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リオープン記念展、福原コレクション「駒井哲郎1920-
1976」の出品作品は、すべて駒井哲郎を敬愛する株式会
社資生堂名誉会長の福原義春氏が1960年から蒐

しゅう

集
しゅう

して
きたものです。初期から晩年に至る駒井哲郎の全貌を網
羅するこれらの作品群は、都会的で叙情豊かな駒井哲郎
の版画の魅力を余すところなく伝えてくれます。
これまで寄託作品として世田谷美術館に預けられていた
これらの作品が、この度、福原氏より寄贈され、世田谷美
術館の収蔵作品に加わりました。
記念展では、この一大コレクションを2期に分けてご紹
介します。

 第Ⅰ部　4月28日（土）～5月27日（日）
若き日のエッチャーの夢（1935～1960）
 第Ⅱ部　5月30日（水）～7月1日（日）
夢をいざなう版の迷宮（1961～1976）

駒井哲郎さんは昭和を代表する銅版画作家であった。どうしてこの
人の作品を集め始めたのかとよく訊

たず

ねられる。
もともと慶應義塾幼稚舎で5年先輩だった駒井さんのことは、学校で
も聞かされていた。それに生まれや好みまで何となく似ていて共感を
覚えていた。

でも、どうやって作品を買うか、いくらぐらいするのか、若い私にはさっぱり判らない。丁
度そこに美術出版社が駒井作品の頒布会をすることを知り、初めて入手した2枚《黄色い
家》、《虹彩の太陽》が届いて感激した。これこそ正に私の望む雰囲気の作品であった。
以来52年間、急がずコツコツと蒐

しゅう

集
しゅう

して来た駒井作品は当初考えもしなかったコレク
ションに成長してしまった。

世田谷美術館 １階展示室 
〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2　☎ 3415-6011（代表） 
http://www.setagayaartmuseum.or.jp/ 

駒 井 哲 郎 
1920 -1976

4月28日　 ～7月1日土 日

株式会社資生堂 名誉会長 福原義春氏

休 館 日：毎週月曜日、ただし４月30日（月・休）は開館。
※前期・後期で大幅な展示替えを行うため、5月29日（火）は本展展示室のみ特別休室いたします。 
※ゴールデン・ウィークの時期 ［4月24日（火）～5月6日（日）］は無休です。
開館時間：10:00～18:00（入場は閉館時間の30分前まで） 
観 覧 料： 一般1,000（800）円／高校・大学生・65歳以上800（640）円／
　　　　   小・中学生500（400）円 
※（　）内は20名以上の団体料金。 
※障害者の方は500円（介助の方1名までは無料）、小・中学生・高校・大学生の障害者の方は無料。 
※本展に限り、入場券半券をお持ちいただきますと、2回目のチケットご購入時にご観覧料が2割引
　となります。ぜひ、前・後期あわせて展覧会をお楽しみください。
※　　アーツカードをお持ちいただくと、団体料金でご覧いただけます。

福原コレクション

《束の間の幻影》1951年《Fleurs et fruits（花と果実）》1973年頃

《黄色い家》1960年《Soleil d’iris（虹彩の太陽）》1960年

 Tetsuro Koma
R e t r o s p e c t i v e
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次回（5月25日号）は「区のお知らせ」と別折り込みです

《食卓Ⅰ》1959年

世田谷美術館の収蔵作品に日本の銅版画のパイオニア
駒井哲郎の一大コレクション約500点が加わりました！

リオープン記念展
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手塚治虫の読者である喜びを力に！
日本人なら誰もが知る、手塚治虫。しかし、私たちは、手塚作品を本当に読
んできたのでしょうか。手塚治虫がその作品を伝えたいと信ずるに足る〈読
者〉になっているのでしょうか。「マンガの神様」とも呼ばれる手塚治虫に、
〈読者〉はどう向き合うのか。本展ではこの問いに挑みます。本展会場にて、
手塚作品を読む喜びをあらためて体験していただきたいと願っています。

　　　 記念トーク　「清水さんに聴け！手塚治虫の現場」
　　 　　5月20日（日）14:00～15:30　1階文学サロン
清水義裕（株式会社手塚プロダクション著作権事務局局長）　
1,000円（展覧会観覧券つき）／当日先着150名

■ アニメ映画上映会　各回14:00～（30分前受付・開場）　1階文学サロン　 無料／当日先着150名   ワークショップ　
  「マンガ・アシスタント体験」
  「ソーマトロープ体験」
5月の毎週土曜日（5日・12日・19日・
26日）11:00～16:00　2階講義室
1回100円／開催時間中随時受付

［協力］株式会社手塚プロダクション

今年度前期のコレクション展では、下北沢・
三軒茶屋界隈に着目し、ゆかりの作家とその
作品を当館収蔵資料によってご紹介します。
主な作家
［下北沢］萩原朔太郎、宇野千代、横光利一、
中村汀女、森茉莉、坂口安吾、萩原葉子、大藪春彦ら
［三軒茶屋］芹沢光治良、三好達治、林芙美子、
山田風太郎、佐藤愛子ら

各回1,000円（全5回参加の場合は4,000円）／各回抽選150名　 往復ハガキ（P8記入方法参照、連名可、
1講座につき1通※）で当館「井上ひさしウィーク」係へ　 各開催日の2週間前（必着）　※全5回参加の場合は
1通に「全回参加」と明記のうえ、6月2日（必着）までに申込

一般200（160）円、高校・大学生
150（120）円、小・中学生100（80）
円、65歳以上・障害者100（80）円
※（　）内は20名以上の団体料金

『ブラック・ジャック』「二つの愛」
（「週刊少年チャンピオン」

1974年11月18日号）自筆原稿
手塚プロダクション 北杜夫旧蔵の「COM」

「スター名鑑」肉筆本（1950年頃）

井上ひさし　撮影：落合高仁

カッパコミクス『鉄腕アトム』17
（1965年5月1日発行）表紙画

手塚プロダクション

『ジャングル大帝』 『鉄腕
アトム』『リボンの騎士』 
『ブラック・ジャック』な
ど、みんなの大好きなキャ
ラクターが描かれた作品
原画が、会場に一堂に会
します！

連 続 講 座

関 連 事 業

手塚治虫がもたらした「ス
トーリーマンガ」とは何か
を、本展では1話まるごと
原画で読むことで体験し
ていただけます！

手塚治虫はキャラクターを劇団員と考え、さまざまな
作品に役柄を与え登場させていました。本展ではス
ターの詳細データをまとめた自筆の「スター名鑑」を
電子ブックで全ページご覧いただけます！

自筆原稿・原画、掲載
誌、愛用品、関連資料な
ど、展示総数約350点！

彦ら

 4月28日（土）  「鉄腕アトム」第1話＋「W3（ワンダースリー）」第1話＋「ジャングル大帝」第1話（約90分）
 5月  5日（土・祝）  「リボンの騎士」第1話＋最終話＋「どろろ」第1話（約90分）
 5月12日（土）  「ふしぎなメルモ」第1話＋「悟空の大冒険」第1話＋「三つ目がとおる」第1話（約90分）
 5月19日（土）  「100万年地球の旅　バンダーブック」（94分）　
 5月26日（土）  「ある街角の物語」（約40分）＋「展覧会の絵」（約40分）＋「森の伝説PART-1」（約30分）
 6月  2日（土）  「鉄腕アトム」史上最大のロボット　前・後編2話＋最終話（約90分）
 6月  9日（土）  「ぼくの孫悟空」（95分）
 7月  1日（日）  アンコール上映  「鉄腕アトム」第1話＋「W3（ワンダースリー）」第1話＋「ジャングル大帝」第1話（約90分）

関連〈子ども文学館〉企画

コレ クション 展Ⅰ

「文学に描かれた世田谷―
下北沢・三軒茶屋界隈」

開催中～9月23日（日）　1階展示室

大藪春彦『野獣死すべし』初版本

「ことばの魔術師―井上ひさしウィーク」

小学生・中学生は土、日、休日、次の観覧料が無料となります。
●世田谷文学館コレクション展  ●世田谷美術館ミュージアムコレクション  ●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

関　連
イベント

こまつ座＆世田谷パブリックシアター公演『藪
やぶ

原
はら

検
けん

校
ぎょう

』　詳しくはP6参照⇒

 6月16日（土）「井上ひさし―小説の書き手として、読み手として」阿刀田高（作家）

 6月17日（日）「井上ひさし―自立と共生の街・ボローニャに恋して」横山眞理子（映像プロデューサー・翻訳家）

 6月23日（土）「『藪原検校』―ことばが掘り出すもの」　小田島雄志（英文学者・演劇評論家）
 6月24日（日）「井上ひさし―稽古場から劇場へ」  鵜山仁（演出家）
 6月30日（土）「遅筆堂への七本の道」　 小森陽一（東京大学教授・文芸評論家）

割　引
引換券

世田谷文学館2階展示室　4月28日（土）～7月1日（日）　「地上最大の手塚治虫」展
　　　　 一般800円→700円　高校・大学生600円→500円　65歳以上・障害者400円→350円
　　　　 ※中学生以下は無料です。
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます。　※他の割引との併用はできません。

観覧料

一般800（640）円、高校・大学生600（480）円、65歳以上・障害者400（320)円、中学生以下無料　※(　)内は20名以上の団体料金
4月28日（土）～30日（月・休）の各日、チケットを購入の先着50名までのお客様に、展覧会オリジナルグッズをプレゼント！ 6月2日（土）は無料開館日

「スタ 名鑑」肉筆本（1950年頃）

を ト

の「COM」

各回14:00～15:30　1階文学サロン

会員割引対象

〒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/Li t e r a t u r e世田谷文学館

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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割　引
引換券

世田谷美術館　1階展示室　4月28日（土）～7月1日（日）　駒井哲郎展
　　　　　一般1,000円→900円　高校・大学生・65歳以上800円→700円
　　　　　小・中学生500円→450円
※本券を受付までお持ちいただくと、同伴者全員が割引料金でご利用になれます。
※他の割引との併用はできません。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

リオープン
向井良吉《花と女性》（1969年）
が創作の広場へ
地下1階創作の広場に、株式会社大塚家具様
より寄贈された幅14メートルを超える大きな
レリーフ作品が設置されました。人とアートと自然と　やさしい美術館

3月31日から
再開しました。

2011年7月から9カ月間のお休みをいただき、改修工事を終え、
★館内の空調設備の改善！
★バリアフリーの充実！
★展示室の整備!

新アルバム“fo:rest”（フォレスト）からの楽
曲を中心に、ライヴを行います。
申込先着150名　 前売4,500円
ticket@songxjazz.com（P8記入方法

参照、公演日時、枚数も明記）で
☎6314-6829でソングエクス・ジャズへ

①6月9日②6月16日③6月30日④7月7日
（全て土曜日）全日とも13:30～17:00（現地
集合、解散）　※①のみ13:00～17:00

かつて庶民生活の「社交場」として賑わった銭
湯建築を見学します。体験入湯あり。
場所：①横須賀コース其の壱②横須賀コース
其の弐③横浜コース其の壱④横浜コース其の
弐　※コースの詳細はHP参照。　※1日だけ
の参加も可。参加費1,000円。　 抽選30名　
16歳以上　 3,000円（4回分・交通費な
ど実費は別）
案内人：町田　忍（庶民文化研究家）ほか
往復ハガキ（P8記入方法参照）で当館「スカ

のゆ・ハマのゆ」係へ　 6月1日（消印有効）

― 建 築 意 匠 學 入 門 ―
スカのゆ・ハマのゆ

銭湯パラダイス初夏特別編

 関 連 企 画
■講演会「コレクションを語る」
4月29日（日・祝）14:00～　講堂　
福原義春（株式会社資生堂 名誉会長）

聞き手：清水真砂（当館学芸部長）
■講演会「『レスピューグ』スライド原画に寄
せて―実験工房を語る」
5月3日（木・祝）14:00～　講堂 
湯浅譲二（作曲家・国際現代音楽協会名誉

会員・カリフォルニア大学名誉教授・桐朋学
園大学音楽部特任教授）
■講演会「わが師　駒井哲郎を語る」
6月2日（土）14:00～　講堂
中林忠良（版画家・東京藝術大学名誉教

授）、渡辺達正（版画家・多摩美術大学教授）
当日先着150名（10:00よりエントランス

で整理券配布）手話通訳付　 無料
■公開制作「駒井哲郎の技法のヒミツ」
5月5日（土・祝）１4:00～　地下創作室
多摩美術大学で駒井哲郎の薫陶を受けた
渡辺達正氏による、駒井哲郎の原版を用いた
公開制作。
■「100円ワークショップ」
4月28日～6月30日の期間中毎週土曜日　
13:00～15:00　地下創作室Ｃ
どなたでもその場で参加できる版画体験。   
1回100 円    随時受付

出品作家：牛島憲之、向井潤吉、本郷新、
柳原義達、佐藤忠良、舟越保武ら　

世田谷美術館 区民ギャラリー

月曜日は祝日のときは開館、翌火曜日を休館日とします。
■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時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。

企　画　展 一般200円（160円）／高校・大学生150円
（120円）／65歳以上、小・中学生、障害者（一
般）100円（80円）  ※（　）内は20名以上の団
体料金

佐野良太（ピアノ）
曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ第８番（悲
愴）作品13」、ショパン「舟歌 作品60」
抽選200名　 入場無料
往復ハガキ（P8記入方法参照）で当館へ　
5月1日（消印有効）

※未就学児は入場不可。※詳細はHP参照。

■レトロ建築再生ギャラリー（アンコール編）
茅場町「第二井上ビル」ギャラリー須知、浅草
（旧「竹長」内蔵）ギャラリーエフほか
①5月11日（金）②5月12日（土）13:30～
17:00　※両日とも内容は同じです。
■ヨコハマ・レトロ・ミュージアム
神奈川県立歴史博物館（旧横浜正金銀行本店
本館）、日本郵船歴史博物館（旧横浜郵船ビ
ル）ほか　※すべて徒歩移動。
③5月18日（金）12:45～17:00
■トーキョー・レトロ・ミュージアム
早稲田スコットホールギャラリー、和敬塾本館
（旧細川侯爵邸）ほか
④5月24日（木）12:30～17:00
各回とも現地集合、解散　 16歳以上　
各回抽選15名　 500円（交通費など実

費は別）　 往復ハガキ（P8記入方法参照）で
当館「萬ＫＥＮＢＵＮ録」係へ　 ①②4月30
日③5月8日④5月15日

5月19日（土）16:00
5月20日（日）13:00／16:00

ミュージアムコレクションⅠ

世田谷アーティスト・コロニー
「白と黒の会」の仲間たち
開催中～6月17日（日）　2階展示室

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（土）14:00～　講堂

―萬ＫＥＮＢＵＮ録―

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中～4/29 絵手紙の会作品展　美しき日本の自然「ガラスのmémoire」高井雅子写真展 写真の地層展 Vol.14（25日より公開）

5/1～5/6 第16回武蔵野会展　第14回あいえぬじー展 橋本斗南書作品展
5/8～5/13 小野祐子個展　梶浦彰博展 私たちのクラス－都立芸術高校8期同級生展

5/15～5/20 サロン・ド・ユニゾン展 花井サニー展「ポルタメント＋」
裂布で描く絵巻－年中行事絵巻より－自由創作会展

5/23～5/27 第25回 世田谷美術館友の会会員作品展

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー
（観覧無料）　※初日は午後から、最終日は16:00頃終了。

開催中～7月29日（日）
雑誌『群像』（講談社）の表紙に
使われた作品など16点を
紹介。

開催中～4/29 M.H.の絵
4/30～5/6 吹きガラス五人展

5/8～5/13 旅のスケッチ会（世田谷）２人展（10日
10:00から公開）

5/15～5/20 Shine of Rose
5/22～5/27 正藍型染と織　野田典子展

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

http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

清川泰次のアトリエ Ⅰ

［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／高校・大学生150（120）円／65歳以上、小・中学生、障害者100（80）円
※（　）内は20名以上の団体料金 

世 田  谷  美  術  館  分  館

開催中～7月29日（日）
向井が歩き、描いた自然
豊かな陸奥の風景を集め
て紹介。

向井潤吉アトリエ館
〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　☎5450-9581
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

向井潤吉　陸
みち

奥
のく

への旅

向井潤吉《六月の田園》
［岩手県岩手郡滝沢村］1971年

清川泰次《コーラルレッドの3号-67》
1962-67年

開催中
～7月29日（日）
世田谷ゆかりの作家・向井潤吉
と宮本三郎。画家としての特徴
を比較し、紹介。
■5月のギャラリートーク
5月12日（土）
14:00～（30分程度）
「主題で見比べる向井潤吉と宮本三郎」
無料　 不要

音と映像で楽しむクラシック講座 
vol.20

5月27日（日）14:00～17:00（開場13:30）
オペラの名演を、解説付きでご紹介。
プログラム：ジュゼッペ・ヴェルディ作曲「リ
ゴレット」　 申込先着50名　 500円

宮本三郎記念美術館へ往復ハガキ、
Eメール（P8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

宮本三郎記念美術館
〠158-0083　世田谷区奥沢-5-38-13　☎5483-3836
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/
miyamoto.event@samuseum.gr.jp

同時代の二人―向井潤吉と宮本三郎

向井潤吉《トレド新春》
1960年

観覧料

ANN SALLY Live 
“fo:rest” Spring 2012

※料金は一面を参照。

カフェがオープン!
テイクアウトもできます

福原コレクション
駒井哲郎1920‒1976
4月28日（土）～7月1日（日）

〒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.jp
［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（ただし、4月30日を除く）世田谷美術館 Art

会員割引対象

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp

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。



春は草花が芽吹く季節、淡い色彩のあふ
れる風景が広がります。日本には自然と共
に暮らすなかで、その色彩を生活に取り入
れる文化があります。江戸時代の庶民は、
着物や生活の様々な場面において、色の
合わせ方や、アクセントとしての挿し色を
“粋”と表現していました。本展では、浮世
絵に見られる日本の伝統色や、和紙人形
や千代紙などの伝統的な文様から、心豊
かな日本人が伝承してきた色彩を楽しん
で頂きます。
無料　［企画］（有）アイ・エイチファクト

リー　［協力］DICカラーデザイン（株）、
お茶の水・おりがみ会館

日本の伝統文化と歳時記Vol.3
和の色彩と紋様にみる「江戸の粋」

～重ね色・合せ色・挿し色
開催中～5月20日（日）　9:00～20:00
３F生活工房ギャラリー　会期中無休

イメージパース

企　画　展

■関連イベント「西江雅之講演会」
1．「わたしと異郷」
　 6月2日(土) 14:00～15:30　生活工房4Ｆ

2．「世界でことばを探る」
　 6月9日(土) 14:00～15:30　生活工房4Ｆ

3．「世界で文化を考える」
　 6月16日(土) 14:00～15:30　生活工房4Ｆ
※いずれも 西江雅之（言語学者・文化人類学者）　 500円
　 申込先着70名　 メール(P8記入方法参照)または電話で
　生活工房へ
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中学生を対象に、電気自動車などのエコカーを教材にして、地
球環境・エネルギー問題と自動車の関わりについて学習しま
す。実際に組立作業を体験して、完成した車で試走もします。
［進行］日本EVクラブ
［共催］都立総合工科高等学校　
世田谷区内在住在学中学生　 3,500円（テキスト代込

み）　 抽選30名　 往復ハガキ（P8記入方法参照、学校名
と学年も明記）で生活工房へ　 5月24日必着

中学生次世代車教室
エコカーを組み立てて乗ってみよう!

［全3回完結］ 　 6月3日（日） 　 7月8日（日） 　 11月17日（土）
会場：都立総合工科高等学校ほか

2Ｆギャラリーカフェくりっく壁面展示
　　　　　　～5/19日（土） 壁面展示はありません
5/20日（日）～6/16日（土） 「デジタルカメラで遊ぶ」

「ギャラリーカフェくりっく」
新装オープンのお知らせ

5月1日（火）～年末年始を除き無休　8:00～22:00
（土日祝は11:00～）　2Fギャラリーカフェくりっく

カフェ壁面が市民作品発表の場としてお馴染みの、2階「ギャラ
リーカフェくりっく」は改装休業を経て、5月1日（火）、装い新た
にリニューアルオープンいたします。また壁面の作品展示は5
月20日（日）からスタート、4週間ごとに作品は入れ替わります。

日本人の海外渡航がまだ一般的でなかった1960年に初めてアフリカを訪れ、以降現在に至るまで、世界中で
数々の旅を繰り返しながらさまざまな民族・言語・文化を体感し、いまや言語・文化人類学研究に多大な影響
を与え続ける存在となった、“ハダシの学者” 西江雅之氏（1937－）。
アフリカで、カリブ海で、パプアニューギニアで、さまざまな異郷で、人々が送る日々の営みや、言語、食べ物、
装い、土地に息づく儀礼、大いなる野生と自然を、彼は見続けてきました。
本展は、これまで撮り溜めた数万点の膨大な写真群の中から約200点を選び出して展示する、西江雅之氏によ
る初の大規模な写真展です。「自分の皮膚の外はみな異郷である」という西江氏の目を通して、おのれの外に広
がる異郷に、足を踏み入れてみてください。

3F生活工房ギャラリー／生活工房4F　 会期中無休　入場無料

異 郷
西江雅之写真展 5月25日（金）～6月17日（日） 

11:00～19:00

ハダシの学者が見た地球

〒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/生 活 工 房 Des ign

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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　　　　　　　　 せたがやアーツカード会員 ５月６日（日）  一般５月７日（月）　
全席指定　 せたがやアーツカード会員 S席5,300円　A席4,300円
　　　　　　一般S席5,500円　A席4,500円　※未就学児童入場不可　　　  

［出演］ アルディッティ弦楽四重奏団、
          野村萬斎（狂言師）、中川賢一（ピアニスト）
［曲目］
ジョン・ケージ：4部の弦楽四重奏曲〔＋野村萬斎〕
ジョン・ケージ：Five3〔＋中川賢一〕
エリオット・カーター：弦楽四重奏曲 第5番
※曲目は予告なく変更する場合があります。
音楽の歴史に新しい1ページを加えたアメリカの作曲
家、ジョン・ケージ。禅の思想など“日本＝東洋”に強
く影響を受けたケージの生誕100年を記念して、世
界最高峰の現代音楽カルテット、アルディッティ弦楽
四重奏団が、ラヴェル「ボレロ」での舞の記憶も新しい
狂言師、野村萬斎と初共演。現代音楽と狂言の世界
の交わるところに何が生まれるか。乞うご期待！

夏休みファミリーコンサート
こんにゃく座
ジュニアオーケストラの
サマーフェスタ

アルディッティ弦楽四重奏団

チケットの ☎5432-1515
その他の公演はP7をご覧ください

申し込み
お問い合わせ

中川賢一 現代音楽レクチャーコンサート
～現代音楽の迷宮へようこそ～
6月2日（土）　18:00開演（17:30開場）
サロン・テッセラ（三軒茶屋駅徒歩すぐ）
中川賢一（ピアニスト）

むずかしく思われがちな現代音楽。スペシャリスト
中川賢一の演奏と解説を聴けば、必ずその魅力には
まってしまうはず。迷宮をのぞいてみたい方はどうぞ
お入りください。
［曲目］ ジョン・ケージ：「4分33秒」第1楽章
　　   武満徹：雨の樹素描Ⅱ　－オリヴィエ・ メシアン
　　　の追悼に－　他
全席自由　 2,000円　※未就学児童入場不可

 ジョン･ケージ生誕100年記念プロジェクト
アルディッティ弦楽四重奏団＋野村萬斎／中川賢一
 9月12日（水）19:00開演　世田谷パブリックシアター

野村萬斎 　©久家靖秀 中川賢一

詳しくは7面をご覧ください

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

7月29日（日）  15:00開演　世田谷区民会館

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　 車椅子スペースあり（定員有・要予約）　※詳細はP7へ。

＆

せたがやのアートを皆様の手で支えていただくために

おいくらからでもご寄付いただけますが、
目安として2,000円からとさせていただきます。

公益財団法人せたがや文化財団事務局
☎5432-1501　 5432-1559　 Jimukyoku@setagaya-ac.net

法人によるご寄付の場合
「一般損金算入限度額」と「特別損金算入限度額」を上限として損
金算入することが可能です。

関 連 企 画

個 人 住 民 税
都道府県・区市町村が各々の条例で指定した寄付金が個人住民税の
寄付金控除の対象となります。ただし、各市区町村によって取り扱い
が異なりますので、詳しくは、お住まいの区市町村にご確認ください。

個人によるご寄付の場合
確定申告を行うことで。寄付金総額から2,000円を差し引いた金
額が所得から控除されます（寄付金控除）。年間所得の40％が上
限額です。

♬ ♪

♪

♩

♩

♩

チケット発売日

 寄付のご案内

申込方法
ご寄付のお申し込みは、電話又はメールにてご連絡ください。

た

せたがや文化財団の活動趣旨にご賛同をいただき、広く文化・芸術を愛好する皆様、
また社会貢献にご理解のある企業の皆様からのご支援・ご協力をお願いいたします。

 寄付のお願い
寄付金には税法上の優遇措置があります！
当財団は公益財団法人です。
ご寄付は税法上の優遇措置を受けることができます。

♬

夏に家族でオンガク体験♪
新しいメンバーも加わってますます元気に活動するせたがやジュニア
オーケストラが「剣の舞」で有名なハチャトゥリアンの「ガイーヌ」を演奏
します。後半はオペラシアターこんにゃく座による歌のステージ。故・
林光さんの名曲たちを躍動感あふれる楽しい演出でお届けします。こち
らにもジュニアオケが出演！こんにゃく座との競演をお聴き逃しなく。
［出演］ オペラシアターこんにゃく座、せたがやジュニアオーケストラ
第一部　せたがやジュニアオーケストラ バレエ組曲「ガイーヌ」
　　　　・ハチャトゥリアン：「バラの乙女たちの踊り」「剣の舞」（バレエ
　　　　   組曲「ガイーヌ」より）　他
第二部　こんにゃく座　歌のステージ 《林からきこえる森のうた》
　　　　・オペラ「森は生きている」より
　　　　・三十五億年のサーカス （詩：佐藤信　曲：林光）
　　　　・雨の音楽 （詩：ジョセフ・シーモン・コッター・Jr.　訳：木島始
　　　　   曲：林光）
　　　　・歩くうた （詩：谷川俊太郎　曲：林光）　他

全席指定 　 せたがやアーツカード会員 1,800円　一般 2,000円　
　　　　　　子ども（4歳～中学生）500円　※４歳未満入場不可       

オペラシアターこんにゃく座 日本語がはっきりわかるオペラを創作上演
するオペラ劇団として1971年に創立。ピアノのみまたは小編成のアンサン
ブル演奏、少人数の出演による作品を数多く上演し、こどもからおとなまで
楽しめる多彩なレパートリーで年間約250公演を上演している。

♪

ザ・コレクション・ヴィン
タートゥール展（2010）
をボランティアと鑑賞す
るこどもたち

せたがやジュニアオーケストラ リハーサル風景

♬
♬

♪

〒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/Musi c音楽事業部

世 田 谷
文 化 生 活
情報センター

4月25日　
発売開始　発水

発売中

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。

会員先行発売・割引対象（世田谷区民割引は、「せたがやアーツカード会員割引」となりました。）

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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世田谷パブリックシアターは、
開館15周年を迎えました 春の公演ラインナップをご紹介します

世田谷パブリックシアターの開館記念プログラムとして始まって以来、世田谷区内で活躍
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、今では春恒例のフェスティバルとして多く
の皆さまに楽しんでいただいています。参加団体も年々バラエティー豊かになり、全65
団体（総勢800名以上）が一堂に集まって、日頃の成果を披露します。ご家族皆さまで劇場
にお越しください！ イギリスを代表する女優キャサリン・ハンターの一人芝居で、不条理の名手カフカが描

く、チンパンジーから人間になった「赤いピーター」の物語。ロンドン・ヤングヴィック劇
場での初演以来、世界各地で大人気の話題作が、いよいよ当劇場にやってきます。優れた
演技力と超人的な身体性をもつハンターが、「人間になった猿」を魅力たっぷりに熱演し
ます。終演後には、演劇ライターの徳永京子さんを聞き手に迎えて、毎回ポストトークを
開催。作品とあわせてお楽しみください。

アルゼンチンの作家フリオ・コルタサルの同名短編小説に想を得た作品です。小説はフ
ランスの高速道路を舞台に、渋滞に巻き込まれた人々の人間模様を虚実ないまぜに描い
ていく幻想的な物語。今回の長塚版では、舞台を日本に移して物語を紡ぎます。阿佐ヶ谷
スパイダースでの活動はもちろん、色合いの異なる作品の演出を多数手がける長塚圭史
と、同劇団に出演経験もある真木よう子をはじめ、個性あふれる出演者がおくる新作に、
どうぞご期待ください。

6月4日（月）～24（日）　シアタートラム

  せたがやアーツカード会員 4,700円
一般 5,000円　 プレビュー公演 4,000円
     未就学児童入場不可
世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎5432-1515

4月29日（日・祝）16:00開演［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　
4月29日（日・祝）15:00開演［14:30開場］
洋楽部門　［会場］ シアタートラム
5月4日（金・祝）／6日（日）15:00開演［14:30開場］
洋舞部門　［会場］ 世田谷パブリックシアター
※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がございます
劇場　☎5432-1526

［原作］フランツ・カフカ　［翻案］コリン・ティーバン　［演出］ウォルター・マイヤーヨハン　
［出演］キャサリン・ハンター
［ポストトーク出演］　5/2  野村萬斎　5/3  池内紀　5/5昼  西岡智（西岡兄妹）
5/5夜  ケラリーノ・サンドロヴィッチ　5/6 白井晃　※他、決定次第劇場HPにてお知らせします

  せたがやアーツカード会員 4,700円　
一般 5,000円　※桟敷席、ベンチシートあり 5,000円
     未就学児童入場不可
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

   せたがやアーツカード会員 8,300円
一般 S席 8,500円　A席 6,500円　
     未就学児童入場不可
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

6月12日（火）～7月1日（日）　世田谷パブリックシアター
［作］井上ひさし　［演出］栗山民也　　
［出演］野村萬斎　秋山菜津子　浅野和之　小日向文世
熊谷真実　山内圭哉　たかお鷹　大鷹明良
津田真澄　山﨑薫　千葉伸彦（ギター奏者）

ロンドン・ヤングヴィック劇場

『カフカの猿』

『藪原検校 （やぶはらけんぎょう）』
こまつ座＆世田谷パブリックシアター公演

『南部高速道路』  

長塚圭史 真木よう子

5/2 3 5４ 6

14:00
18:00
19:00
各回、ポストトークあり

6/4 5 76 8 9 101112131415161718192021222324

14:00
13:00

18:00
19:00

ポストトークありプレビュー公演

休
演

休
演

休
演

6/12 7/113 1514 161718

13:00
18:30

20 2221 232425 2719 26 2928 30

休
演

休
演

入場無料 全席自由

小日向文世浅野和之

秋山菜津子野村萬斎

［原作］フリオ・コルタサル
［構成・演出］長塚圭史
［出演（五十音順）］安藤聖　植野葉子　梅沢昌代
江口のりこ　黒沢あすか　真木よう子／
赤堀雅秋　梶原善　加藤啓　小林勝也
菅原永二　裵ジョンミョン　横田栄司

世田谷パブリックシアターとシアタートラムの劇場ロビーに、主な主催公演のポスターをズラリと展示しています。15年間
を振り返れば、懐かしい公演、知らなかった公演、もしかするとあなたも参加したフェスティバルを思い出すかもしれません。
ご観劇の際に、ぜひあわせてお楽しみください。
※各劇場開場時間内に公演当日のチケットをお持ちの方は、ご覧いただけます。「フリーステージ」開催中は、どなたでもお楽しみいただけます。

江戸の盲人にとっての最高位、検校にまで登りつめた稀代
の大悪党・杉の市のちの二代目藪原検校の一代記。2010
年、惜しまれつつこの世を去った井上ひさしの傑作悪

ピ カ レ ス ク

漢物語
は、1973年の初演以来、国内外で賞賛を浴びてきました。
井上作品は初挑戦となる劇場芸術監督・野村萬斎ほか多彩
な出演者と、井上芝居を知り尽くした演出家・栗山民也を筆
頭とするスタッフが集結。津軽三味線を思わせるギターのリ
ズムと盲太夫の語りの中で繰り広げられる悲

トラジコメディー

喜劇の最高峰
が、今、新たに甦ります！

5月2日（水）～6（日）
シアタートラム

≪英語上演・日本語字幕付≫

開館15周年記念ポスター展

開催中！（6月まで開催予定）

4 5
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 314/25 ～ 5/312012

シアター
スケジュール

世田谷クラシック世田 クラシッ
バレエ連盟バレエ連

洋舞部門洋舞部門
洋舞部門洋舞部

『カフカの猿』カフ の猿
～フランツ・カフカ「ある学会報告」より～フラ ツ・ フカ ある 会報 」よ ～

シス・カンパニー公演　朗読『宮沢賢治が伝えること』　～ 6/3 までシ ・カンパ ー公演　 読 宮沢 治が伝えること ～ /3 で

イキウメ 『ミッション』
洋楽部門洋楽部

世田谷パブリックシアターフリーステージ2012

入場無料 ※託児サービスはございません

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

会員先行発売・割引対象（世田谷区民割引は、「せたがやアーツカード会員割引」となりました。）

〒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/世田谷パブリックシアター Thea t r e世 田 谷

文 化 生 活
情報センター

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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音 楽 せたがやシンフォニエッタ 
チェロと弦楽アンサンブルが奏でる“四季の息吹” 発売中

 徳永二男（指揮／ヴァイオリン独奏）　上村文乃（チェロ独奏）
せたがやシンフォニエッタ
 モーツァルト：交響曲第29番イ長調　ハイドン：チェロ協奏曲第2番

ニ長調 〈チェロ独奏：上村文乃〉　ヴィヴァルディ：「四季」 〈ヴァイオリン
独奏：徳永二男〉　※曲目は予告なく変更する場合があります
  3,000円　一般 3,500円

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも
お引取りが可能です。　手数料105円／1枚

携帯 http://setagaya-pt.jp/m
P C http://setagaya-pt.jp 電話で   ☎５４３２－１５１５ 10:00～19:00

 窓口で   三軒茶屋駅直結キャロットタワー5階　10:00～19:00
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（主劇場）

音  楽  事  業  部  主  催 

田園
都市
線

世田谷通り

キャロット
タワー

キャロット
タワー

三軒茶屋駅

三軒
茶屋
駅

世田谷線

地下連絡通路

至 渋谷

▲

マクドナルド

世田谷パブリックシアター（3F）
世田谷
パブリックシアター
チケットセンター（5F）

シアタートラム（1F）

5/11（金）～27（日）

7/6（金）～15（日）

7/19（木）～30（月）

6/30（土） 15:00開演
成城ホール

シアタートラム（小劇場）

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

5/910 1211 131415

14:00
19:00

朗 読
ダンス

ダンス

シス・カンパニー公演
朗読 『宮沢賢治が伝えること』

康本雅子カンパニー
 『絶交わる子、ポンッ』

大駱駝艦・天賦典式
創立40周年公演 『ウイルス』

発売中

　　  4/27（金）
一般  4/28（土）

　　  5/24（木）
一般  5/25（金）

5/9（水）～6/3（日）
6/28（木）～7/1（日）

7/5（木）～8（日）

音 楽 『久世光彦 マイ・ラスト・ソング
～あなたは最後に何を聞きたいか～』

7/14（土） 18:30開演
     15（日） 15:00開演

演 劇

演 劇

演 劇

イキウメ 『ミッション』

演劇集団 円 『ガリレイの生涯』

『千に砕け散る空の星』

発売中

大地から宇宙へと、私たちを誘う宮沢賢治の世界。
いま、38名の舞台人が、その言葉に思いを託す…。

今年の読売演劇大賞で大賞を受賞した前川知大が率いるイキウメ
の新作登場！演出は、近年、注目が高まる小川絵梨子が手掛けます。
最強のタッグにご期待ください。

「それでも地球は動いている」といった科学者の屈服と苦悩に迫る。科学
の発展と時代と社会を鋭く問う作品です。

イギリスの注目作家サイモン・スティーヴンズが、他2名の作家と共同
執筆。“世界があと3週間で終焉を迎える”状況下で繰り広げられる
「家族の再生」の物語。

日本を代表するヴァイオリニスト徳永二男が世田谷ゆかりの演奏家
を率いてお贈りします。ヴァイオリンの三浦章宏をはじめ、ヴィオラの
百武由紀、チェロの山本裕康、ホルンの松崎裕など、錚々たるメンバー
による弦楽アンサンブル、そして徳永氏による弾き振りなど、聞きどこ
ろ満載のコンサートです。

ポップな振付と独特な感性が創りだす世界観が人気の康本雅子の4年
ぶりとなる単独公演。8人のダンサーによる群舞作品に挑戦します。

麿赤兒率いる大駱駝艦が、約１年半ぶりに登場します。創立40周年
となる記念すべき年に放たれる新作。唯一無二の世界観に、ご期待
ください。

故・久世光彦のエッセイ「マイ･ラスト･ソング」に綴られた
歌への想いを、浜田真理子のピアノと小泉今日子の朗読で
伝えます。久世ワールドを体感してください。
 浜田真理子（歌・ピアノ）／小泉今日子（朗読）
  佐藤剛［ファイブディー・ラボ］

  6,100円　一般 6,300円　※3歳以上チケット必要
 ディスクガレージ　☎050-5533-0888

 栗山民也　　
 （男女別・五十音順、１公演に３名ずつ出演します）　

蒼井優　麻実れい　伊藤蘭　内山理名　大竹しのぶ　貫地谷しほり　木村佳乃　黒木メイサ　小池栄子　
小泉今日子　小林聡美　白石加代子　鈴木杏　鈴木京香　戸田恵子　広末涼子　宮沢りえ　本谷有希子
井上芳雄　浦井健治　江口洋介　風間杜夫　篠井英介　笑福亭鶴瓶　鈴木浩介　高橋克実　段田安則
堤真一　中川晃教　長塚圭史　野村萬斎　平幹二朗　星野源　松尾スズキ　松坂桃李　三谷幸喜
八嶋智人　山本耕史　（マリンバ演奏：中村友子）
※出演日時・組み合わせなど詳細は
シス・カンパニー http://www.siscompany.com/ でご確認ください

 前川知大　  小川絵梨子　　
 浜田信也　盛隆二　岩本幸子　伊勢佳世　森下創　大窪人衛　加茂杏子

安井順平　太田緑ロランス　井上裕朗　渡邊亮

   4,000円　一般 4,200円
 イキウメ　☎3715-0940

  康本雅子　　
 あらた真生　遠田誠　菊沢将憲　小山まさし　下司尚実　鈴木美奈子　泊麻衣子

   麿赤兒　 
 村松卓矢　向雲太郎　田村一行　我妻恵美子　高桑晶子　鉾久奈緒美　他

 ベルトルト・ブレヒト　  森新太郎　
 吉見一豊　野村昇史　柏木隆太　高林由紀子　大谷朗　小川隆市　中平良夫

山崎健二　廣田行生　伊藤昌一　青山伊津美　福井裕子　石田登星　田原正治　他

 デヴィッド・エルドリッジ　ロバート・ホルマン　サイモン・スティーヴンズ
 上村聡史
 中嶋しゅう　大滝寛　中村彰男　古河耕史　牧田哲也　碓井将大　安藤サクラ／

西尾まり　倉野章子

発売
開始

発売
開始

発売
開始

発売
開始

発売
開始

前回公演『太陽』より
撮影：田中亜紀

　　  5/16（水）
一般  5/17（木）

　　  4/29（日・祝）
一般  5/19（土）

　　  5/25（金）
一般  5/26（土）

▲5/16（水）以降14:00/19:00、但し5/20（日）・27（日）は14:00のみ、5/16（水）・25（金）・29（火）休演

◀7/13（金）以降、（金）18:30、（土）（日）14:00

◀7/26（木）以降、（月）（日）14:00、
（木）14:00/19:00、（金）19:00、
（土）13:00/18:00、
7/26（木）19時ポストトークあり

◀5/18（金）以降、（月）休演、（火）（木）（金）19:30、（水）14:00/19:30、（土）13:00/18:00、（日）13:00

5/11121314151617

13:00
18:00
19:30

休
演

7/6 7 98 101112

13:00
14:00
18:30

  5,300円　一般 5,500円　
※学生・ペアチケットは のみ取扱
演劇集団 円　☎5828-0654

7/1920 2221 232425

14:00
13:00

18:00
19:00

ポストトークあり

休
演

Masako Yasumoto 
“Chibiruda Michiruda”
(Asahi Art Square/2008)

ⓒToru Yokota

中嶋しゅう 牧田哲也 碓井将大 安藤サクラ浜田真理子 小泉今日子

撮影：
荒木経惟

7/5 6 87

19:30
15:00

  S席 4,400円　一般 S席 4,500円
A席（3F整理番号付自由席）3,000円　　
大駱駝艦　☎0422-21-4984

（整理番号付自由席・日時指定）
 3,600円　一般 3,800円

学生 3,500円　　
プリコグ　☎3423-8669 

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込方法　 締切　 問合せ先

  4,700円　一般 5,000円
ゴーチ・ブラザーズ　☎6809-7125

  割引はございません　一般 S席 4,800円　A席 3,800円
※お 1人様 1公演につき 4枚まで　※当日券は開演の 1時間前より販売
シス・カンパニー　☎ 5423-5906

6/2829 7/130

15:00
19:30

5/20（日）18:00追加公演決定!4/20（金）より発売中

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

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

割引サービス／観劇サポート　 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カ月～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-
1526へ
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

●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。

15才以上の世田谷区民対象

会員募集中
入会金・年会費無料!
せたがや文化財団各施設で
多彩な特典が利用できます。

せたがやアーツカード事務局
☎5432-1548

世田谷区在住の15歳以上の方を対象としたサービスです。公益財団法人せたがや文化財団が発行する「せたがやアーツカード」にお申
込みいただくと、世田谷パブリックシアターチケットセンター（電話・窓口）及びオンラインチケットにてご予約・ご購入いただけます。

会員先行発売・割引対象（世田谷区民割引は、「せたがやアーツカード会員割引」となりました。）

会員先行予約・割引（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）

T世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 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。
i c k e t  I n f o rma t i on

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp
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①イベント名  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・氏名をご記入下さい。
●宛先は各記事申込み先へ ●重複申込み不可 ●特別に条件がある場合は明示します。 ●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。ハガキ・FAX・Eメール記入方法

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　 1,000円／
抽選25名　 6月3日
（必着）　 障害の内
容も明記でスポーツ振
興財団へ

①バスケットボール教室
6月5日～7月3日　毎週火曜（全4回）
 キッズ(5歳～小学3年） 17:10～18:20
　 ミニ（小学3年～6年） 17:10～19:00
 　 ジュニア（小学6年～高校生） 19:10～
　　21:40
各2,400円／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
6月1日～7月13日　
毎週金曜　9:00～12:00（全7回）
5,250円／定員40名
 大蔵第二運動場管理事務所
〒157-0074 大蔵4-7-1　
☎3416-1212　 3416-1777

小学生以上で25ｍ以上泳げる方 
［種目］ 自由形、背泳ぎ、平泳ぎ（いずれも
25m、50m）、バタフライ25m、リレー、メ
ドレーリレー、家族リレー　※個人種目は年
齢別。個人・リレー種目とも2種目以内（家族
リレーを除く）　 大人500円、小・中学生
300円　 5月19日（必着）　 所定の申込用
紙（烏山・梅丘・太子堂・玉川中学校温水プー
ル、総合運動場温水プール、千歳温水プール、
スポーツ振興課、スポーツ振興財団にあり）
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。

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21、22年度に登録した指導者で、登
録の更新を希望される方③講習会のみ参加
希望される方（登録を希望しない方）  ①②
2,000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／①～③合計で抽選120名／種目等詳
細はホームページにてお知らせいたします。

総合運動場温水プール
千歳温水プール

対象施設で似顔絵用紙に似顔絵を
描いて提出してください。展示終了
後、参加賞を進呈します。
小学生以下　 無料

4月25日（水）～5月27日（日）    

種　目 日時／会場 料金／定員（抽選）／対象
①子ども空手道
（山野小コース）

5/30～6/27　毎週水曜（全5回）
16:30～17:00　 18:00～19:00

1,500円／ 15名、 20名／ 幼児、
小学1～3年生

②子ども空手道
（松沢小コース）

6/1～29　毎週金曜（全5回）
17:30～18:00　 18:50～19:50

1,500円／各20名／ 幼児、 小学1～3
年生

 ③ ショートテニス 6/2～30　毎週土曜（全5回）19:00～
20:30／希望丘小学校体育館

大人3,000円　中学生以下1,500円／40
名／小学生以上

 ④ソフトバレーボール 6/2～30　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

 ⑤ ボウリング 6/3～24　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初心者弓道 6/5～14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

 スポーツ教室 大 会 ※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。

300円／人・（複）600円／組　 5月25日
15:30～18:00に、所定の申込書に現金を
添えて総合運動場会議室兼軽運動室へ
※受付終了後、空きのある種目は5月26日
（土）～5月31日（木）に区テニス協会へ持参
（10:00～18:00、〒156-0054 桜丘1-17-
18　☎5451-0691）　※郵送不可
■ソフトテニス
①7月1日（日）②7月8日（日）③7月15日
（日）9:00～　総合運動場テニスコート　
区連盟登録者及び区内在住・在勤・在学者

［種目］①一般男子A・B壮年女子、成年女子
②一般女子A・B壮年男子、成年男子③（1）
シングルス（一般男女・壮年男女）（2）らくら
く大会（初心者）（3）壮年Ⅱ部　 ①②700
円③（1）（2）350円（3）700円　 6月14日　

所定の申込書で、郵便振込で、区ソフ
トテニス連盟・山根（〒154-0004 太子堂
5-17-15　☎・ 3410-7886）
■ゴルフ
7月19日（木）　太平洋クラブ御殿場ウエスト 
［種目］18ホールストロークプレー（新ぺリア
方式） 3,000円（賞品代、保険料含む）・別途
プレー代17,000円　希望者はニュー成城ゴ
ルフセンターからバスが利用できます（3,000
円）　 6月19日（必着）　 ハガキまたは
FAX（記入例参照、生年月日・バス利用の
有無を明記）で区ゴルフ連盟・浜本（〒158-
0097 用賀3-27-7　☎・ 3709-0672）へ

区制80周年 
親と子のつどい
総合運動場体育館アリーナ他でイベントあり。
詳細は区のおしらせ5月1日号をご覧ください

5月3日（木・祝）10:00～15:00

イベント

  各種スポーツ教室

①②5月13日、③～⑤5月15日、⑥5月20日　※いずれも必着

  わくわくサッカー教室
6月23・30日、7月7日・15日（全4回）
9:30～11:00　池尻小学校第2体育館

大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

世田谷陸上競技会
6月2日（土） 総合運動場陸上競技場

［種目］中長距離　 原則高校生以上
1種目1,000円／応募多数の場合抽選　
5月10日（必着）　 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20日（日）9:00～　オークラランド

［種目］個人戦（年齢・性別ハンデ）　 5月
10日（必着）　 2,000円（3Ｇ）　 往復
ハガキまたはFAXで区ボウリング連盟・野中
（〒157-0072 祖師谷4-25-3-101　☎34
82-2194）へ

  第24回
  世田谷区ダンススポーツ大会
6月24日（日）10:00～　総合運動場体育館

［種目］①オープン戦②JDSFランキング戦
1区分4,500円　追加1区分ごとに2,000

円　 6月1日（必着）　 所定の申込書で区
ダンススポーツ連盟・鈴木（〒154-0016 弦
巻1-24-12）　 区ダンススポーツ連盟・石
井（☎3700-2582）　※出場者はDSCJ選手
登録者（オープン戦及び新人戦は未登録者も
可）。新人戦はWTRC単科1区分1,000円で
出場可。観戦入場無料。

第62回世田谷区民体育大会
■テニス（中学・高校）
7月31日（火）～8月11日（土）9:00～
総合運動場テニスコート
［種目・定員］①中学男子：（単）140名・（複）
100組②中学女子：（単）140名・（複）100
組③高校男子（単）180名・（複）120組④高
校女子：（単）120名・（複）80組　 （単）

水泳記録会
家族と仲間と楽しく泳ごう

6月10（日）10:00～　玉川中学校温水プール

 スポ・レクネット「基礎講習会」
6月23日（土）9:00～17:50　世田谷区民会館集会室

講 習 会

記 録 会

250～500円　 施設利用料金のほか参加料金100～300円　 施設利用
料金のほか参加料金200円　 施設利用料金のみ／先着25～40名　※教室により
異なる　 総合運動場体育館管理事務所 ☎3417-4276　 総合運動場温水プー
ル管理事務所 ☎3417-0017　 千歳温水プール管理事務所 ☎3789-3911
大蔵第二運動場トレーニングルーム ☎3749-2223

総合運動場（体育室・会議室兼軽運動室）
ヨガ、ピラティス、エアロビクス、筋トレ、ズンバ（ラテ
ン系の音楽に合わせてエアロビクス）、ボディコンバット
（音楽に合わせてパンチやキック）等

総合運動場温水プール
レッツスイミング、ヘルシーエクササイズ等

千歳温水プール（体育室）
けんこうほぐし体操、ヨガ、ピラティス、エアロビクス、
ボディシェイプ、ボクササイズ等

千歳温水プール（プール）
水中ウォーキング＆ストレッチ、アクアシェイプ、
ＭＯＮＯアクア（道具を使ったアクアフィットネス）等

大蔵第二運動場（トレーニングルーム）
ヒップホップジャズ、ぺルビック（骨盤）、体幹ト
レーニング、ボクシングトレーニング等

展示期間

募集中～5月13日（日）

フィットネス教室開催中
予約不要 のフィットネス教室を年間通して開催しています。

総合運動場温水プール ☎3417-0017 3417-0013
　千歳温水プール ☎3789-3911 3789-3912

本紙前号（3/25日号）で下記のとおり、
誤りがありました。
・４ページ右下記載「テニス社会人大会」参加費
  正しくは、（単）600円（複）1,200円
皆様にご迷惑をおかけしましたことを深く
お詫び申し上げます。

お詫びと訂正

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/

Sports はアイディクラブ協賛会員割引対象　 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（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　※小学生は保護者同伴

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。

広告スペース
広告に関するお問い合わせは　株式会社ドゥ・アーバン（担当：西田・白鳥）まで
TEL.03-5724-5921　FAX.03-5724-5922
メールアドレス　setagaya-ad@do-urban.co.jp


