
開催中～9月25日㈰
世田谷文学館
世田谷区南烏山1-10-10（TEL 03-5374-9111）
http://www.setabun.or. jp/

休 館 日

開館時間

観 覧 料

毎週月曜日
（ただし9月19日は開館、翌20日休館）
10:00～18:00
（入場は閉館の30分前まで）
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

内容詳細はP2をご覧ください。
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次回（9月２５日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

世田谷文学館で開かれている僕の展覧会は「書物と映画」というタイトルが
ついています。文学館で開かれるのだから「書物」は当然ですね。装丁や挿

絵の原画を展示します。とりわけ仕事上でお付き合いの多い作家の方々、丸谷才一
さん、谷川俊太郎さん、井上ひさしさん、村上春樹さんの著書を中心に据えました。
　「映画」の方は中学時代からの映画ファンで映画に関する書物の装丁・挿絵が多
いし、自分の著書もあります。映画の監督を四本やっているので、それぞれの作品
にまつわるポスターや手書きのシナリオ、絵コンテなどを展示しています。
　９月には三谷幸喜さんと清水ミチコさんに来ていただいて、三人でのトーク
ショーをします。どんな話になるのか見当もつきませんが、楽しみです。

今、

今月
の

つれ
づれ

トー
ク 和田  誠（グラフィックデザイナー、イラストレーター）

世田谷芸術百華２０１１　いよいよ開幕 ！　４・５ページ特集をご覧ください。
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9月19日（月・敬老の日）は、満60歳以上の方は、企画展・常設展ともに、無料でご観覧いただけます。※要年齢証明書

　村上春樹氏の小説には、いつも魅惑的な謎がちりばめられています。私たち個人の前に、分厚い「壁」のよう
に立ちはだかる世界は、不可解な悪で覆われているのではないか。「卵」のように脆い個人はその世界のなか
で、どうしても苦しみや悲しみに落ちこまねばならないのか。強力な悪と戦って善を掌中にすることはできない
のか。現実世界から隔てられた「平行世界」にしばしば大きな役割があたえられるが、二つがどう関係づけられ
るのか等々。答えは小説のなかに明示されているわけではありません。どれも解きがたい謎であるにもかかわら
ず、作者のアイデア、ストーリイ・テリングの卓抜さに導かれて、読者はかえってそれを楽しむことができます。

　だが、本当の問題はその先にあります。『風の歌を聴け』から『1Q84』まで、村上氏の文学世界の本質とはど
ういうものであるのか。未来へと繋がる小説としての新しさの秘密はどこにあるのか。今回、私ども世田谷文学
館で、村上氏の小説に親しみ精通しておられる講師をお迎えして連続講座を企画したのも、数多くの読者の
方 と々ともに考察を深めたいと念願したからであります。

世田谷文学館館長　菅野昭正

各回14:00～15:30　１階文学サロン
■￥各回1,000円／各回抽選150名　
■申各開催日の2週間前（必着）までに往復ハガキ（P8記入
方法参照、連名可）で当館「村上春樹の読みかた」係まで。
※締切日以降の受付はお電話でお問い合わせください

 関連企画
■トークショー
9月24日㈯ 14:00～15:30　
1階文学サロン
和田誠さんと親交の深い清水ミチコさん、
三谷幸喜さんをお招きして、トークショーを
開催します。
■出清水ミチコ（タレント）、三谷幸喜（脚本家）、
和田誠　■￥1,000円／抽選150名　
■申 9月10日（必着）までに往復ハガキ（P8
記入方法参照、3名まで連名可）で当館
「和田誠展イベント」係へ。

生誕125年　萩原朔太郎展
10月8日㈯～12月4日㈰　2階展示室
研ぎ澄まされた感覚的表現で日本に口語自
由詩を確立し、現代の詩人たちにも多大な
影響を与え続ける詩人・萩原朔太郎。音楽・
写真・デザインなど多彩なジャンルにわたる
彼の表現をみながら、『月に吠える』等の詩

集に結実したその豊饒
な想像力と創造性の源
に迫ります。
■￥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

関連企画
■オープニング記念
対談「朔太郎に触れる」
10月8日㈯ 16：00～17：30　
1階文学サロン
■出松浦寿輝（詩人・小説家・仏文学者）×朝吹
亮二（詩人・仏文学者）　■￥1,000円（展覧会
入場券付き）／抽選100名　■申9月24日（必
着）までに往復ハガキ（P8記入方法参照、3
名まで連名可）で当館「萩原朔太郎展イベン
ト」係へ。

和田誠展　書物と映画
開催中～9月25日㈰　2階展示室
総出品点数800点以上！
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、’60年代から現
在まで、第一線で活躍し続ける和田誠。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、映画にまつわるイラス

ト原画や、自ら
監督した映画
のシナリオ原
稿・絵コンテな
どの自筆資料
も公開します。
■￥一般700円
ほか

常設展　第2期
映画を支えるデザインの仕事
開催中～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。その繊細
かつ緻密なデザイン
で日本映画黄金期を
裏から支えた中古智、
植田寛、柳生悦子の功
績をご紹介します。
■￥一般200円ほか
※企画展チケットで
観覧可

次 回 企 画 展

企 画 展

●募集期間　9月1日～11日（必着）
●募集部門　短歌、俳句、川柳、詩
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

！

連続講座「村上春樹の読みかた」

9月10日㈯ 石原千秋（早稲田大学教授）
「二人の村上春樹」

9月11日㈰
亀山郁夫（東京外国語大学学長）
「神の夢または１Q84の
アナムネーシス」

9月18日㈰ 三浦雅士（文芸評論家）
「言葉と死」

9月19日（月・祝） 藤井省三（東京大学教授）「中国語圏における村上春樹」

9月23日（金・祝） 加藤典洋（文芸評論家）「村上春樹の短編世界をめぐって」

9月26日㈪～10月7日㈮は
展示替のため、常設展休室。

村上春樹『1Q84』（2009年、新潮社）

村上春樹『ノルウェイの森』
（1987年、講談社）

村上春樹
『世界の終りと
ハードボイルド・
ワンダーランド』
（1985年、新潮社）

丸谷才一
『猫のつもりが虎』
挿絵

柳生悦子衣裳デザイン
「ひばり・チエミ・いづみ　
三人よれば」
（１９６４年公開　東宝）

写真提供：水と緑と詩のまち
前橋文学館

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/

和田誠展　書物と映画割　引
引換券 一　 般 700円→600円　大・高生 500円→450円

中・小生 250円→200円　65歳以上・障害者 350円→300円観覧料

世田谷文学館2階展示室 開催中～9月25日㈰ 中学生・小学生は土、日、休日、夏休み期間中、
次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設展  ●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー　●向井潤吉アトリエ館

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。
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〒154-0016  世田谷区弦巻2-5-1
☎5450-9581
[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）

（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

第61回はたらく消防の写生会開催中～8/28
代田水墨画会展8/30～9/  4
寫真＠ときどき（7日10:00から公開）9/  6～9/11
大人のお絵かき教室発表会9/13～9/18
日本書学館経堂支部 祥紅会
（21日10:00から公開）

9/19～9/25

3 2011年8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。

世田谷美術館休館中の企画

写真家・師岡宏次（1914－1991）と画家・向井潤吉（1901－1995）。この二人を結びつける
キーワードは「武蔵野」です。雑木林と点在する農家、そして人々の営み。その背景には
武蔵野の穏やかな四季の相貌が静かに寄り添っています。戦時中の師岡はカメラとフィ
ルムを農家に託し、戦禍をかいくぐりながら武蔵野を撮影し続けました。そして向井は
戦後まもなくから、およそ40年間にわたっ
て全国を旅し草屋根の民家を描き、とり
わけ、武蔵野は彼にとって恰好の取材地
でした。写真と絵画、異なる表現をあわ
せご覧いただきながら、二人の眼差しの
先にあった、武蔵野の奥ゆかしい枯淡の
彩りを味わっていただきたいと思います。

■￥一般200円（160円）／大・高生150円
（120円）／65歳以上、中･小生、障害者
（一般）100円（80円）※(　)内は20名以
上の団体料金

TOPIC!

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

音と映像で楽しむクラシック講座vol.18
9月17日㈯ 14：00～17：00（開場13：30）
プログラム：ヴェルディー作曲「オテロ」 
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.13 「私の『パテ屋』事始め」
10月16日㈰ 14：00～15：30（開場13：30）
建築家として活躍していた林さんが玉川田園
調布で日本初のパテ専門店を開くことになっ
た、変身の経緯から始まる楽しいお話です。
■　講林のりこ（パテ屋店主＜食＞研究工房主
宰）　■￥ 500円／申込先着50名

抽象の風Ⅰ
開催中～
9月25日㈰
出品作家：
朝妻治郎
清川泰次
末松正樹
難波田龍起ほか

「アフリカの貌」
開催中～9月25日㈰
収蔵品の中からアフリ
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《ヴィー
ナスの粧い》や絶筆《假
眠》等、油彩・素描合わ
せて12点を展示します。

■9月のギャラリートーク
「宮本三郎と雑誌『アトリエ』」
9月10日㈯ 14：00～（30分程度）
■￥無料／申込不要

大蛇ワークショップ「そらをとぶ？大蛇」
実施：9月4日㈰ 10：30～17：00
展示：9月6日㈫～10日㈯
公開制作：9月8日㈭
色紙を素材に参加者毎に大蛇を作ります。
その後、講座室に展示し、講師の中島さんが
それを大きな1匹の大蛇に再構成します。
■　講中島崇（アーティスト）　■￥ 1,000円／申
込先着20名、小学生以上（小学生未満の場
合は保護者同伴）　　　　　　　　　

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

※詳細は、トピックをご覧ください。

BACK TO NATURE 2011 
自然の中でアートする、爽快感あふれる

森林ワークショップ
10月１日㈯ 13：30～16：30  
［場所］宮本三郎記念美術館（予定）
10月８日㈯～10日（月・祝）
［場所］群馬県川場村「なかのビレジ」
昼間は自然豊かな場所で思いっきり身体を
動かして作品づくり。夜には満天の星空と
流れ星を仰いでのナイトツアー。楽しみは尽
きません。心が自然に帰る日々です。
＊10月１日はワークショップの概要と現地の
ガイダンス [希望参加制]
＊10月８日～10日現地集合・解散
■　講スタン・アンダソン（造形作家）　
■　対16歳以上　■￥ 3,000円（交通費、宿泊費
は別）／抽選30名　■申9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「BACK TO NATURE」係へ
※詳細は参加者に個別でお伝えします。

世田谷美術館×世田谷区民健康村
ワークショップ 

木 霊 ― 樹を描く
10月1日㈯・2日㈰  一泊二日
［場所］群馬県川場村世田谷区民健康村
木霊とは木に宿る精霊。自然に宿る霊を礼
讃する心は日本人の原点です。眼に映るも
のを見つめて、眼に見えないものを感じ、そ
れを表現する、アートの本質に迫る絵画ワー
クショップです。　＊現地集合・解散

■　講三宅一樹（彫刻家・世田谷美術館美術大
学講師）　■　対18歳以上の世田谷区在住・在
勤・在学の方、または川場村在住の方 
■￥ 8,000円（宿泊・食事･保険代・材料費含
む）／抽選20名　■申9月13日（消印有効）ま
でハガキまたはファックス（P8欄外記入方法
参照）で世田谷区民健康村へ　
※年齢も明記　■申■問〒378-0101群馬県
利根郡川場村谷地1320 世田谷区民健康村 
☎0278-52-3311 ■FAX 0278-52-3313

友の会との共催事業 
酒井忠康(世田谷美術館館長) 特別講演会

―推理小説風に見た美術館―
9月17日㈯ 13：30～15：00 　
［場所］上用賀アートホール（上用賀5丁目14）
美術館開館及び友の会発足25周年を記念
する酒井館長の特別講演会。
美術館は休館中（7月より来年3月末）ですが、
休館中ならではのプレミアム講演です。講
演会終了後、交流会を行います。
■￥ 500円（茶券代）／申込先着110名 ■申9月
2日（必着）まで往復ハガキ（P8欄外記入方
法参照）で当館「友の会（☎3416-0607）」
へ　※2名以上の連名可　※友の会会員は
会員番号を明記　※詳細は参加者に個別
でお伝えします。

区民ギャラリー利用申込受付
2012年4月～9月の区民ギャラリー利用
申込受付（世田谷美術館・清川泰次記念
ギャラリー）
［受付日］10月7日㈮、8㈯、9㈰10：00～
17：00　［受付場所］世田谷文化生活情報
センター５階セミナールームB、清川泰次
記念ギャラリー　［抽選会］11月6日㈰13：
00から世田谷文化生活情報センター５階
セミナールームにて。詳細は受付時にご案
内します。　※受付会場が例年と異なりま
す。詳細はホームページをご覧ください。

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、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、「イベ
ント」係へ　※2名まで連名申込可
　  miyamoto.event@samuseum.gr.jp

イッサ・サンブ《彼らは立っている》
撮影：上野則宏

会場風景

武蔵野を歩く  向井潤吉と師岡宏次
開催中～9月25日㈰

世田谷美術館は、7月1日より来年3月末まで、改修工事のため休館中ですが、
分館を会場にコレクションを使った展覧会を開催いたします。

［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）
■￥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
9月19日（月・敬老の日）は、満60歳以上の
方及び付き添いの方（1人まで）は、世田谷
美術館分館が無料でご観覧いただけます。

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

かお

こ だ ま

師岡宏次《日向ぼっこ》1938年

向井潤吉《叢林秋日》［埼玉県大里郡川本町］1977年

向井潤吉アトリエ館内観

●交通案内
東急田園都市線「駒沢大学」駅　
西口徒歩10分
東急世田谷線「松陰神社前」駅　
徒歩17分

こだま
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街で聴く

街でみつける 街に繰り出す

１０月中旬～１１月２３日　下北沢一番街商店街（小田急線・京王井の頭線下北沢駅北口）
シモキタのまちが動物園に大変身！？「シモキタどうぶつえん」をテーマに、注目の若手アーティス
ト「TSUTOMU  NAGAI」と地元小学校の子どもたちが一緒になって描いたフラッグを商店街
に飾ります。どんな動物たちがいるのか、商店街に探しに来てください。

◉ ペナントギャラリー「シモキタどうぶつえん」

１０月２９日㈯　南自由が丘商店会（東急東横線・大井町線自由が丘駅南口）
商店街をハロウィン色に飾りつけ、トリック・オア・トリート、スタンプラリーなどのイベントを行いま
す。街の一角にある宮本三郎記念美術館でも、いま人気のイラストレーター「カワノ・ナミ」を講
師に招き、関連イベントワークショップを開催します。普段のおしゃれにちょっぴり仮装をプラス
して、商店街に足を運んでみてはいかがですか。

◉ フェスタ・デ・ハロウィーン

街
を
巡
る

世田谷区では、文化・芸術の振興を目的としてお寄せいただいた寄
附金の一部を「地域文化芸術振興事業補助金」に活用し、区内各
地で行われる文化・芸術活動の支援を行っています。今年度、世田
谷芸術百華に参加の区民団体主催イベントです。

★第２回名曲コンサート「World Stream」 
プロの若手演奏家による競演で、世界の名曲をお楽しみください。
◇9月10日㈯9:45～11：25◇成城ホール（成城6-2-1） 
■￥無料 ■問フレンドシップ室内アンサンブル 担当：川名☎090-6483-
7049（12:15～13:00、17:00～）
★下北沢写真祭２０１１
下北沢で写真を楽しむ写真祭。散策撮影・写真ストラップ作りなど。
◇9月19日㈪～25日㈰　開催時間は各所の開場時間に準ずる◇ア
クチュアル・プルーフ下北沢（北沢2-10-8）他、下北沢エリア 
■￥無料（ワークショップについては各500～1,000円） 
■問下北沢写真祭実行委員会（アクチュアル・プルーフ下北沢内）　
担当：石田☎6426-2461

★世界無形文化遺産・中国「崑劇（こんげき）」を知る 
こどもから大人まで楽しんでいただける、中国の華やかな伝統劇「崑
劇」をお届けします。◇11月5日㈯ 崑劇こどもワークショップ 10:00
～11：00／崑劇公演13：30～15：30◇成城ホール（成城6-2-1） 
■￥崑劇こどもワークショップ980円（3歳以上）　崑劇公演2,500円
（高校生以上）　1,000円（5歳～中学生）　要事前申込 
■問■申アルファキッズクラブ　担当：森井☎5450-0789
★日本伝統芸能「能と浄瑠璃」のコラボレーション 
「親子の絆」をテーマに能・人形浄瑠璃を解説付きでご覧いただきま
す。◇11月12日㈯16:00開場 16:30開演（公演約2時間）◇北沢タ
ウンホール（北沢2-8-18） ■￥前売3,500円　当日3,800円　高校生
以下2,500円　「幽玄」会員3,000円 ■問NPO「幽玄」事務局　担
当：佐藤☎3481-8727（10:00～18:00 日祝休）
★ロバの音楽座によるコンサート「森のオト」 
小さな子どもたちから大人までココロよろこぶコンサートです。◇11
月23日（水･祝）13:00～14:20◇区立山野小学校･体育館（砧6‐7‐1）   
■￥3才～小学生500円　中学生以上1,500円　要事前申込 
■問子ども文化キャンペーンせたがや事務局（NPO法人こども劇場せたがや
内）担当：大野☎3422-8928　http://kidsartssetagaya.blogspot.com/

商店街とアートのコラボレーション！！アートの力でまちづくりに貢献するプロジェクト。
様々な分野のアーティストが商店街で創作活動を行い、商店街を盛り上げます。
■問世田谷区文化・国際課☎5432-2124

商店街とアートプロジェクト

１０月３０日㈰ 15:00開演（14:30開場） 世田谷区民会館
ソロ・室内楽など第一線で活躍中の徳永二男が、東京フィルハーモニー交響楽団の
コンサートマスターを務める三浦章宏を筆頭に、世田谷に"ゆかり"のある豪華な出演陣
を率いて、弦楽合奏をお届けします。徳永氏による弾き振りも必見です！
●出演　徳永二男（指揮／ヴァイオリン）、せたがやシンフォニエッタ（演奏）、池辺晋一郎
●曲目　J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲
　　　　ピアソラ：ブエノスアイレスの四季、チャイコフスキー：弦楽セレナーデ　
　　　　※曲目は予告なく変更する場合があります
■￥全席指定　区民 3,500円（前売のみ）、一般4,000円、子ども（小～高校生）2,000円　
■申■問世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515

せたがやふれあいコンサート「ドラマティック・ストリングス」

9/16㈮19:00開演 ・ 17㈯15:00開演　成城ホール
※詳細はP6音楽事業部をご覧ください

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

発売中

世田谷に息づく文化と歴史にふれる
バスツアーです。　

指揮：徳永二男　©Hikaru Hoshi

★ヴォードヴィルの会　第２夜『マダム・カレーのブティック』
ヴォードヴィル…それはオペレッタよりも“やわらかい”軽歌劇です。◇
11月24日㈭～27日㈰ 昼公演（土日のみ）14:00開場 15:30開演／夜
公演18:00開場 19:30開演 ※11月26日㈯の昼公演は「親子のための
ヴォードヴィルの日」を開催（詳しくはお問い合わせ下さい）◇APOCシ
アター（桜丘5-47-4） ■￥前売・当日共　一般1,500円　区民1,000
円（区民を証明出来るものを提示願います） ■問ヴォードヴィルの会 
担当：中野☎090-4091-6753 　  vaudeville@eos.ocn.ne.jp
★第三回下北沢映画祭
インディペンデント作品の上映やトークショーをお楽しみいただけます。
◇11月25日㈮～27日㈰◇北沢タウンホール（北沢2-8-18）他 ■￥チケット
代金や時間、プログラム内容等の詳細はホームページをご覧ください。 
■問下北沢映画祭運営委員会事務局 http://shimokitafilm.com/ 
★DANCE NOW for Smiling ! 
世田谷のオヤジ達がスマイルに溢れたダンスイベントを開催します。
◇11月27日㈰13:30～16:30◇玉川区民会館（等々力3-4-1） ■￥無料
■問世田谷区週末早朝ダンスコミュニティ（SDC）
　 info@sdc-men.com　http://www.sdc-men.com/　

   

「世田谷芸術百華２０１１」は、区民の皆さま
に、身近な場所で気軽に文化・芸術活動にふ
れていただくことを目的に、9月から１１月の
間に、世田谷区、区民活動団体、当財団など
が連携、協働し、区内各地で多彩な文化・芸術
活動を連続的に行う取り組みです。
劇場や美術館、文学館などの施設はもとより、皆
さまに身近な商店街や広場などをフィールドに、
上質で多彩なイベントが繰り広げられます。
●
●
主催　世田谷区　(公財)せたがや文化財団
後援　世田谷区教育委員会　
　　　(公財)世田谷区産業振興公社

■問生活工房　　　　　　　　
　世田谷パブリックシアター
　音楽事業部　
　世田谷美術館　
　世田谷文学館　
　世田谷区文化・国際課

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

「世田谷芸術百華２０１１プログラム」
配布中　

■問世田谷区文化・国際課

芸術百華後半のイベントは
本紙9月号でお知らせします。

三軒茶屋の街を舞台にくりひろげ
る、秋恒例のフェスティバル『三茶
de大道芸』を10/15㈯・16㈰に
開催。今年は皆様の応援メッセー
ジ入りフラッグを作り、街を彩りま
す。あなたもサポーターとして、フェ
スティバルを盛り上げませんか？

区民団体によるイベント

1 グラフィック・デザイナーの展覧会を巡る旅
9月21日㈬◇集合12:45／解散17:00
◇世田谷文学館「和田誠展」⇒二子神社・岡本か
の子文学碑⇒川崎市市民ミュージアム「福田繁雄
展」 ■￥1,500円（入館料込）
2 バスツアーワークショップ
「ゆかいな集合写真バスツアー」
10月10日（月・祝）◇集合9:45／解散15:00 
◇こどものひろば公園⇒世田谷八幡宮⇒善養寺
◇講師：池田晶紀（写真家）■￥3,000円（昼食費込）
3 音をつなぐ旅
10月18日㈫◇集合12：50／解散18：00
◇エフエム世田谷⇒ＮＨＫ放送技術研究所⇒松本
記念音楽迎賓館 ■￥2,500円（演奏会込）
4 世田谷美術館分館をめぐる旅
10月22日㈯◇集合13:00／解散16:30
◇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 ■￥1,500円（入館料込）
5 世田谷の地下に潜る
10月22日㈯◇集合12:45／解散16:45
◇等々力渓谷⇒玉川大師⇒下北沢駅地下工事見
学⇒世田谷代田駅◇対象：小学５年生以上
■￥1,500円（拝観料込）
6 演劇ワークショップバスツアー
「旅するパラソル」
10/23㈰◇集合12:45／解散17:00
◇世田谷パブリックシアター 稽古場⇒馬事公苑⇒
砧公園◇進行役：大西由紀子（演劇百貨店）
■￥2,000円（傘代込）
7 世田谷の御仏に出会う旅
10月28日㈮◇集合12:45／解散17:00
◇浄真寺⇒宝寿院光伝寺⇒教学院（目青不動）⇒
世田谷山観音寺■￥1,500円
8 個人美術館への旅
10月28日㈮◇集合13:00／解散17:25
◇村井正誠記念美術館⇒佐藤記念館⇒福沢一郎記
念館⇒田嶋宏行記念美術館■￥1,500円（入館料込）

9 素晴らしきコレクションへの旅＋1
11月5日㈯◇集合13:00／解散17:05
◇長谷川町子美術館⇒静嘉堂文庫美術館⇒世
田谷文学館■￥1,500円（入館料込）
10 大学博物館への旅
11月11日㈮◇集合13:00／解散17:00
◇禅文化歴史博物館（駒澤大学）⇒「食と農」の博物
館（東京農業大学）⇒光葉博物館（昭和女子大学）
■￥1,500円（入館料込）

未就学児童
入場不可

定員：3は40名、それ以外は20名（応募者多数
の場合は抽選）　
■申 1・2は８月２５日～９月７日、3～6は８月２５
日～９月２７日、7～10は９月２５日～１０月７日
（それぞれ必着）の間に、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応募者全員の年齢④郵便番号・住所
⑤日中連絡可能な電話番号⑥キャンセル待ちを
希望する・しない　を明記のうえ、下記問合せ先
まで。 ※各コースとも参加費は当日徴収いたしま
す（当選後のキャンセルは原則としてお断りして
おります。各コース実施日の３日前までにキャンセ
ルのご連絡がない場合は、参加費の全額をお振
込みいただきますのでご注意ください）　
■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

世田谷バスツアー
「街はミュージアム」　

静嘉堂文庫美術館

村井正誠記念美術館

松本記念音楽迎賓館

佐藤記念館

世田谷アートタウン2011『三茶de大道芸』 
街を盛り上げるフラッグサポーター募集！

■￥1枚 5,000円
［掲出期間］9月下旬～10月中旬
［申込締切］8/31㈬　※商店街に掲示するもの
（限定250枚）は、掲示枚数に達し次第受付終了
詳細は公式HP（http://setagaya-ac.or.jp/arttown/）
■問世田谷パブリックシアター「フラッグサポーター」
担当☎5432-1526

せたがや童謡コンサート

演奏は各回30分程度／雨天時は要問合せ　※直接会場へお越し下さい　
■￥ 無料　■問音楽事業部

せたおんの“まちかどコンサート”

親子でワークショップ＆コンサート　　
田村緑の「ねんどでアナリーゼ」

烏山区民会館

10/8㈯ 13:30開演（13:00開場）
公募により選ばれた皆さんによるコンサートです。今回は童謡をテーマに、日頃の練
習の成果をステージ上で発揮！せたがや発の熱気あふれるパフォーマンスをお楽し
みください。※出場者の募集は終了しました　■￥ 無料　■問音楽事業部

★  アマチュアスペシャルライブ20111

10/9㈰ 15:00開演（14:30開場）
※詳細はP6音楽事業部をご覧ください

★  DiVaとこどもたち 童謡をうたう2

全席自由

全席指定　　　　

◉ 成城アフタヌーンコンサート
９月２３日（金・祝） 成城コルティ  ①14:00 ②16:00
SINSUKE FUJIEDA TRIOによる、スタンダードから
オリジナルまで、ジャズの世界をお楽しみください。

◉ "カルテット・スピリタス"
　　まちかどコンサート 
１０月２２日㈯　玉川髙島屋Ｓ・Ｃ（グランパティオ他）
①12:30 ②14:00 ③15:30
幅広い世代から支持される注目のサクソフォン四重奏団
「カルテット・スピリタス」が玉川髙島屋S・Cに登場！楽し
いステージを繰り広げます。

◉ 深まる秋のまちかどコンサート 
１１月１９日㈯  烏山区民センター前広場  16:00
秋の夕暮れにトロンボーンの音色が心を癒します。“東京
トロンボーンオーケストラ”が「イルミネーション点灯式」を
華やかに盛り上げます。

１１月１９日㈯　14：00　成城ホール
クラシック音楽の曲名によく出てくる「ソナタ」のヒミツを大解剖。モーツァルトのピアノ
ソナタを題材に、粘土をこねて立体を作りながら、音楽の形式のひとつである「ソナタ」
をアナリーゼ（楽曲分析）するワークショップとコンサートです。（講師・演奏：田村緑）

※募集詳細は情報ガイド９月号をご覧ください
■問音楽事業部

車椅子スペースあり
（定員有・要予約）

世田谷パブリックシアター
友の会会員割引あり



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。

たびたび ひとり旅
Boojilが描くカラフルな世界

開催中～9月11日㈰ 9：00～20：00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休
世界を旅する、注目の
若手イラストレーター
Boojil（ブージル）。本
展ではイラストをはじ
め、漫画、エッセイなど
多岐に渡る彼女の活
動と作品を、「旅」をキ
ーワードに紹介します。
■￥ 無料

『劇場版おかっぱちゃん旅に出る』上映会＆
トーク＆サイン会
9月4日㈰ 14：00～16：30　生活工房５F
原作者であるBoojil本人が主演もつとめた
ロードムービーを特別上映。また、ゲストを
招いてアフタートークや最新刊『おかっぱ
ちゃんの好きになる人 難あり男子』のサイ
ン会も行います。 
■出 Boojil　■￥ 800円（書籍代別）／申込先
着80名　■申 Eメール（P8欄外記入方法参
照、年齢も明記）で生活工房へ

JAPONDER８
留学生ってどんな勉強をしているの？
9月14日㈬～10月5日㈬ 9：00～20：00
３F生活工房ギャラリー　会期中無休
日本で暮らす留学生が何を考え、何を感じ、
何を学んでいるのか、文学、歴史、建築、デザ
インなど幅広い分野の研究を展示発表し
ます。  ■￥ 無料

企 画 展

次 回 企 画 展

録映像から、「奥会津の木地師」(1976年)、
「アイヌの丸木舟」(1978年)など6作品を上
映します。(1回100分前後)
■￥１回券500円、3回券1,200円／各回当日
先着80名　［作品詳細＆上映時間］生活工
房HP参照　
■申不要、直接会
場へ（各回20分
前より受付開始）

「木の文化を見つめる
―姫田忠義×村瀬治兵衛」
9月18日㈰ 16：10～17：10　生活工房5Ｆ
皮、幹、樹液である漆、私たちは木の「いの
ち」をいただいて、食器や舟、織物など、生活
の必需品を生み出してきました。木から生み
出された暮らしと文化について、記録者と作
り手、二人のゲストを迎えてお話を伺います。
■講姫田忠義（民族文化映像研究所所長）、
村瀬治兵衛（漆工芸家）  ■￥300円（上映会
半券持参の方は無料）／当日先着80名　
■申不要、直接会場へ

     世田谷アートフリマvol.1６
９月24日㈯・25日㈰ 11：00～18：00　
生活工房3Ｆ～5Ｆ
２日間で延べ150組のアーティストが集まる
世田谷アートフリマ。３階の「体験ワークショッ
プ」コーナーでは、当日参加可能なワーク
ショップを開催。４階と５階のアーティスト・ブ

ースでは手づく
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
や軽食のコーナ
ーもあります。

※出展者募集は終了
■問世田谷アートフリマプロジェクト：中根（世
田谷233） ☎5430-8539   
［詳細］http://artfleama.net/
連続セミナー第３回 眞田岳彦ディレクション
生命をつつむ未来繊維
食 Food「生命を繋ぐ繊維」

10月1日㈯ 13：00～15：30　生活工房5Ｆ
先端繊維をテーマに、私たちの生命や暮ら
しの未来を考える連続講座。第３回目「食：
Food」では、生命に欠かせない食物や水と
繊維の関係について「医療で活きる食物繊
維（キチン・キトサン）」、「海水や汚濁水から
飲料水を生む繊維と膜のろ過技術」などの
お話を伺います。また、眞田岳彦氏の食物繊
維を利用した先端繊維による作品提案も行
います。
［企画］眞田岳彦（衣服造形家） 
［協力］大塚製薬株式会社
■講鶴谷良一（ユニチカ株式会社）、峯岸進一
（東レ株式会社）、吉川新吾（繊研新聞社）
■￥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欄
外記入方法参
照）で生活工房
へ

「留学生の国の家庭料理をつくろう
～ウズベキスタン編」
9月29日㈭ 11：00～15：00　生活工房4Ｆ
留学生の出身国の家庭料理をつくりなが
ら、その国の生活文化を学びます。
■講クルボノフ・アコビル(ウズベキスタン)
■￥ 1,000円／抽選20名　■申 9月17日（必
着）までに、往復ハガキかEメール（P8欄外記
入方法参照、年齢も明記）で生活工房へ
「研究発表会＆交流会」
10月1日㈯・2日㈰ 13：00～16：00 生活工房４F
文学、歴史、建築など、留学生が日本で関
心を持ち、研究したテーマのプレゼンテー
ションを行い、楽しい交流会も開催します。
■￥ 無料　■申不要、直接会場へ

デザインで読む本と電子書籍
9月11日㈰ 14：00～16：30　生活工房5F
普段何気なく読んでいる本に秘められた
デザインを解き明かし、次世代の電子書籍
のフォーマットデザインについて考えるトー
クセミナーです。
■講松本弦人、原研哉（ともにグラフィック
デザイナー）　■￥1,000円／申込先着50名
■申Eメール（P8欄外記入方法参照、年齢も明
記）で生活工房へ

ドキュメンタリー上映会
Ｌｉｆｅ ｉｎ Ｆｉｌｍ  vol.2 木と生きる
9月17日㈯・18日㈰　生活工房5Ｆ
映像から生活文化の基層を探る連続企画。
木の仕事にたずさわる先人たちの貴重な記

関連イベント

関連企画

関連トークイベント

『どこへでもいけるよ』

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～10/1㈯ 世田谷ゆかりの
イラストレーション

いのち

いのち

6

『草・つる・木の恵み
－飛騨国白川郷』

2011年8月25日号

ブージル

眞田岳彦氏作品
『プレファブコート・ライス』

（新潟産米や稲藁から
製造した生地を使用）

〒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
発売中 発売中

詳しくはＨＰをご覧ください。 せたおん 検索

チケットの申込み・お問合わせは、世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515へ。その他の公演情報はP4～5「芸術百華」をご覧ください。

曲　目　プーランク：愛の小径　
　　　　サン＝サーンス：オーボエ・ソナタニ長調　他

全席指定　区民 2,800円　一般3,000円　
※2回券定価6,000より⇒5,500円（オンライン購入不可）
※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」
曲　目　「とんびのピーヒョロロ」「小さな空」「鉄腕アトム」　他
全席指定　区民2,500円、一般3,000円
　　　　　子ども(小～高校生)1,500円 
　　　　　※未就学児童入場不可

曲　目　J.S.バッハ：前奏曲 ハ短調
　　　　スカルラッティ／曽根麻矢子編：ファンダンゴ　他

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

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ます。

トーク＆コンサート ～チェンバロってどんな楽器？～

谷川俊太郎作品をはじめ、数々の美しい日本語の詩を「歌」にして
新しい息吹を与える『DiVa』と『こども合唱メンバー』が生みだす、
心を打つ『「詩」と「歌」』の力をお届けします。

デュオ・コンサート ～オーボエ奏者 広田智之氏を迎えて～

成城ホール

曽根麻矢子 (C) Hiroo Works

◇ 9月16日㈮ 19：00開演（18：30開場）

◇ 9月17日㈯ 15：00開演（14：30開場）

※本公演は宝くじの助成を受けて実施しています

　 アマチュアスペシャルライブ
【10月8日㈯】 は、
P4～5芸術百華をご覧ください

1

せたがや童謡コンサート
　 DiVaとこどもたち 童謡をうたう2

10月9日㈰
15：00開演
(14：30開場)
烏山区民会館

広田智之

©筒井義昭

原  研哉松本弦人

出　演　曽根麻矢子、広田智之(17日) うた

DiVa



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

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
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●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。 ●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。●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。

劇場友の会会員先行予約・割引あり Under24割引あり 高校生以下割引あり
車椅子スペースあり（定員有・要予約） 託児サービスあり（定員有・要予約☎5432-1530）

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☎5432-1515

シアタートラム

［原］太田省吾　[演・構]キム・アラ 　
［出］大杉漣　鈴木理江子　上杉満代　品川徹　
ペク・ソンヒ　クォン・ソンドク　ナム・ミョンニョル　他

NPO法人 魁文舎  日韓共同制作 『砂の駅』演 劇 11/3（木・祝）
～6㈰

区民
一般　

発
売一般

■問ＮＰＯ法人魁文舎☎3275-0220

9/3㈯  
8/28㈰

■￥区民 S 5,800円　一般 S 6,000円  A 4,000円

劇作家・演出家である太田省吾の代表作、沈黙劇「駅シリーズ」より。

9/8㈭
～11㈰

［原］A・チェーホフ　［構・演・美］鳴海康平

第七劇場 『かもめ』9/8㈭
～11㈰演 劇

■問第七劇場☎6912-7077  

未就学児童
入場不可

■￥全席自由　区民 1,000円　一般 2,500円　★プレビュー 500円　
はじめて割 1,000円　※高校生以下無料(要予約)、リピーター割は下記■問にて取扱

9/8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰

15：00
14：00

19：30
◎ポストトーク

［構・演］鈴木勝秀　［出］橋爪功　金田明夫　他　

演劇集団 円 『ウエアハウス ‒circle- 』　　9/30㈮
～10/12㈬演 劇

9/30
㈮

10/1
㈯
2
㈰
3
㈪

19：00
14：00

4
㈫
5
㈬
6
㈭ 未就学児童入場不可

■問演劇集団円☎5828-0654
（平日10：30～18：00　土～15：00）

■￥区民 5,700円  一般 6,000円 ※学割は劇団のみ取扱
10/7㈮以降  ㈮㈫19：00 ㈯14：00/19：00  ㈰（月・祝）㈬14：00

14：00
13：30

18：00
19：30

11/3
（木・祝）

4
㈮
5
㈯
6
㈰

北九州芸術劇場 Produce 
『江戸の青空 弐 ～惚れた晴れたの八百八町～』演 劇 11/12㈯

～20㈰
区民
一般　

発
売一般

人気噺の登場人物たちが入り乱れて、花のお江戸の色恋模様を繰り広げます。
9/10㈯  

14：00
13：00

18：00
19：00

11/12
㈯
13
㈰
14
㈪
15
㈫
16
㈬
17
㈭
18
㈮
［脚］千葉雅子　[演]G2　
［出］坂東巳之助　植本潤　松永玲子　戸次重幸　
朝倉あき　吉野圭吾　柳家花緑　松尾貴史　

■問ジーツープロデュース☎5738-0637
■￥区民 S 6,300円　一般 S 6,500円  A 5,000円

休
演◎

◎ ◎

◎ ◎

11/19㈯以降  ㈯13:00/18:00  ㈰13:00◎ポストトーク

未就学児童入場不可

KAKUTA 『ひとよ』演 劇 10/21㈮
～30㈰

区民
一般　

発
売一般

未就学児童入場不可

9/18㈰
9/17㈯

『めぐるめく』（10年）

■問 KAKUTA☎090-6311-1996　■￥区民 3,700円  一般 3,800円  ★サービスデー3,500円 ※学割は劇団のみ取扱

19：00
19：30

14：00

10/21
㈮
22
㈯
23
㈰
24
㈪
25
㈫
26
㈬
27
㈭

休
演

10/28㈮以降　㈮19:30  
㈯14:00/19:00  ㈰14:00

遊覧型ぱふぉーまんす!!
クリウィムバアニー新作公演 『がムだムどムどム』ダンス 11/25㈮～27㈰

区民
一般　

発
売一般

主宰・菅尾なぎさが、女体独自の動きやしぐさ、毒味などをちりばめ、
オリジナリティーあふれる世界を作り出します。

未就学児童
入場不可

9/16㈮
9/15㈭

『ありえるとまや』
©クリウィムバアニー

[振・演・出] 菅尾なぎさ　［出］阿竹花子　金子あい　
佐藤想子　丹野晶子　松浦羽伽子　松﨑有莉　他

■問ルフトツーク☎6718-4911（平日10:00～19:00）
■￥区民 3,300円　一般 3,500円15：00

13：00

11/25
㈮
26
㈯
27
㈰

20：00
17：00

太田省吾 キム・アラ

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㈰

■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

発売中
10/21
㈮
22
㈯
23
㈰
24
㈪

14：00
13：00

18：00
19：00

25
㈫
26
㈬
27
㈭

10/28㈮以降　㈮14：00/19：00 ㈯13:00/18：00  ㈰13:00

未就学児童
入場不可

■￥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

シティボーイズミックス PRESENTS 『動かない蟻』演 劇 9/8㈭
～19（月・祝） 発売中

石井光三オフィスプロデュース 『オーデュボンの祈り』9/30㈮
～10/12㈬演 劇

未就学児童
入場不可

■問石井光三オフィス☎5428-8736（平日12：00～19：00）

9/30
㈮

10/1
㈯
2
㈰
3
㈪

14：00
13：00

19：00
18：00

4
㈫

休
演

5
㈬
6
㈭
■￥区民 S 6,600円　一般 S 6,800円  A 3,800円

発売中
［原］伊坂幸太郎　［脚］和田憲明　［演］ラサール石井　［出］吉沢悠　筒井道隆　他

［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

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

［作・演］天久聖一　［出］大竹まこと　きたろう　斉木しげる　他

◎ポストトーク

未就学児童
入場不可

◎◎

◎ ◎

◎

9/9㈮

◎ポストトーク

日常を緻密に描く物語が高評価を得ている
KAKUTAの結成15周年公演。
［作・演・出］桑原裕子　［出］岡まゆみ　成清正紀　原扶貴子
若狭勝也　高山奈央子　馬場恒行　佐賀野雅和  ヨウラマキ
磯西真喜　大山　則　寺田剛史　まいど豊　

10/7㈮以降　㈮㈫19：00  ㈯13：00/18：00　㈰（月・祝）13：00  ㈬14：00

※65歳以上・学割は右記■問のみ取扱

シアタースケジュール

シアタートラム

258/ 26 32 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 3029282530 312927 28 2719/

公演詳細情報はホームページをご覧いただくか、劇場までお問合せください。

世田谷パブリックシアター
8/25～9/30 現代能楽集Ⅵ『奇ッ怪 其ノ弐』

［作・演］前川知大　［出］仲村トオル　他
※8/28㈰は、視覚障害者のための舞台説明会あり　■問劇場チケットセンター 

JACROW 『明けない夜 完全版』　
■問JACROW☎090-4416-3147

地点上演実験 『トラディシオン/トライゾン』　
■問地点☎075-888-5343

〒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.jpTHEATRE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

アルテイソレラ 『愛こそすべて』
■問サンライズプロモーション東京☎0570-00-3337

『ウエアハウス ‒circle-』 
～10/12（水）　

『往転 ― オウテン』

■問劇場チケットセンター

世田谷パブリックシアターが、若手注目株の劇作家・演出家を迎えておくる新作
公演です。夏の夜に高速夜行バスに乗り合わせた3組の男女とその運転手を
中心に、女性を軸に描いた4つの物語が同時進行していきます。どういう経緯で
同じバスに乗り、どこへ向かうのか。時間軸を行き来することで、その理由と
それぞれが抱える悩みや葛藤が浮き彫りになります。観劇後に一歩前へ踏み出せる、
そんな物語。どうぞお見逃しなく！

11月6日㈰～20日㈰
シアタートラム

シティボーイズミックス PRESENTS 『動かない蟻』

『オーデュボンの祈り』
～10/12（水）　

第七劇場 『かもめ』
柿喰う客 『悩殺ハムレット』　

■￥500円／先着20名　
■申■問 11/４㈮10:00から、劇場チケットセンター
☎5432-1515にて受付開始

10：00～12：00　
集合場所：技術部受付前（シアタートラム2階）
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、さまざまな体験プログラムを開催！

9/3
9/10　
9/17
9/24

パペットをつくってあそぼう作戦！
演劇×安全ワークショップ
あ～、らくだ。らくだ体操だからだ！
はじめての落語 ※受付終了

■￥区民400円、一般500円、高校生以下300円／
定員20名（要事前予約）
■申■問 劇場チケットセンター☎5432-1515または
劇場ＨＰから　※未就学児童参加不可　
※持ち物など詳細は劇場ＨＰ、またはお問合せください。

土曜劇場プレイ・パーク

発売中

発売中

第1週目
第2週目
第3週目
第4週目

大好評！『往転』の公演期間中に｢劇場ツアー」を開催
します。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。劇場のことなら
なんでも知っているスタッ
フにじっくり話を聞きなが
ら、劇場を上から下までぐる
りと歩いてまわります。

11月13日㈰　17：30～　（約90分）

関連企画
『往転 ― オウテン』劇場ツアー

○世田谷区民　9/24㈯発売　4,700円
○一般　9/25㈰発売　5,000円　　
★プレビュー公演　一般　4,000円　　

未就学児童入場不可

チケット発売開始

［脚本］桑原裕子　［演出］青木豪
［出演］高田聖子　大石継太 ／ 市川実和子　尾上寛之　安藤聖 ／
穂のか　浅利陽介　柿丸美智恵 ／ 峯村リエ　仗桐安　他

［原］W・シェイクスピア　［脚・演］中屋敷法仁

■問柿喰う客☎080-6801-7389

20
㈫
21
㈬
22
㈭

18：00
14：00

19：30

9/16
㈮
17
㈯
18
㈰
19
（月・祝）

休
演

■￥区民 2,800円　一般 ◇前半 3,300円  
●後半・▼乱（キャスト入替） 3,800円　大学生 2，000円　高校生以下 1，000円
★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

9/23㈮以降　㈮㈯14：00/18：00但し24㈯18：00は▲  ㈰14：00

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㈰ 発売中

市川実和子

穂のか 峯村リエ

高田聖子

◎ポストトーク（11/14［出］野村萬斎ほか）  
□視覚障害者のための舞台説明会（要申込・無料）

11/6
㈰
7
㈪
8
㈫
9
㈬
10
㈭
11
㈮
12
㈯

14
㈪
15
㈫
16
㈬
17
㈭
18
㈮
19
㈯
20
㈰

16：00
14：00

13
㈰

19：00
19：30 ◎ ◎

□

◎
◎

休
演

休
演



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 

10/6～12/1 毎週木曜 16:15～17:45(全8回)／
千歳温水プール

Ａ大蔵A 9/29～12/22 毎週木曜 12:00～14:00(全12回)
Ｂ大蔵B　9/30～12/16 毎週金曜 14:00～16:00(全12回)
Ｃ千歳 9/30～12/16 毎週金曜 10:00～12:00(全12回)
Ｄ烏山　10/4～12/13 毎週火曜 10:00～12:00(全11回)
Ｅ梅丘　10/5～12/14 毎週水曜 10:00～12:00(全10回)

ＡＢＣ8,400円、Ｄ
7,700円、Ｅ7,000
円／Ａ60名、ＢＥ50
名、ＣＤ40名／18
歳以上初心者

3,200円／50名／
小学生初心者

①はじめよう
スイミング

②ジュニア水泳教室

9/30～10/28 金曜全5回　
Ａ17:00～17:30　Ｂ17:30～18:00　Ｃ19:00～20:00／
松沢小学校体育館

1,500円、保護者は2,500
円／各20名／Ａ年少・中、
B年長、C小学生と保護者

③子ども空手
（松沢小コース）

10/6～11/3　木曜全5回　18:30～20:00／
砧中学校格技室

1,500円／20名／
小学生

④子ども空手
（砧中コース）

10/20～12/1 毎週木曜 10:00～11:30(全6回)／
大蔵第二運動場体育館

1,500円／60名／
55歳以上

⑤生涯健康づくり
体操

10/22～11/26 毎週土曜 19：00～20：30(全5回)／
中町小学校体育館　※１１/１２を除く

2,500円／30名／
高校生以上⑥バドミントン

対象・種目・申込方法等日程・会場

9月11日㈰ 9：00～
オークラランド

■対一般・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・友寄（☎3708-8426）へ

■￥200円(中学生以下100円)　［種目］一般男女、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）
■締9月1日(必着)　■申往復ハガキで区ボウリング連盟・野中（〒157-0072　祖師谷4-25-3-101　☎3482-2194）へ

9月4日㈰ 9：00～　
総合運動場アーチェリー大会

ボウリング大会

9日25日㈰～ 9：00～
総合運動場ほか ■￥2,000円／チーム(小学生1000円)　締切、申込、問合せ等は種目により異なるため大会要項をご参照ください。バレーボール大会

10月23日㈰ 8：00～
代田小学校

［種目］基本の部（小中高校生の部）（一般の部）、演技競技、団体試合  ■￥100円　■締9月11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）へなぎなた大会

11月20日㈰ 9:00～
国士舘大学

■￥200円（中学生以下100円）　■締9月30日（必着）　
■申■問所定の申込書で区柔道会・笠間（〒154-0023　若林4-33-1　☎5481－3300）へ柔道

10月9日㈰～ 13:00～
二子玉川緑地運動場 ■￥5,000円　■締9月2日（必着）　■申電話で区ラグビー協会　塩野 (〒157-0071　千歳台3-13-2　☎3484-1561)　ラグビー大会

9月18日㈰ 9：00～
栃木県古峰ヶ原射撃場

■対区内在住・在勤者（在勤者は要勤務先証明）　■￥無料（入場料・射場整備費・撃返しは各自負担）　■問詳細は連盟ホームページ
（http://www.setagaya-clay.jp/）、区クレー射撃連盟・河村(☎5741-2269)へ　当日朝三軒茶屋より大型バスの送迎あり。クレー射撃大会

9月25日㈰ 9：30～
総合運動場

■￥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11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会議室に持参　※郵送不可　
■問区空手道連盟・小池（☎3484-8323）へ　

空手道大会

❶夫婦大会
❷経験者講習会

10:00～14:00
14:00～15:30

抽選３２組
抽選３０名

◆世田谷陸上競技会
10月1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1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。
◆太極拳愛好者同時多目的交流会
10月9日㈰ 10時から　総合運動場体育館
■対18歳以上で先着120名　■￥3,000円　
■申9/30までに、FAXで区武術太極拳連盟・
西井（■FAX 3413-3721）へ
◆第117回　世田谷区卓球団体戦
①10月10日（月・祝）　女子の部
②10月30日㈰　男子の部　
9：00～　総合運動場体育館
■￥6,000円　■申■問①9/23②10/14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）へ

だれでも、ひとりでも参加できる教室
社交ダンス　9月3日～11月19日 毎週土曜
19：00～20：30　深沢中学校体育館
初心者から中級者向き。事前申込不要。直
接会場へ。
※運動のできる服装、室内履き持参。　■￥ 200
円（中学生以下100円）※革靴などの底の硬い
靴は不可（ダンスシューズはヒールカバー着用）

　　元気なシルバー
いきいきトレーニング【大蔵】
健康チェック：9月28日㈬ 9：30～　
トレーニング：10月5日～2012年3月7日
毎週水曜（除外日あり） 9：30～11：30 　
総合運動場体育館第一武道場（畳）・トレー
ニングルーム
■￥20，000円（全20回）／抽選20名　
■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。　■締9月11日（必着）

　　いきいきリズム体操
10月9日～3月25日　原則第2・4日曜日　
13：30～15：00(全12回)　

千歳温水プール　集会室
■￥6,300円　■締9月19日(必着)　
■対高校生以上の軽度な知的障害のある方

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レディースバレーボール教室
10月7日～ １１月２５日／毎週金曜 9:00～
■￥6,000円／定員40名
②バスケットボール教室　
9月6日～ 9月27日／毎週火曜
■対Ａミニ 17:10～　Ｂジュニア 19：10～　
■￥各1,800円（月謝制）／定員各40名　
■申■問大蔵第二運動場管理事務所へ　
大蔵4-7-1☎3416-1212
■FAX 3416-1777（問合せのみ）

　　親子スポーツ観戦デー
サッカー Ｊ2 第31節 

ＦＣ東京 VS ファジアーノ岡山 
10月16日㈰ 13：00キックオフ　
味の素スタジアム
■対区内在住の小学生親子
（子ども1名、大人1名） 
■￥無料／抽選150組300名　
■締9月19日（必着）※席はＦＣ東京側自由席

大 会 情 報

■対小学生以上　■￥大人1,000円 小・中・高校生500円
／先着60名　■締9月7日（必着）　
■申ハガキ・FAXで総合運動場体育館へ（〒157-0074
大蔵4-7-1 ☎3417-4276　■FAX 3417-1734）　

9月17日㈯ 12：30～14：30　総合運動場体育館
歩き方の基本を知り、健康ウォーキングをしましょう！
日常生活の中から正しい姿勢づくり。 ■締9月10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

［出店料］1,000円／抽選60店舗　
■締9月19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。

10月16日㈰　総合運動場、大蔵第ニ運動場

チャレンジテニス フリーマーケット出店者募集
※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。

スキルウォーク
クリニック
スキルウォーク
クリニック
スキルウォーク
クリニック

区民スポーツまつり第47回

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、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

大蔵・千歳コース型フィットネス教室
10月～12月　一部教室に託児サービスあり
親子体操・ヨガ・ピラティス等を行う教室です。
※詳細はＨＰまたは各施設に問合せ
①総合運動場
■￥9,000円～　■締先着順※ただし託児サ
ービス希望者は9月10日必着

②千歳温水プール
■￥6,300円～　
■締9月1日必着（託児サービス希望も含む）
①②■申ハガキ・FAXで各管理事務所へ
①総合運動場管理事務所（〒157-0074
大蔵4-6-1　☎3417-4276　■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）

各種スポーツ教室
■締①②9月4日③④9月14日⑤⑥9月25日いずれも必着

◆第６１回区民体育大会

■ア

※大会要項、所定の申込書をご覧ください。スポーツ振興財団、総合運動場管理事務所、スポーツ振興課にあります。ホームページからのダウンロード可。

8

●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

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。




