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次回（3月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

3.2㈮－3.18㈰　11:00-19:00　
入場無料　＊3.12㈪のみライブイベント開催のため休館
生活工房３・４F（三軒茶屋キャロットタワー）　TEL 5432-1543

（3F生活工房ギャラリー）
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自分の眠りを見つめてみよう

日の暮らしの中に当たり前に存在する眠り。時にないが
しろにされることもあります。眠りはいつも私たちのそ

ばにあって、それでいて誰にとっても同じものではありません。
「I’m so sleepy」展は、人それぞれの‘睡眠文化’への入り口で
す。それは眠りを楽しみ、豊かなものにするための様々な知恵や
工夫を伝えてくれます。異なる地域や時代の眠りの知恵と工

夫――睡眠文化の多様性を知って、感じて、自分の眠りに
向き合って、来場された皆様の眠りがもっと豊かなもの
になりますように！

毎
鍛治　恵NPO法人睡眠文化研究会

※申込方法など詳細は4面をご覧ください

産業が24時間化し、インターネットでいつでも・どの国の人とでもつながることが出来る現代社会。
私たちのライフスタイルは、多様化の一途をたどっています。しかし「生き方」ほど、「眠り方」は変化したでしょうか？　
「ふかふかのベッドで、8時間眠るのが理想」など、眠りのスタイルに対してはまだまだ、固定観念にとらわれて
いる方が多いかもしれません。「I’m so sleepy」展は、わたしたちひとりひとりが眠りを見つめ、
自然な眠りとは何か、感じ・考えるために開催します。動物たちが冬眠から目覚めても、
人間が春眠暁を覚えないこの時期に、眠りへの誘いの展覧会です。
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1どうにもねむくなるカフェ 
3月3日㈯・4日㈰・10日㈯・11日㈰・17日㈯・18日㈰　各12：00－18：00　

2安眠ヨガ＋ハーブアイピローづくり
3月4日㈰　14：00－16：00　

3ママのためのおやすみＬＩＶＥ
3月12日㈪　14：00－15：30　

4睡眠文化フォーラム“SLEEP SWITCH”（スリープスイッチ） 
3月18日㈰　14：00－17：00　

眠っている間に体に何が起きているかを、
わかりやすく解説。さまざまな「ねどこ」体験
展示や、夢の民俗誌など、眠りワールドが
うとうとと、あなたを迎えます。

（生活工房4F） 3 月 日 は、18

木に登ったり、寝袋を作ったり、体の色を変化させたり。
安らかに眠るため、あれこれ工夫をこらす生きものたちの姿を
ご紹介します。絵：たけむらまゆこ　文：さくまひろこ

I’m so  sleepy
どうにも眠

アイム・ソー・スリーピー

くなる展覧会

[主催]生活工房　[共同企画制作]SunREOR　[環境デザイン]sesen設計所　[特別協力]NPO法人睡眠文化研究会　[音響協力]パイオニア㈱
[資料・企画協力]㈱LD&K／オムロンヘルスケア㈱／㈲菊屋／SUNUS／TSUTAYA三軒茶屋店／hammmock2000／Breavo-para／無印良品くらしの良品研究所／ロフテー㈱



牛島憲之《煙突の風景》1950年

桑原甲子雄《渋谷駅前》（『夢の町』より）　
1939 年　世田谷美術館蔵

世田谷アーティスト・コロニー
「白と黒の会」の仲間たち

3月31日㈯～6月17日㈰　2階展示室
「白と黒の会」は、昭和初期から世田谷に住む日
本画家、洋画家、彫刻家など、幅広い人々が集っ
た親睦会です。本展では、牛島憲之、向井潤吉、
本郷新、柳原義達、佐藤忠良、舟越保武らの作
品を展示し、個々の表現世界と世田谷を舞台に
した交友の軌跡をご覧い
ただきます。
■￥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

リオープン記念イベント 
世田谷美術館さくら祭

3月31日㈯、4月1日㈰ 10:00～16:00
美術館くぬぎ広場 (雨天館内)
美術館のある砧公園は約1,200本のさくら
が美しいファミリー向けのお花見の名所。公
園に隣接する美術館の中庭や広場で、その
場で気軽に参加できるワークショップやフ
リーマーケット、ライブなど、盛りだくさんの
楽しいイベントを開催いたします。
※詳細は当館HP参照。

リオープン記念パフォーマンス
『微か』

4月6日㈮ 14:00、7日㈯ 11:00／14:00、
8日㈰ 11:00／14:00（各回とも開場は開
演の30分前。毎回アフタートークあり）
世田谷美術館　1階展示室
振付・構成・出演：ボヴェ太郎　音楽：原摩利彦 
■￥予約2,000円／当日2,500円（中学生以下
は無料）／各回40名　■申世田谷美術館教育普
及課へ電話（☎3415-6346）、またはTaro 
BOVE Dance Performance 予約ページより
（http://tarobove.com/reservation/kasuka）

世田谷美術館美術大学25期生募集
美術大学とは、世田谷美術館の機能をフル
に活用し、講義、実技、鑑賞を組み合わせ、理
論と体験により、実感できる総合的な美術講
座です。平成24年度は講義20回、実技22
回を予定しています。
■￥年額5万円(教材費含む)／60名(抽選)
履修期間:5月～12月(8月は休講)
受講日：週2回火・木　時間：10:30～16:30
応募資格：18歳以上の世田谷在住、在勤、在学者。
あるいは世田谷美術館友の会会員であること。
■申所定の申込用紙にて郵送または持参で当

向井潤吉と同時代の画家たち
開催中～3月20日（火・祝）
出品作家：向井潤吉、宮本三郎、小堀四郎、
後藤禎二、内田巌ほか

荒木経惟 ―人・街― Ⅱ
開催中～3月20日（火・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。

■3月のギャラリートーク
「荒木経惟―人・街―」Ⅱ期について
3月10日㈯ 14:00～（30分程度）
■￥無料　■申不要

音広場・冬
「東京～前野健太の歌
×荒木経惟の写真」

3月16日㈮ 19：30～21：00（開場19:00）
「荒木経惟展―人・街―」展Ⅱ期、展示室内の
東京を撮った写真をバックに、ミュージシャ
ン・前野健太のライブを行ないます。
■出前野健太（ミュージシャン）　
■￥ 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.16 

「大奥につとめた農村女性」
4月14日㈯ 14：00～15：30（開場13：30）
江戸時代のキャリア女性関口千恵は、武蔵野

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

手造りワールド 「さくら工房」展  
雅水会
七宝工芸薮内教室
長井節子展　

開催中～2/26
2/28～3/  4
3/  6～3/11
3/13～3/18

［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3月31日㈯より再開します。（レストラン「ル・ジャルダン」は、3月1日㈭より営業いたします。）
3月30日まで世田谷美術館は、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。

企画展開催のため、常設展は4月20日㈮まで休止します。

荒木経惟《東京物語》
1988年

後藤禎二
《バルトークの
楽譜の前の馬鈴薯》
1968年

区民ギャラリー利用申込受付
平成24年10月～平成25年3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］4月７日㈯、8日㈰10:00～17:00　
［受付場所］当館地下創作室Ｃ、清川泰次記念
ギャラリー　［抽選会］4月22日㈰10:30から
当館講堂にて。詳細は受付時にご案内します。

■￥一般700（560）円、大・高生500（400）円、65歳以上・障害者350（280）円
＊（　）内は20名以上の団体料金　＊中学生以下無料　＊せたがやアーツカード会員は、団体割引料
金が適用されます　＊3月30日㈮～4月1日㈰は世田谷美術館・世田谷文学館開館記念日のため無料

関東大震災を契機として、1930年代の東京では、多くの文学者や美
術家が新たな生活と創造の拠点を求め、郊外に移り住みました。そし
て、郊外は作家たちの創作の場となり、作品の舞台ともなっていきます。
1932年に誕生した世田谷区も、そうした郊外の一つであり、豊かな自
然を残しつつ、住宅地として都市人口増大の受け皿となりました。
本展は、世田谷文学館と世田谷美術館のコレクションを核に、8つの
芸術文化ジャンルによって構成し、東京西南郊外で営まれた生活文
化の様相も視野にとらえながら、拡大する首都＝東京の文化活動を、
「郊外」という角度から検証します。

■映画上映会　『マダムと女房』（五所平之助監督、1931年公開、松竹キネマ、57分）
3月18日㈰ 14：00 ～　1階文学サロン
■￥無料／当日先着150名　＊当日12：00から整理券を配付します。

常設展示内の「ムットーニ
のからくり劇場」は、4月
20日㈮までお休みします。
4月21日㈯の再開まで、
しばらくお待ちください。

友の会との共催講座「大震災と文学」
3月11日㈰ 14:00～　1階文学サロン
■講辻井喬（詩人・作家）　■￥一般700円（友の会会員は
500円）　■申当館友の会（☎5374-9111）へお問い合わ
せください。

4月28日㈯～7月1日㈰
2階展示室
■￥一般800(640)円、
大・高生600(480)円、
65歳以上・障害者400
(320)円
＊(　)内は20名以上の
団体料金
＊中学生以下無料

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

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

かす

ミュージアム コレクション Ⅰ

■申宮本三郎記念美術館へ往復ハガキ、
Eメール（P4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 ※1イベントにつき1通、2名まで
     miyamoto.event@samuseum.gr.jp

国生麦村の出身です。その実家である名主
関口家の家日記から、千恵の生涯を追います。
■講大口勇次郎（お茶の水女子大学名誉教授）
■￥ 500円／申込先着50名

抽象の風 Ⅱ
開催中～
3月20日（火・祝）
出品作家：清川泰次、
千葉勝、湯原和夫、
横尾龍彦ほか

関連
企画

世田谷文学館・世田谷美術館共同企画展

都市から郊外へ―1930年代の東京
開催中～4月8日㈰ 1・2階展示室 ムットーニのからくり劇場

休演のお知らせ

「地上最大の手塚治虫」展　開催！

企 画 展

建築模型《朝日住宅2号型》
［設計：松田祿次］1929年竣工　
世田谷美術館蔵

林芙美子『放浪記』1930年　
改造社　世田谷文学館蔵

館美術大学事務局まで(当館ＨＰよりダウン
ロード、または2月末より、世田谷美術館分館、
文学館、生活工房にて配布。郵送をご希望の
方は80円切手を同封の上、当館までお申込
みください)
申込期間：3月1日㈭～31日㈯(消印有効。
持参の場合は4月1日㈰まで)

プロムナード･コンサート
佐野良太 ピアノリサイタル「音の絵」
5月26日㈯ 14:00　当館講堂
■出佐野良太（ピアノ）　曲目：ラフマニノフ「「音の
絵」より作品33-2,6,8作品39-6」、ショパン「舟

歌 作品60」 ほか　■￥入場無料／抽選200名
■申5月1日㈫（消印有効）までに往復ハガキ
（P4欄外記入方法参照）で当館まで。
※未就学児は入場不可。 ※詳細はHP参照。

予 告
●文学…………少年探偵団が駆け抜けた世田谷―1930年代・作品の中の郊外
●絵画／彫刻…古代への眼差し―難波田龍起と菊池一雄
●写真…………街の肌合い―桑原甲子雄と1930年代の東京
●版画…………東京・版画・30年代―稲垣知雄が刻んだ東京の貌
●映画…………サイレントからトーキーへ―東京郊外で誕生した映画と撮影所
●音楽…………流行歌にみる1930年代―古賀政男・西條八十・宮田東峰
●住宅…………郊外住宅地の理想―田園調布と成城を中心に
●広告…………都市と郊外の連結点に誕生した消費文化の殿堂―三越と伊勢丹

展示
構成

ま ち かたち

林芙美子『放浪記』1930年

「都市から郊外へ―1930年代の東京」割　引
引換券 一　 般 700円→600円　大・高生 500円→450円

65歳以上・障害者 350円→300円　※中学生以下は無料です観覧料

世田谷文学館1・2階展示室 開催中～4月8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。
●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。

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
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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）

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。世世田世田世田谷パ谷パ谷パブリブリックシアターと音楽事業部の

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

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　

3 2012年2月25日号

●せたがやアーツカード会員割引・先行発売は、世田谷パブリックシアターチケットセンター
　（電話・窓口）とオンラインで前売のみのお取扱いです。

■14：43～48プレパフォーマンスあり
◎毎回ポストトークあり

Co. 山田うん『季節のない街』3/8㈭
～11㈰ダンス

■￥全席自由（整理番号付）  アーツカード 3,300円  一般3,500円　学生3,000円

［振・構・演・出］山田うん　［出］荒悠平　伊藤知奈美　飯森沙百合　川合ロン　木原浩太　
佐々木崇仁　城俊彦　広末知沙　長谷川暢　藤原治　三田瑶子

■問Co.山田うん（office.coyamadaun@gmail.com）  090-2912-0436
19：30
15：00

3/8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰

発売中

※小学生未満でもお席が
　必要な場合は学生料金

とくお組 『深夜の市長』演 劇 3/29㈭
～4/1㈰

［作・演・出］徳尾浩司   [出］篠崎友　堀田尋史　鈴木規史　柴田洋佑　本折智史　鬼塚俊秀

■問とくお組☎080‐5536-1090◎ポストトークあり

未就学児童入場不可
18：00
14：00

3/29
㈭
30
㈮
31
㈯

4/1
㈰

19：30

■￥アーツカード 3,300円　一般3,500円  ※学割はカンパニーのみ取扱

劇団東京ヴォードヴィルショー『トノに降る雨』演 劇 4/13㈮
～22㈰

発
売

アーツカード
一　般　3/8㈭

3/4㈰

■￥アーツカード 5,300円　
一般5,500円　学生4,000円（当日のみ、要学生証）
■問劇団東京ヴォードヴィルショー☎3227-8371

TAICHI-KIKAKU 
身体詩 『Friend ～ボクノ大切ナトモダチ～』演 劇 4/5㈭

～8㈰

■￥全席自由 アーツカード 2,900円  一般 3,000円　 
［作・演・出］モリムラルミコ　［映］田渕英生　[出］オーハシヨースケ　他

■問TAICHI-KIKAKU☎5385-9137

未就学児童入場不可
14：00
18：00
19：00

13：00

4/5
㈭
6
㈮
7
㈯
8
㈰

 ※学割はカンパニーのみ取扱

発売中

戦国時代を舞台にワガママな“トノ”様が、人と出会い成長していく姿を描く。
73年に佐藤B作を中心に結成された同劇団の40周年記念興行第一弾！

発売中

★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￥

6歳未満
入場不可

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

■￥アーツカード 割引はございません　一般　S席 6,000円  A席 5,000円（3階席）
[出］笑福亭鶴瓶

シアタートラム

シアタースケジュール 252/ 26 32 4 5 6 7 10 118 9 13 1412 16 17 18 1915 21 22 23 2420 26 31302928252927 28 2713/

世田谷パブリックシアター
2/25～3/31

〒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

〒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

シアタートラム
モダンスイマーズ『ロマンサー～夜明峠編』
［作・演］蓬莱竜太　■問Habanera ☎5489-3740（平日11:00～18:00）

未就学児童入場不可

大石将紀
サクソフォンリサイタル

3月2日㈮　19:00開演　成城ホール
  

曲目
大石将紀(サクソフォン)　沢木良子(ピアノ)　有馬純寿（エレクトロニクス）出演 　　　　     一般 1,500円  

子ども(小～高校生) 500円

せたがやジュニアオケ
団員募集
締切間近！
募集詳細はＨＰ・チラシで。

※本公演は公共ホール音楽活性化事業の支援
　を受けています。

『カフカの猿』 〈英語上演・日本語字幕付〉

世界中で話題沸騰、イギリスの天才女優キャサリン・
ハンターの一人芝居です。日本では、野田秀樹作・演
出『THE BEE』や『The Diver』が記憶に新しいとこ
ろ。カフカの短編小説をモチー
フに、優れた演技力と超人的な
身体性で「人間になった猿」の
物語を立ち上げます。必見の一
作です。

チケット発売開始！ 未就学児童
入場不可

「せたがやアーツカード」は区民のためのカードです！   ２０１２年1月より「世田谷区民割引」は「せたがやアーツカード会員割引」になりました。せたがやアーツカード会員割引・
先行発売を利用するには「せたがやアーツカード」（世田谷区在住の15歳以上の方対象）の会員登録が必要です。入会・年会費無料。詳細はアーツカード事務局☎５４３２-１５４８まで。 

●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　

『鶴瓶噺2012』トーク 4/18㈬～22㈰
各日19：00開演

世田谷パブリックシアター

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

大人気の『鶴瓶噺』が今年も登場。
師匠の軽妙かつ自在なトークで劇場は笑いの渦に包まれます。

～フランツ・カフカ「ある学会報告」より～

［出演］キャサリン・ハンター

5/2
㈬
3
㈭
4
㈮
5
㈯
6
㈰

18：00
14：00

19：00

18：00
14：00

19：00

4/13
㈮
14
㈯
15
㈰
16
㈪
17
㈫
18
㈬
19
㈭

［作］中島淳彦　［演］ラサール石井　［主題歌／唄］前川清
[出］佐藤B作　佐渡稔　石井愃一　市川勇　山口良一　他

<客演>松金よね子　ベンガル　井之上隆志　
栗田桃子　えなりかずき

音楽事業部
異分野とのコラボレーション企画　「落語と音楽」
～小三治師匠とモーツァルトの素敵な関係？！～音 楽 3/20（火・祝）15：00開演 完売

未就学児童入場不可

■場成城ホール■￥アーツカード 3,000円　一般 3,500円

徳永二男とせたがやシンフォニエッタ   
「四季の息吹」

発
売3/1㈭音 楽 6/30㈯15：00開演

『サド侯爵夫人』
珍しいキノコ舞踊団『ホントの時間』
［振・構・演・出］伊藤千枝　■問珍しいキノコ舞踊団 mail@strangekinoko.com

こどもの劇場2012
『狼たちの午後―Hungry Like a Wolf―』

Co.山田うん『季節のない街』

まもなく
開催

ヤコブTV：ガーデン・オブ・ラブ
現代社会が持つ問題をテーマ
に、人の声とサックスの音をミッ
クスさせ、ポップな音楽をつくり
だします。今回は『サクソフォン×
テープ×映像』の共演により、世
界観を表現します。

B.ヴィヴァンコス：現代奏法の為の
　　　　　　　  練習曲集より「蚊」
夏場に現れる敵。みなさんの知っている、そ
うあの“蚊”です。「蚊」をテーマにして、「ぶー
ん」という羽音をコミカルな音楽に仕上げて
います。普段の聴きなれたサクソフォンの音
とは違う“オト”をお楽しみください。

その他の曲はHPをご覧ください。

ゲンダイオンガク。それは現代に生きる私達にとって、
ある意味ロックやポップスの様に共感を持って聴く事が
できるのです。作曲家、曲がうまれた背景などの紹介や
電子音響、映像による視覚的効果もお楽しみください。

全席指定

前売券は完売いたしました。なお、当日券については3月17日以降にお問い合わせください。

徳永二男が最も注目する若手チェリスト・上村文乃の世田谷デビュー！！

未就学児童
入場不可

4/20㈮以降　㈮㈯㈰14：00　
但し㈮のみ19:00も

[出] 徳永二男(指揮／ヴァイオリン)  上村文乃(チェロ)  他　
[曲目]ハイドン：チェロ協奏曲第2番ニ長調  ヴィヴァルディ：「四季」  他 ※曲目は予告なく変更する場合があります

ロンドン・ヤングヴィック劇場

●せたがやアーツカード会員先行発売  3/16㈮  4,700円　●一般  3/18（日）  5,000円　　

世田谷パブリックシアター開館15周年を記念して、中高生からなるユースメンバーに
よるパフォーマンスを上演します。プロのアーティストによるワークショップを重ね、ダ
ンス・演劇・音楽など様々なジャンルのパフォーマンスを学び、8月にシアタートラムで
オリジナル作品を発表。この夏、あなたもシアタートラムの舞台に立ってみませんか？

●メンバー募集締切：4/16㈪必着（対象：体験ワークショップもしくは伊藤キム
さんのワークショップに参加経験のある中高生）●稽古期間：5/27㈰～8/13㈪
※日・祝・夏休みを中心に。●公演日：8月14日㈫　シアタートラム

日時：3月26日㈪・4月2日㈪　13:00～16:00（いずれか1日、もしくは両日。）
指導：伊藤キム(振付家・ダンサー)　ほか
■対中高生　■申劇場HPもしくはお問合せください。　■締3/19㈪必着
■問劇場「ユースパフォーマンス2012」担当☎5432-1526

メンバー募集に先駆けて“体験ワークショップ”を開催します！

公演までのスケジュール

古典芸能「狂言」の所作を体験してみませんか？ 
お腹の底から湧きあがるセリフ、笑いを通して、
狂言をより深く体験します。是非ご参加ください。
■講深田博治（狂言師／万作の会）
■￥無料／抽選20名　■締3/2㈮
■申適当な紙に、①希望日②氏名(ふりがな)③住
所④電話番号⑤年齢⑥狂言ワークショップや演
劇経験の有無⑦ひとことを書いて、郵送、Fax
（5432-1559）、または劇場ＨＰから。
■問劇場「学芸」☎5432-1526■問世田谷パブリックシアターチケットセンター☎5432-1515 

※学生席(3F)はカンパニーのみ取扱 ■問沖縄芝居実験劇場☎090-1949-4337

沖縄芝居実験劇場 『組踊 ―伝統と創作―』
くみおどり

演 劇 4/1㈰
15：00開演

第１部　組踊『執心鐘入』　　第２部　創作組踊『花の幻』　 未就学児童
入場不可

発売中

［構・映・振・出］近藤良平　［出］コンドルズメンバー

「赤ずきんちゃん」「３匹の子豚」など絵本をモチーフに、ダンスという
ジャンルを超えた大スペクタクル作品に。ご家族そろって劇場へ！

［ゲスト］白井晃（3/23）　安田美沙子（3/24・25）　加藤和樹（調整中。決まり次第劇場HPで発表）

こどもの劇場2012
『狼たちの午後―Hungry Like a Wolf―』ダンス 3/23㈮～27㈫ 発売中

■￥アーツカード S席 4,200円　一般 S席4,500円  A席3,000円　
4歳～高校生　一般料金の半額（当日要年齢確認）
■問 世田谷パブリックシアターチケットセンター 

■問 世田谷パブリックシアターチケットセンター 

19：00
14：00

3/23
㈮
24
㈯
25
㈰
26
㈪
27
㈫

※未就学児童は要保護者同伴。4歳未満入場不可。
前回公演より　撮影：HARU

『サド侯爵夫人』演 劇 3/6㈫～
3/20（火・祝）　 発売中

18：00
13：00

18：30

3/6
㈫
7
㈬
8
㈭
9
㈮
10
㈯
11
㈰
12
㈪

★ ★ 休
演

■問 世田谷パブリックシアターチケットセンター 

撮影：篠山紀信

［作］三島由紀夫　［演］野村萬斎　［出］蒼井優　美波　神野三鈴　町田マリー 　麻実れい  ／ 白石加代子
■￥アーツカード S席 7,200円
（本公演のみ）　
一般 S席 7,500円   A席 5,000円
★プレビュー公演  S席 6,500円  A席 4,000円

★プレビュー公演　
■3/17㈯13時  視覚障害者のための
　事前舞台説明会あり（要申込・無料・
　本公演チケットをお持ちの方）

3/13㈫以降　㈫休  ㈬㈯13：00／18：30  ㈭㈰㈪㈷13：00  ㈮18：30  

2/29㈬必着

撮影：加藤孝

撮影：大西二士男

■￥アーツカード 5,700円　一般6,000円　

『MANSAI◉解体新書 その弐拾』トーク 4/5㈭18：00開演
20回目を迎える世田谷パブリックシアター芸術監督企画。ゲストと
繰り広げるトーク＆パフォーマンスを通して、芸術の本質に迫ります。
［企・出］野村萬斎　　
［ゲスト］篠山紀信（写真家）　

未就学児童
入場不可

■￥アーツカード 割引はございません　一般4,000円　

『上々颱風  シアターLIVE ！  2012  
～続・空想音楽旅行～』音 楽 4/7㈯18：30開演

8㈰15：30開演
4/7  北半球編　4/8  南半球編　［出］上々颱風
■￥アーツカード 4,700円　一般5,000円 ■問M＆Iカンパニー☎5453-8899 

※就学前のお子様は膝上無料

発売中

発
売

アーツカード
一　般　3/4㈰

前売終了

幹の会+リリック プロデュース公演 『王女メディア』演 劇 4/11㈬
～15㈰

■問東京音協☎5774-3030■￥アーツカード S席 9,800円  一般  S席 10,000円  A席 7,000円　19：00
14：00

4/11
㈬
12
㈭
13
㈮
14
㈯
15
㈰ [原]エウリーピデース　[修辞]高橋睦郎　[演]髙瀬久男

[出]平幹二朗／若松武史　三浦浩一／廣田高志　城全能成　斉藤祐一　南拓哉／有馬眞胤　石橋正次　
未就学児童入場不可

発売中

未就学児童入場不可

三島戯曲の真骨頂！登場人物は女性6人のみ。“言葉による緊縛”
をテーマに、能・狂言の伝承者・野村萬斎が演出に挑みます。

40名のワークショップ参加者+4名の進行役/演出家/劇作家/振付家による作品。
『地域の物語～1960年代の世田谷』 3/25㈰14:00開演  入場無料(先着順)

世田谷パブリックシアター 開館15周年記念
『YOUTH-PERFORMANCE 2012』出演者募集！ 「狂言ワークショップ」

参加者募集！
3月9日㈮19：30～21：30　
世田谷パブリックシアター稽古場

4
『

品。

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。

5月2日㈬～6日㈰　シアタートラム

各回ポストトークあり
ポストトーク出演者
5/2　野村萬斎　5/3　池内紀　
5/5 14時　西岡智（西岡兄妹） 他、
決まり次第劇場HPで発表

野村萬斎野村萬斎 篠山紀信篠山紀信

※お一人様1公演2枚まで。車椅子のお客様は事前にカンパニーへ。

発
売

アーツカード
一　般　3/17㈯

3/11㈰のみ ※劇場チケットセンター
　店頭のみ取扱
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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 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

眠るためのワークショップ。ハーブやアロマ
オイルを入れ込んだアイピローも作ります。
■講牧野里砂（ヨガインストラクター）
■￥3,000円（材料費込み）／申込先着20名
3ママのためのおやすみＬＩＶＥ
3月12日㈪ 14：00～15：30　生活工房4F
※当日は休館につき申込者以外はご入場い
ただけません。
アコースティックデュオ「羊毛とおはな」によ
るオトナもコドモも楽しめるライブ。チェコの
子供たちが眠る前に見る“おやすみアニメ”
『森の妖精アマールカ』の上映も行います。
■出 羊毛とおはな ■￥2,000円（1ドリンクつき・
未就学児の同伴は無料）／申込先着70名
4睡眠文化フォーラム
“SLEEP SWITCH”（スリープスイッチ）
3月18日㈰ 14：00～17：00　生活工房５F
留学生を招いて行う「世界の眠り国際座談
会」のあと、スリープスイッチ（眠りと目覚め
の切り替え）とこれからの睡眠を考えるフォ
ーラムを開催します。
■出 パネリスト：重田眞義（京都大学教授）、
豊田由貴夫（立教大学教授）、藤本憲一（武
庫川女子大学教授）、土谷貞雄（無印良品く
らしの良品研究所コーディネーター）ほか
■￥無料／当日先着100名　
■申14は当日直接会場へ。23は電話
かＥメール（欄外記入方法参照、年齢も明
記）で生活工房へ

知の航海【特別講演会】
東日本大震災の記録

3月15日㈭ 14：00～16：00　生活工房5Ｆ
岩手県釜石市の写真館経営、菊地信平さん
は、津波が押し寄せる直前から懸命に街の

様子を撮影しつづけました。その写真は数
万枚に及びます。スライド上映の形式でご
家族にお話いただき、写真を見ながら、震災
から１年を経た現地の様子を見つめます。
■講菊地写真館　■￥無料／当日先着50名　
■申不要、直接会場へ　

朗読発表会 －豊かなことばの世界－
3月11日㈰ 13：30～16：00　生活工房5Ｆ
1年間の朗読講座受講生による公開発表会
を行います。豊かなことばの世界を体感して
ください。　■￥無料　■申不要、直接会場へ
［共催］㈶ＮＨＫ放送研修センター

朗読講座  豊かなことばの世界

1水曜教室　
4月4日、11日、25日、5月9日　10：30～12：30
【名作を読む】
■講岩井  正（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：壺井栄著「二十四の瞳」
2木曜教室　
4月5日、12日、26日、5月10日　13：30～15：30
■講金野正人（ＮＨＫ日本語センター）　
朗読作品：夏目漱石著「坊っちゃん」
3金曜教室　
4月6日、13日、27日、5月11日　13：30～15：30
【はじめての朗読 － 初心者向け講座】
■講伊藤文樹（ＮＨＫ日本語センター）　

100年あとの世田谷 
開催中～2月26日㈰  9：00～20：00　
3F生活工房ギャラリー　会期中無休　
100年後の世田谷をテーマに、アーティスト
たちが映像、ペイント、サウンドなどで表現
した作品を展示します。
その豊かな想像力／
創造力に触れてみて
下さい。　■￥無料
［参加作家］
伊藤桂司、
大原大次郎、qp、
近藤さくら、菅俊一、
佃弘樹、
ひらのりょう。

Ｉ’m so sleepy アイム・ソー・スリーピー
どうにも眠くなる展覧会 

3月2日㈮～18日㈰ ＊3月12日㈪のみ休館
11：00～19：00　生活工房３・４F
詳細は１面をご覧ください。　■￥無料

関連企画
1どうにもねむくなるカフェ 
3月3日㈯・4日㈰・10日㈯・11日㈰・17日㈯・
18日㈰ 各日12：00～18：00  生活工房4F
気持ちよく眠れそうなドリンクやすっきりと
目が覚めそうなフードなど、眠りをテーマに
したカフェが、会期中の週末限定でオープン
します。　■￥有料
［運営］NEXT KITCHEN
2安眠ヨガ＋ハーブアイピローづくり
3月4日㈰ 14：00～16：00　生活工房5Ｆ
おやすみ前にゆっくり体を動かし、ゆっくり

企 画 展 朗読作品：菊池寛著「三人兄弟」
いずれも生活工房５Ｆ
ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通
して体感します。ＮＨＫ日本語センターアナ
ウンサーが講師となり、声の出し方、話し方
などを丁寧に指導します。ご都合にあわせ
て受講日をお選びください。
■￥20,000円（4回分）、アーツカード会員は
18,000円／定員15名　
■問■申㈶ＮＨＫ放送研修センター　
☎3415-7121（受付時間9：00～18：00）
URL／http://www.nhk-cti.jp/

世田谷アートフリマ vol.17 
出展者募集

オリジナルのクラフトやアート作品を制作する
個人・グループを募集します。応募は、アート
フリマ公式ＨＰの専用フォームからが便利です。
［開催日］4月21日㈯・22日㈰ 11：00～18：
00　■申http ://art f leama.net/
■締3月10日（必着）まで　■問世田谷アートフリ
マプロジェクト：
中 根（世 田 谷
233） ☎5430-
8539（12：00～
20：00）または生
活工房まで

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

2/26㈰～3/24㈯

開催中～2/25㈯ 塚原俊彦ガッシュ展
―宮澤賢治第二集―

3/25㈰～4/21㈯ 写真展―無農薬野菜の
おたより―本城正治

花に魅せられてⅣ

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/ 

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 ※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）

◆第53回  春季区民ゲートボール大会
4月19日㈭ 9：00～　総合運動場陸上競技場
種目／リーグ戦（2部制）1チーム6名以内
■￥1チーム2,000円　■締3月26日（必着） 
■申■問区協会登録チームは所定の申込書で、未
登録チームはハガキに連絡先（電話）を記入し、
区ゲートボール協会・村石（〒154-0017世田谷

1-23-3 ☎3439-1108）へ
◆世田谷陸上競技会
4月7日㈯　総合運動場陸上競技場　
［種目］中長距離　■対原則高校生以上 ■￥1種目
1,000円／応募多数の場合抽選  ■締3月15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。詳細は要項参照。

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、事業開催時の学年、年齢、性別も明記)でスポーツ振興財団へ※小学生は保護者同伴　※対象学年は事業開催時の学年

せたがや生涯スポーツセミナー
親子の絆を育む、運動遊びについて考える
3月17日㈯ 14：00～16：00（受付13：30～）
成城ホール（成城6-2-1）
■　講瀬戸口清文（おかあさんといっしょ元たい
そうのおにいさん）　
■￥無料／定員200名　■申当日直接会場へ
［主催］世田谷区体育指導委員協議会　
※保育可（3月5日までにスポーツ振興財団
へ電話申込。※先着） 

  アーチェリー教室
4月1日～29日　毎週日曜  9：30～11：30
総合運動場洋弓場
■対小学5年生以上の初心者・初級者　
■￥大人3，500円　中学生以下2，000円（全
5回）／抽選40名　■締3月13日（必着）

          はじめようスイミング
①大蔵Ａコース（総合運動場温水プール）
4月19日～6月28日　
毎週木曜  12：00～14：00
②大蔵Bコース（総合運動場温水プール）
4月20日～ 6月29日 
毎週金曜  14：00～16：00
③千歳コース（千歳温水プール）
4月20日～6月29日　
毎週金曜  10：00～12：00

④梅丘コース（梅丘中学校温水プール）
4月18日～5月30日
毎週水曜  10：00～12：00
⑤烏山コース（烏山中学校温水プール）
4月17日～5月29日
毎週火曜  10：00～12：00
■￥ ①～③9,000円（全10回） ④⑤6,300円
（全7回）／①60名 ②④50名 ③⑤40名／
すべて抽選　  
①～⑤すべて■対18歳以上  ■締3月11日（必着）

元気なシルバー
いきいきトレーニング

①大蔵コース
健康チェック：4月18日㈬ 9：30～　
トレーニング：4月25日～8月8日 
毎週水曜   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
■￥14，000円（全14回）／抽選20名
②千歳コース
健康チェック：4月5日㈭ 13：00～　
トレーニング：4月12日～7月5日　
毎週木曜 13：00～15：00　
千歳温水プール、体育室
■￥12，000円（全12回）／抽選20名
①②とも　■対60歳以上の方で医師に運動
を止められていない方 
※健康チェックの結果によってはトレーニン

グへの参加をお断りする場合もあります。　
■締①4月4日 ②3月20日（必着）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
①バスケットボール教室
4月10日～5月24日　毎週火曜（全3回）　
■対Aキッズ（5歳～小学3年生） 17：10～18：20
Bミニ（小学3～6年生） 17：10～19：00
Cジュニア（小学6年～高校生） 19：10～21：40
■￥各2,400円(月謝制)／各定員40名　
※1回のみの参加は800円
②レディースバレーボール教室
4月6日～5月25日　毎週金曜 
9：00～12：00（全7回）■￥5,250円／定員40名
③ゴルフ教室
★小池プロ 毎週火･金曜 
★中村プロ 毎週月･水曜 
★和智プロ 毎週木･金曜  
各プロ共通  9：30～21：00　
1セット（4回分） ■￥12,000円■ア

■ア

■ア

総 合 運 動 場 ヨガ・★ピラティス・フラダンス・ベリーダンス・太極拳・親子教室　
■¥ 8,100～9,000円／月　■締先着順  ※託児サービス希望者は3月9日必着　■申 電話・ハガキ・FAXで管理事務所へ1

コース型フィットネス教室

千歳温水プール ★ピラティス・★アロマヨガ・ストレッチ・太極拳・親子でフラダンス・器械運動など　
■¥ 6,300～8,400円／月　■締 3月1日必着／抽選　■申ハガキ・FAXで管理事務所へ2

大蔵第二運動場 婦人体操・ヨガ・気功・健康体操　
■¥ 7,000～16,800円／月　■締先着順　■申電話で大蔵第二運動場トレーニングルームへ3

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

★増田プロレベルアップコース
毎週水･金･土曜（選択式）　9：00～21：00
1セット（3回分）　■￥12,000円
★増田プロレベルアップ倶楽部
毎週月曜　9：30～21：00　
1セット（4回分） ■￥16,000円 ■対中学生以上
④ゴルフ個人レッスン
★小池プロ 
毎週水･日曜 
9：30～18：00
★中村プロ 
毎週火･土曜 
9：30～18：00
★和智プロ 
毎週土･日曜 13：00～21：00
★増田プロ レベルアップコース内随時
■対制限なし　※③④の曜日は変更の可能性
あり。詳細はお問合せください。

参加者
募集 ！！

4月 ～6月
週1回定期的に運動できる教室。定員はプログラムにより異なります。　※詳細はホームページをご覧いただくか各施設にお問い合わせください。

申込方法・問合せ先

■問■申 ①～④ 大蔵第二運動場管理事務所
大蔵4-7-1☎3416-1212  ■FAX 3416-1777


