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いよいよ、第２回定期演奏会！
11月6日「京都国民文化祭」の出演も決定している、
せたがやジュニアオーケストラ。
池辺監督の新作も初披露！ ひとまわり大きくなった
メンバー達のダイナミックな演奏にご期待ください。

■申込方法

■受付期間

☎5432-1535  ■FAX 5432-1536　
音楽事業部

 （10:00～18:00 月曜定休）
お問合せ

公益財団法人せたがや文化財団

年の12月18日、第2回せたがやジュニアオーケストラ定期演奏会の指揮をさせていただく金聖響です。
8月には私自身が身震いするほど感動的な夏休みファミリーコンサートを終え、12月の演奏会に向けて着々と準備を進めています。

ジュニアオケのメンバーは演奏技術向上のため、毎週トレーナーの先生たちにみっちりとレッスンを受けております。今回の定期演奏会では、ベートー
ヴェン交響曲第5番「運命」、ビゼー作曲「アルルの女」組曲と、このジュニアオケの発起人である池辺晋一郎先生の委嘱作品の3曲という大変ゴージャ
スなプログラムとなっております。ジュニアのみんなの必死に演奏する純真無垢な姿と、ダイナミックなサウンドを是非とも楽しみにしていてください。

今

●池辺晋一郎：「次の時代のための前奏曲」（せたがやジュニアオーケストラ委嘱作品）
●ビゼー：「アルルの女」第2組曲  ●ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調「運命」

曲目

/

次回（11月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

全席指定  1,000円

■HPhttp://www.setagayamusic-pd.com/　■HP http://www.s-j-o.jp/

世田谷パブリックシアターオンラインチケット PC:
携帯：

http://setagaya-pt.jp/ticket_buy/
http://setagaya-pt.jp/m   （登録要）

■抽選結果 11月末日までに返信ハガキまたはEメールでお知らせします

インターネット

往復ハガキ　　　　　　 氏名・住所・電話番号・人数（4名まで）・チケット引換方法（世田谷パブリックシアターチケット
センター又はセブンイレブン）を明記の上、下記の住所まで。※セブンイレブン引換の場合手数料105円がかかります
〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー2F
（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ジュニアオーケストラ　係

※未就学児童入場不可

金聖響(指揮) 
せたがやジュニアオーケストラ

出演

11月1日
抽選予約
受付開始

せたがやジュニアオーケストラ第２回定期演奏会  指揮者

11月20日（必着。インターネットは23:59まで）※お申込はインターネット・ハガキどちらか1件のみ。4名まで。

※お席はお選びいただけませんので
　予めご了承ください



■￥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
■トーク＆ライブ
「ロックの国の朔太郎」
１１月20日㈰ 1４:00～16：３０
（1３:30開場）　北沢タウンホール

朔太郎の詩の音楽性に、現代的な解釈を試み
るスペシャルイベント。町田康さんと林浩平さ
んによるトーク、ロック天狗連バンドの音楽ラ
イブ、女性詩人たちの朗読を行います。
■￥町田康（作家・詩人）、林浩平（詩人・日本文
学研究）、文月悠光（詩人）、鳥居万由実（詩人）、
柴田友理（詩人）　■￥1,000円（展覧会入場
券付）／抽選250名　■申11月6日（必着）まで
に往復ハガキ（欄外記入方法参照、3名まで
連名可）で当館「朔太郎展イベント」係へ。

■マンドリン＆ギター・コンサート
11月26日㈯ 14：00～16：00（１３：３０開場）
1階文学サロン
■出高柳未来（マンドリン奏者）、鈴木大介（ギ
タリスト）ほか　■￥無料／当日先着150名
■朗読「朔太郎を読む」
11月27日㈰ 13：00・15：00の２回（各回３０
分前開場）　1階文学サロン
■出声を楽しむ朗読会（代表・問合せ：大谷紀幸
／☎３４８２-０８８９）　■￥無料／当日先着150名

常設展　第3期
特集　萩原葉子

～出発に年齢はない～
開催中～2012年1月29日㈰　1階展示室
詩人・萩原朔太郎の長女で作家の萩原葉子
（1920～2005）。30代後半から作家生活に
入り、ダンスとオブジェ制作にも情熱を傾け
た彼女は、「書く」「踊る」「作る」の三つの活動
で人生を輝かせ、その姿が我々を魅了し勇
気づけました。今
期の常設展では
自筆原稿や自作
のオブジェ作品
の数々など、貴重
な資料を通して
萩原葉子の創作

生誕125年　萩原朔太郎展
開催中～12月4日㈰　2階展示室
鮮烈なイメージと言葉のリズムで、日本語の
詩の可能性を切り拓いた詩人・萩原朔太郎
（1886～1942）。朔太郎は言葉で表しがた
い感覚を、写真や音楽、書物のデザインなど
言葉以外のメディアを通じて表現したマル
チアーティストでもありました。
本展では、朔太郎の自筆原稿・ノート、書簡、
撮影写真、楽器や関連する絵画作品などを
一堂に会し、この詩人の全貌を紹介します。
ありふれた現実のなかに「夢」を見ようとす
る朔太郎の言葉と表現の力を感じ取ってく
ださい。

世界をご紹介します。
■￥一般200円ほか　＊団体割引あり　
＊企画展チケットで観覧可

多摩美術大学・世田谷文学館　共同研究
「清水邦夫の劇世界を探る」
11月23日（水・祝）14:00～（13:30開場）
1階文学サロン
劇作家・清水邦夫の処女作にして代表作『署
名人』の上演と、清水戯曲の魅力についての
講演会を開催します。
【第1部】リーディングシアター『署名人』
（1958年）【第2部】記念講演「『署名人』か
ら始まる清水戯曲の魅力について」　
■出井上理恵（演劇研究者）　■￥無料／抽選
100名　■申11月9日までに往復ハガキ（欄
外記入方法参照、連名可）で当館「清水邦夫
の劇世界」係へ。

　世田谷アートフリマin文学館
11月3日（木・祝） 11:00～17:00　
1階文学サロン
今年もアートフリマが文学館にやってきま
す！約40組の作家が出展し、クラフト小物や
豆本などを販売します。当日参加可能なワ
ークショップも開催します。当日の詳細は下
記HPをご覧ください。
http://artfleama.net/　■￥無料
※出展者募集は終了しています。舟越保武「萩原朔太郎」、1955年　ⒸYoshio Takase

朔太郎作曲
「機織る乙女」の楽譜
（いずれも前橋文学館蔵）

写真提供　日本経済新聞社

荒木経惟《中年女》1965年

牛島憲之《水辺（水門）》1952年
桑原盛行《萌芽の構造1999－3》1999年

〈光源〉より、2011年、ゼラチン・シルバー・プリント

荒木経惟 ―人・街― Ⅰ
開催中～2012年1月9日（月・祝）
収蔵品から写真家・荒木経惟の60年代から
90年代の作品をご紹介します。宮本三郎作
品は一室を設け、人と街を描いた油彩を展
示します。

■11月のギャラリートーク
「荒木経惟の60年代作品」
11月12日㈯ 14時～（30分程度）
■￥無料　■申不要

　　　クリスマスワークショップ
「雪の結晶のイコンを描こう！」
12月18日㈰ 13：00～17：00（受付12：30）
「イコン」は、東
方キリスト教の
聖像画を意味
します。そのイ
コンに倣い、雪
の結晶を木板
に描いてオリジ
ナル・イコンを
作りましょう！  

■講伊藤知宏（現代美術家）　
■対小学4年生以上
■￥ 2,000円／申込先着20名

音広場・秋
「川上未映子

コンサート＆トーク（仮）」
11月18日㈮ 19:30～21:00（19:00開場）
文筆歌手の川上未映子さんをお招きし、コン
サートを行います。コンサート終了後に荒木経惟
さんとのトークも予定しています。
■講川上未映子、坂本弘道（チェロ奏者）
スペシャルゲスト：荒木経惟
■￥ 2,000円／申込先着60名

宮本三郎記念美術館と地域の会共催
人ひろば vol.14 

「絵の中の古楽器、そして紅茶」
11月27日㈰ 14：00～15：30（開場13：30）
フェルメールの絵を中心にした古楽器、紅茶
についてのお話です。小型チェンバロのス
ピネットの演奏と、ティータイムもあります。
■講風間千寿子（風間音楽研究会主宰）　
■￥ 500円／申込先着50名

　

向井潤吉と同時代の画家たち
開催中～2012年3月20日（火・祝）
世田谷美術館では向井潤吉と同世代の作
家の作品を多数収蔵しています。彼らもまた
向井と同様に、渡欧して勃興する新芸術の
息吹を感じながら、古典技法を学ぶために
ルーヴル美術館で摸写に励み、独自のスタ
イルを模索しました。本展では、宮本三郎、

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

世田谷美術館分館

（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

アトリエ 虹展
微粒子 （2日10:00から公開）
和紙造形　紙々倶楽部
成城油彩グループ展
紙わざ展 

開催中～10/30
11/  1～11/  6
11/  8～11/13
11/15～11/20
11/22～11/27

小堀四郎、後藤禎二、内田巌などの作品を
展示し、世田谷の美術家たちの交流もご紹
介します。

抽象の風 Ⅱ
開催中～2012年3月20日（火・祝）
具体的な「かたち」や「色」ではとらえきれな
い世界を探求することで生まれてきた抽象

世田谷美術館休館中の企画

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（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
※「川上未映子コンサート&トーク」は11月1日
㈫より受付開始（Eメールのみ。重複申込不可）
     miyamoto.event@samuseum.gr.jp

［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
※（　）は20人以上の団体料金

世田谷美術館は、7月1日より来年3月30日まで、改修工事のため休館中ですが、分館にて所蔵作品を紹介する展覧会を開催しております。

企 画 展

第2回世田谷区芸術アワード“飛翔”
受賞発表記念
原田吾朗展

10月29日㈯～11月11日㈮ 11:00～19:00
世田谷ものづくり学校マルチプルスペース
（世田谷区池尻2-4-5）　休館日：月曜日
http://www.r-school.net/
次世代を担う将来性のある若手アーティスト
を奨励・支援するために、2008年に創設され
た世田谷区芸術アワード“飛翔”。美術部門の
第2回受賞者は、大学院在学中の原田吾朗
です。今年は世田谷美術館が休館中のため、
世田谷ものづくり学校のマルチプルスペー
スに会場を移して受賞発表記念展を開催し
ます。

的な表現に対峙し続けた作家の作品15点
をご紹介します。
出品作家：清川泰次、桑原盛行、堂本尚郎、
堀内正和ほか

この展覧会のための新作を含め、カメラのレ
ンズを通して、都市と現代の姿を鋭く見据え
た作品を展示します。ぜひご高覧ください。
■￥無料　■問世田谷美術館

朔太郎愛用のつばめ印のギター

朔太郎作曲

円、65歳以上 障害者350円

「
（朔太郎愛用のつばめ印のギター

朔

生誕１２５年　萩原朔太郎展割　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～１２月４日㈰ 中学生・小学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館常設展  ●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

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。

2

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/

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

●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





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

大 会 情 報 ※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団、区スポーツ振興課にあ
ります。ホームページからダウンロード可。

◆第61回区民体育大会
■アマチュアボクシング
12月11日㈰ 12：30～　駒澤大学玉川校舎
■対①2011年度日本アマチュアボクシング連盟
登録者(シニア)②世田谷区在住、在勤、在学の
いずれかに該当する者　■￥200円　■締11月10
日（必着）　■申■問ハガキで区アマチュアボクシン
グ連盟・宮崎（〒228-0814　相模原市南区南台
5-6-2-303  ☎042-748-9091）へ
■ショートテニス
12月11日㈰ 9：00～　総合運動場

［種目］①小学生の部（小学3～6年生）　②親子
の部：A低学年（小学1～3年生）、B高学年（小
学4～6年生）　③一般の部（中学生以上）　④
シルバーの部（60歳以上）　※いずれもダブル
ス。男女区分無し。種目の重複申込と1人申込
は不可　■￥1人200円（小・中学生100円）／①
～④合わせて100組200名　■締11月25日（必
着）　■申■問往復ハガキ（種目、学年、学生は学校
名も記入）で、区ショートテニス連盟・石井（大蔵
1-16-8　☎3416-5519）へ
◆創立55周年記念 区民フォークダンス大会

11月27日㈰ 10：00～　総合運動場
■￥300円／当日受付　■問区フォークダンス協
会・竹ノ内（☎3703-2747）へ
◆23区大会・都大会派遣選手候補者選考・
選抜選手権大会予選（テニス）
12月3日㈯・4日㈰　総合運動場
［種目］男女単複（単複重複可）　■対区内在住ま
たは在勤者（学生不可）及び、本年度区民社会人
大会ベスト8入賞者（本戦直接ご案内）を除く
■￥単3,000円、複5,000円※本戦（1月8日、9
日、14日予定）参加時要同額  ■締11月5日（必
着） ■申■問往復ハガキに戦績等記載の上、区テニ
ス協会（桜丘1-17-18  ☎5451-0691）へ

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（P2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

は、イヌイット・ヨーヨーを作ります。
■講笹倉いる美（北海道立北方民族博物館 学
芸主幹）　■￥800円（材料費込み）／申込先
着40名　■申Ｅメール（P2欄外記入方法参照）
か電話で生活工房へ
4講演会「イヌイット服飾今昔ものがたり―
材料、技術、精神の世界」
12月17日㈯ 14：00～15：30 生活工房4Ｆ
■講スチュアート ヘンリ（放送大学教授） 　
■￥500円／申込先着50名　■申Eメール（P2
欄外記入方法参照）か電話で生活工房へ

DAYS JAPAN写真展
地球の上に生きる2011

～私たちが世界の未来に生きること
12月3日㈯～12月16日㈮ 11：00～19：00
生活工房4Ｆ　会期中無休
報道写真誌「ＤＡＹＳＪＡＰＡＮ」が主催する
【ＤＡＹＳ国際フォトジャーナリズム大賞】受賞
作品を中心とした写真展です。　■￥ 無料
［共催］㈱デイズジャパン  ［企画］㈱世田谷社

関連イベント
1トークイベント「ジャーナリストの視点から」
12月10日㈯ 14：00～16：30 生活工房5F
世界の現状に対してどう向き合い伝えてい
くか？－ジャーナリストの視点からゲストと
対談します。
■講広河隆一（DAYS JAPAN代表、フォト･
ジャーナリスト）　［ゲスト］林典子（フォト･ジャ
ーナリスト）　■￥1,000円／申込先着60名
2NGO活動報告シンポジウム
「世界の現実と解決の取り組み」
12月11日㈰ 14：00～16：30 生活工房5Ｆ
世界各地の様々な問題に取り組み活動して

いる団体の方々を迎えて、その報告とともに
参加者と話し合います。
※詳細は生活工房HP参照
■￥500円／申込先着60名　
■申1、2ともにEメール（P2欄外記入方法参
照）か電話で生活工房へ

分解ワークショップ
「家電製品の仕組みを探ろう！」
11月12日㈯・13日㈰  両日13：30～17：00
（各1日完結、同内容）　生活工房4F
電子レンジ、掃除機などの家電製品の仕組みを、
親子で分解しながら調べるワークショップです。
■講㈱東芝、金子金次（メディアアドバイザー）   
■対小学3年生以上の親子2人1組
■￥1,000円／各日抽選16組　■申11月1日
（必着）までに、往復ハガキで（P2欄外記入方
法参照、希望日と学年も明記）で生活工房へ

食の文化史 世界を旅する麺之路
1講演「麺の源流をたどる」
11月18日㈮ 18：30～20：30 生活工房４Ｆ
2ワークショップ「切る・もむ・のばす 麺づくり」
①11月19日㈯「水引餅（ほうとう）と六宝猫耳
麺」  ②11月20日㈰「索餅（そうめん）と撥魚」
各1日完結 10：00～15：00　生活工房４Ｆ
詳細は生活工房ＨＰを参照ください。（すべ
て有料、要事前申込）

   特別企画 環境と生活デザイン
      電気自動車でご飯を炊こう！
～電気自動車が問いかけるエネルギーの未来
12月3日㈯ 14：00～16：30　
北沢タウンホール
電気自動車（EV）からエネルギー問題につい
て考察します。
例えば夜に充
電したEVのバ
ッテリーで、昼
の家庭に電力
供給はできる

写真館の写真展「家族の肖像」
開催中～11月6日㈰ 9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー　会期中無休
世田谷の写真館８館が撮影した家族写真を
展示します。自宅で素敵に家族写真を飾る
ためのヒントも紹介します。  ■￥無料

北極海とイヌイットの壁かけ展
11月12日㈯～12月18日㈰ 9：00～20：00
３F生活工房ギャラリー　会期中無休
極北の地で暮らす先住民・イヌイット。その
暮らしや思想を伝えるタペストリー20点と、
生活道具や映像を展示します。  ■￥無料

関連イベント
1イヌイットの服試着会
11月12日㈯・19日㈯ 13：00～16：00
生活工房3Ｆ 市民活動支援コーナー内「パオ」
カリブーの毛皮製コートやズボン・ブーツな
どを試着できます。＊いずれも子ども用Ｌサイズ
■￥無料　■申不要／時間内に直接会場へ
2トーク＆サイン会
「イヌイットの壁かけに出合って」
11月13日㈰ 14：00～15：00  生活工房5Ｆ
■出岩崎昌子（『イヌイットの壁かけ』著者）
■￥無料（書籍は有料）／当日先着50名　
■申不要／直接会場へ（開場は13：30）
3上映会＆ミニワークショップ
「イヌイットの暮らしと遊び」
12月4日㈰ 10：30～12：30　生活工房5Ｆ
イヌイットの暮らしを描いた映像を見たあと

企 画 展 のか？－会場では日本EVクラブが製作した
EVを教材に、私たちの生活とEVとの関係に
ついて解説します。
■講舘内端（日本EVクラブ代表）　■￥無料／
申込先着200名　■申Eメール（P2欄外記入
方法参照）か電話で生活工房へ

子ども体験ワークショップ
「14歳のワンピース」

12月3日㈯・4日㈰・10日㈯・11日㈰
【制作全4回】13：00～17：00　生活工房4Ｆ
＊年明けに発表会あり
成長して変化してゆく14歳の心と体を記録
するワンピース（洋裁）をつくります。
■講spoken words project 飛田正浩
■￥8,000円（材料費込み）／抽選14名   
■対中学2年生の女子　■申11月18日(必着)ま
でに、往復ハガキ（P2欄外記入方法参照、
スリーサイズ［BWH］も明記）で生活工房へ

201２年度・ギャラリーカフェくりっく
展示作品募集

カフェ壁面に、あなたの作品を飾りませんか。
［期間］2012年4月～2013年3月のうちの
4週間（1企画につき。募集要項に詳細日程
記載）　［会場］キャロットタワー2Ｆ「ギャラリ
ーカフェくりっく」壁面
■対指定時間内に展示物の搬入・搬出及び設
営・撤収ができる方（団体可）。壁面に展示で
きない作品は不可　■￥4週間で15,000円
■定12～13組（抽選）　■申まず本年11月15日
（必着）までに生活工房「ギャラリーカフェく
りっく展示作品募集」係へハガキで応募要項
を請求ください。申込書と募集要項を送りま
すので、本年12月10日（必着）までに申込書
に作品の写真を数点添えて同係へ郵送くだ
さい。結果は12月下旬に通知。

とみ  さん

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～10/29㈯

10/30㈰～11/26㈯ ペイントスタジオchou-chou＊グラスペイント展[煌]

あいえぬじ～展

世田谷文化生活情報センター

生 活 工 房
〒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/ 

次 回 企 画 展

第22回船橋ふれあいまつり
スポーツフェスタin千歳温水プール
11月3日（木・祝） 10：00～16：00　
体組成＆骨健康度測定・水泳タイムトライア
ル・フィットネス/アクアフィットネス教室無料
体験など。事前申込不要。直接会場へ。
※詳細はホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
■問千歳温水プール管理事務所☎3789-
3911  ■FAX 3789-3912
※会場へは公共の交通機関をご利用ください。

        親子スポーツ観戦デー（ラグビー）
　リコーブラックラムズ  ＶＳ  ＮＥＣグリーンロケッツ～
12月3日㈯ 12：00～　秩父宮ラグビー場
■対小・中学生とその保護者を含む家族（小・
中学生のみの応募不可）　■￥無料／抽選
50組（1組5名様まで）   ■締11月20日（必着）
     めざせトップアスリート

■柔道クリニック
12月3日㈯ ①13：00～14：00 ②14：45～
16：00　総合運動場第1武道場(畳)
■　講瀧本誠(シドニーオリンピック金メダリスト)
■対①年少～年長 ②小学1～4年生　

■￥1,000円／抽選30名 ■締11月18日（必着）

          ハイキング～富山～
～南房総の地魚料理も味わおう～

12月11日㈰ 6：50　区役所集合
レベル  ★★☆（一般向き）   ⇒バス →徒歩
［コース］区役所⇒三軒茶屋IC⇒東京湾アク
アライン⇒鋸南富山IC⇒富山中→富山北
峰→富山中⇒「民宿さじべえ(昼食)」⇒道の
駅「富楽里」⇒鋸南富山IC⇒東京湾アクアラ
イン⇒三軒茶屋IC⇒区役所
（歩程約3時間30分）　※昼食付き
■対18歳以上　■￥6,000円／抽選40名 
■締11月23日
（必着） 
※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)

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。
●バスケットボール教室
●レディースバレーボール教室

「犬ぞりの旅とイグルー」
(北海道立北方民族博物館所蔵)

「地震の痛手
（ハイチ）」
ヤン･ダゴ

ＥＶ「ジャメコンタント号」

チャリティーマラソンの一環として、東日本大震災の被災地復興支援のための募金箱設
置・物産展を実施します。

大会への参加申込は終了しました。
※天候等により開催が不明な場合は当日5：30から以下の番号でご案内します。
　☎0180-993-157（当日のみ自動音声によるご案内）

11：00～14：30頃  公園内では、5km、2kmの健康マラソンも同時開催します。

●吹奏楽によるオープニング演奏　
　7：30頃～（陸上競技場）
　区民吹奏楽団、駒澤大学吹奏楽部
●模擬店・物産展　
　9：30～14：30（中央広場）
●ウルトラマンショー　
　11：30～12：00／13：40～14：10
   （中央広場ステージ）
●区内大学応援団による応援合戦　
　12：00～12：40（中央広場ステージ）　
　駒澤大学、日本体育大学、日本大学

■ア

駒沢オリンピック公園  陸上競技場・中央広場
（東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩15分）　  入場無料

11月13日日

8：30スタート　※荒天中止

イベント
いっぱい！

第6回第6回 世田谷246世田谷246ハーフマラソンハーフマラソン第6回 世田谷246ハーフマラソン

©円谷プロ

日本大学応援リーダー部

富山からの眺め

ハーフマラソン（昨年の様子）

模擬店、物産展

すいいんべい マオ  アル 

 ドウ さくべい ポーユイ

◆全日本都市対抗テニス大会派遣選手候
補者選考・特別選抜選手権（大会要項参照）
12月10日㈯・11日㈰　総合運動場
■申10月26日～11月2日、所定の申込用紙（協
会よりＦＡＸ等入手）に必要事項記入のうえ、区
テニス協会(桜丘1-17-18 ☎5451-0691・
■FAX 5451-0692)へ
スポーツ・レクリエーション表彰者の募集！
［推薦方法］11月18日（必着）までに推薦書をスポー
ツ振興財団へ郵送または持参。（推薦書は、スポーツ
振興財団、スポーツ振興課、総合支所地域振興課、出
張所、図書館等にあります。ホームページからもダウ
ンロード可）  ※詳細はホームページをご覧ください。


