／定員40名
④デイタイムテニススクール
Ａ 月曜コース　8月1日～9月5日
Ｂ 金曜コース　7月29日～9月9日

大 会 情 報

■対泳法は初心者対象・CPR（心肺蘇生法）は制限なし
■￥プール利用料金　■申開始時間にプール監視室前集合
※詳細はＨＰをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください
総合運動場温水プール　☎3417-0017　■FAX 3417-0013
千歳温水プール　☎3789-3911　■FAX 3417-3912

7月18日（月・祝）～8月31日㈬
11:50～、13:50～、15:50～、17:50～（各10分）

プールスタッフがプールサイドにて泳法・心肺蘇生法のアドバイスをします。プールスタッフがプールサイドにて泳法・心肺蘇生法のアドバイスをします

水泳ワンポイントアドバイス水泳ワンポイントアドバイス

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（欄外記入方法参照で、参加希望教室、学年、年齢、性別も明記)でスポーツ振興財団へ　※小学生は保護者同伴

※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7月4日（必着）※時間・クラス等は要問合
せ　■申■問ハガキ（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）へ
■申■問①～③大蔵第二運動場管理事務所へ大
蔵4-7-1　☎3416-1212　■FAX 3416-1777
④は区テニス協会へ　

～スポーツ施設で活用できる資格講座～
 ㈶日本体育施設協会認定
体育施設管理士養成講習会・

資格認定試験
9月13日㈫～16日㈮ 9:00～17:00
■対スポーツ施設での就労を目指す学生又は
就労している社会人（区在学・在勤）　
■￥ 35,000円（区内学生は30,000円※一部
除く）※合格した場合、別途認定料・登録料

20,000円／先着100名　
［申込期間］～7月12日（必着）　
■申所定の受講願をスポーツ振興財団へ郵送
または持参（所定の受講願はホームページ
からもダウンロード可）

　　トレッキング「尾瀬」
7月24日㈰～25日㈪
コースレベル★★☆（一般向き）
集合時間6:50　出発7:00　⇒バス →徒歩
［コース］（1日目）世田谷区役所⇒練馬IC⇒
（関越道）⇒沼田IC⇒大清水→一ノ瀬→岩
清水→三平峠→長蔵小屋（歩程約3時間）
（2日目）長蔵小屋→沼尻休憩所→見晴十字
路→竜宮小屋→山の鼻→鳩待峠⇒沼田IC
⇒（関越道）⇒練馬IC⇒世田谷区役所（歩程
約6時間30分）到着予定19:00頃
■対18歳以上　■￥19,000円／抽選40名　
■締7月4日（必着） ※弁当・水筒・雨具持参、
軽登山靴着用（物品の貸し出しはありませ
ん）　

各種スポーツ教室

■締①②8月30日（必着）

現金払い　■締8月19日（必着）　
■申■問所定の申込書で、返信用封筒を同封し東
京農大一高・上野（〒156－0053　桜3－33－
1東京農大一高校内　 setagayarikujyou
@gmail.com）へ

◆クレー射撃第5回大会
7月10日㈰ 9:00～　須山射撃場
［種目］スキート・トラップ　■対区連盟登録者、
区内在住・在勤者　■￥4R 7,000円　
■申当日直接会場へ　■問区クレー射撃連盟・
河村（☎090-3068-8990）
◆第89回世田谷区民バドミントン大会（前期）
①7月23日㈯ ②7月24日㈰ ③7月31日㈰

9：00～　総合運動場体育館
［種目］①中学生男女②高校生男女 (各クラ
スともダブルストーナメント戦)③男女ＡＢＣ
■￥①1,200円／ペア②③1,400円／ペア
（②③は別途に登録料500円／人）　
■締①②7月15日③7月22日(いずれも必着)
■申■問所定の申込書で区バドミントン協会・
安藤（〒157－0074　大蔵5－8－6　
☎3415－0692)へ
◆ソフトボール家庭婦人大会
7月31日㈰　区内中学校（予定）
■対18歳以上の家庭婦人　■￥5,000円／チ
ーム　■締7月10日（必着）　■申■問ハガキにチ
ーム名、種目、代表者、連絡先を明記し、区
ソフトボール連盟・田井（〒156-0053　
桜2-20-11　☎3425-6167）へ
◆世田谷区学年別水泳大会
8月7日㈰ 9：30～（小学生） 12：30～（中学生）
玉川中学校
［種目］小学生／男女別44種目、中学生／
男女別38種目　※1人2種目まで（リレー4
種目を除く）　■対区内在住・在学の小・中学
生　■￥個人200円／種目、リレー400円／
チーム　■締7月5日（必着）　■申所定の申込
書に参加費振込済みのコピーを添えて
区水泳協会・赤木（〒158－0082　等々力
7-23-11☎3701-6605）へ

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
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●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
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 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


