
世田谷区制80周年

参加者
募　集
開 始 

11月11日

世田谷246ハーフマラソン

距  離 種  目 スタート（予定） 制限時間

5km

 中学生男女 11:00
40分 高校生～39歳男女

 40歳～59歳男女 12:00 60歳以上男女

2km
 小学生低学年男女 13:10 20分 小学生高学年男女 13:35
 親子（小学生） 14:00 30分

※年齢は平成24年11月11日を基準とする。

申込方法

募集パンフレット
配  布  先

川嶋伸次 さん
旭化成陸上競技部コーチ
アテネ世界陸上マラソン代表、
シドニー五輪マラソン代表

世田谷区制80周年
みんなで考えよう20年後の
世田谷～基本構想策定中

本大会は、チャリティーマラソンの一環として、ハー
フマラソンの参加料のうち500円分を東日本大震災
の被災地復興支援金とさせていただきます。
また、大会当日、会場内に募金箱を設置いたします。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

日駒沢オリンピック公園陸上競技場 8:30  Start （荒天中止）

開催日

募集パンフレットをご覧いただき、記載の誓約事項に同意の上、お申し込みください。

●インターネット
http://www.se-sports.or.jp/246/

QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイトに簡単にアクセスできます。
※申込みできない携帯電話も一部ございます。
　●専用郵便振替用紙（以下の施設で配布）
配布先：区内総合支所、出張所およびまちづくりセンター（部数に限りあり）、区スポーツ振興課（区
役所第１庁舎１階）、スポーツ振興財団（区立総合運動場温水プール２階）

区内公共施設（総合支所、出張所、まちづくりセンター、区民センター、地区会館、図書館等（部数に
限りあり））、区スポーツ振興課、スポーツ振興財団、専用ホームページからもダウンロード可。
http://www.se-sports.or.jp/246/

ハーフマラソン、健康マラソンともに抽選です

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
公益財団法人  せたがや文化財団　〒154－0004 世田谷区太子堂4－1－1

http://www.se-sports.or.jp/
http://www.setagaya-bunka.jp/
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世田谷246ハーフマラソンへ　　カネボウ陸上競技部　高岡寿成

次回（8月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局
（（公財）世田谷区スポーツ振興財団内）

☎3417-2811
平日9:00～17:00

世田谷246ハーフマラソンエントリーセンター
（（株）チョッパー内）

☎0570-077-477
平日9:00～17:00

大会に関するお問い合わせ

申込みに関するお問い合わせ

ロンドンオリンピックが7月27日から開催されます。その中でもマラソンはメダル獲得
が可能な競技として国民の関心を集めています。世界の一流選手がメダルを争う走り
には多くの人が胸を熱くします。
マラソン（ジョギング）は誰でも簡単に始められ、楽しむことのできるスポーツです。体
力の維持や健康のためのマラソン（ジョギング）から大会に参加し日本記録・世界記録
にまで挑戦することもできます。
そのようなジョギングを時には本気にさせてくれるのが「世田谷246ハーフマラソン」です。1年に1度、同じ時
期、同じコースを走ることにより成長を知ることができ、大都市マラソンへのステップになるに違いありませ
ん。新しい自分を見つけることのできるマラソンの世界へ招待いたします。

新宅雅也 さん
株式会社エスディーコーポレーション
モスクワ五輪3,000m障害代表、ロサンゼルス
五輪10,000m代表、ソウル五輪マラソン代表

谷口浩美 さん
東京農業大学 陸上競技部男子助監督
東京世界陸上マラソン優勝、バルセロナ五輪
マラソン代表、アトランタ五輪マラソン代表

第7回

ハーフマラソン

健康マラソン 5km

健康マラソン 5km

募 集 期 間 7月 25日　～8月 15日水 水

ゲストランナー

〈距離21.0975km〉日本陸連公認コース
●定　　員：1,500名
●参 加 料：4,500円（チャリティーマラソンの一環として500
　　　　　    円分を東日本大震災の被災地復興支援金にします）
●制限時間：130分（途中関門４カ所）
●対　　象：陸連登録者男女、高校生～39歳男女、40～59歳
　　　　　　男女、60歳以上男女

〈距離5km・2km〉
駒沢オリンピック公園（周回）　
●定　　員：各対象300名（親子の部は300組）
●参 加 料：高校生以上1,000円、小・中学生300円

ハーフマラソン

健康マラソン
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割　引
引換券

葉っぱを描くオープンアトリエ。　
群馬直美（葉画家）　 抽選30名
1,000円　 当館ＨＰ　 8月15日

小学4年生～中学生　 抽選20名　
無料　 当館ＨＰ　 8月15日

1階ロビー及びライブラリー内
夏休みの期間中、小・中・高校生が選んだ
大人たちに読んでほしい本を展示します。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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
一般200（160）円ほか  ※（  ）内は20名以上の

団体料金   ※企画展チケットでご覧いただけます

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  子 ど も 文 学 館  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

名作文学の舞台の写真を通して、物語の楽し
さや魅力を伝える「移動文学館」。区立小・中
学校ほかで行っている展示の中から、『クマ
のプーさん』と宮沢賢治の詩と童話の世界を
ご紹介しています。   無料

［活動場所］等々力渓谷周辺（二子玉川駅集
合・解散）  須藤正男ほか　 小・中学生
抽選10名　 無料　 往復ハガキ（P4記

入方法参照、連名可）で当館「子どもさんぽ」
係へ   8月9日（必着）

 小学生・中学生は土、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

割　引
引換券

世田谷文学館2階展示室　開催中～9月17日（月・祝）　宮崎駿が選んだ50冊の直筆推薦文展
　　　　   一般500円→400円　高校・大学生300円→250円　65歳以上250円→200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

世田谷美術館　1階展示室　開催中～9月2日（日）　「すべての僕が沸騰する　村山知義の宇宙」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

観覧料観覧料

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB
開催中～7/29 静水書道会書作展 モナミ会展

7/31～8/5 江戸表具を愛する会展 松井油絵教室作品展
Ｌａ voix de lapis

8/7～12
子供造形絵画と私の造形コラボレーション（8日より公開） 野鳥大好き　砧の仲間第1回　世田谷水墨画展（8日より公開）
うつわのなかはどうぶつえん “世田美大19期生”展（第6回）

8/14～19 成城・砧・時々 パレット99　絵画展地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展
8/21～26 第62回　はたらく消防の写生会（22日より公開） 林はやし 大起だいき
■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頃終了。
■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

■おはなし会
8月4日（土） ①11:00～11:45 ②14:00～
14:45　講義室
おはなし泉　 当日先着50名　 無料
■子ども向けワークショップ
　「ものがたりとの出会いかた」
8月25日（土）14:00～16:30  文学サロン
心に残る「フレーズ」や「挿絵」、色々なテー
マで岩波少年文庫を読みながら、お気に入
りの1冊を見つけます。
ブックピックオーケストラ（代表：川上洋平）
小学3年生以上　 抽選30名　 無料　
往復ハガキ（P4記入方法参照、3名まで連

名可）で当館「推薦文展イベント」係へ　
8月11日（必着）
■無料アニメ上映会
9月9日（日）
11:00～ 『注文の多い料理店』（19分）
　　　　『セロひきのゴーシュ』（21分）
14:00～ 『アルプスの少女ハイジ』（107分）
9月15日（土）
11:00～ 『クマのプーさん  プーさんとはちみつ』  
　　　　『クマのプーさん  イーヨのおたんじょ
　　　　うび』（2作品計51分）
14:00～ 『せむしのこうま』（58分）
［会場］文学サロン
各回とも当日先着150名　 無料
■大人に捧げる、
　ジュニアたちの直筆推薦文展
8月1日（水）～9月17日（月・祝）

［活動場所］青梅市御岳山（当館集合・解散）
須藤正男ほか　 小学4年生～中学生　
抽選10名　 交通費ケーブルカー料金込

（小学生1,570円、中学生3,090円）　 往
復ハガキ（P4記入方法参照、連名可）で当館
「子どもさんぽ」係へ　 8月18日（必着）

■「誰もいない美術館で」 Vol.35
　「朝から晩までの演劇」
9月1日（土）、2日（日） 10:30～18:00　
発表会2日19:00～　創作室ほか
演劇をつくり、発表会は閉館後に行います。
柏木陽（演劇家・NPO法人演劇百貨店代表）
10代以上　 10代500円、20代以上2,500

円（2日間通し）　 当館HP（申込先着）

■ ■ ■ ■ミュージアム コレクションⅡ ■ ■ ■ ■
花森安治と『暮しの手帖』

「こんどの暮しの手帖 じつにたのしいですよ」
開催中～9月2日（日）　2階展示室

花森安治の『暮しの手帖』表紙原画全103点。
一般200（160円）／高校・大学生150（120

円）／65歳以上、小・中学生、障害者（一般）
100（80円）　※（　）内は20名以上の団体料金 
　※障害者割引あり

■講演会
「花森安治の編集術」
8月25日（土）14:00～
15:30　講堂
津野海太郎（作家）
当日先着150名

（10:00よりエントラン
スホールで整理券配布）
無料  ※手話通訳つき

デルフィーヌ・アルメル（元ケ・ブランリ美
術館〈パリ〉スタッフ）　 150名　 500円
（障害者およびその介助者は無料）
［企画協力］NPO法人視覚障害者芸術活動推
進委員会、ギャラリーTOM

ハビエル・バスケス・グレラ
［曲目］パウリーノ・ペレイロ「ロルカの思い
出OP224」（世界初演）ほか  抽選200名  
入場無料　 往復ハガキ（P4記入方法参

照）で当館へ　 8月21日（消印有効）
※詳細はHP参照

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

宮崎駿が選んだ
50冊の直筆推薦文展

開催中～9月17日（月・祝）　2階展示室
世界中の物語
を通じて少年少
女たちに勇気と
励まし、異文化
へのあこがれを
与えつづけてき
た岩波少年文庫。この展覧会では、アニメー
ション映画監督の宮崎駿が選んだ50冊を、
本人の直筆メッセージとともにご紹介しま
す。50冊の中から、あなたの人生を豊かにす
る1冊が必ず見つかるはずです。
［共催］「借りぐらしのアリエッティ」製作委員会
［特別協力］岩波書店

一般500（400）円／高校・大学生300
（240）円／65歳以上250（200）円　中学生
以下無料  ※（　）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

すべての僕が沸騰する
村山知義の宇宙

開催中～9月2日（日）　1階展示室
前衛美術から絵本
まで万能の天才の
全貌を紹介。
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 　※障害者割引あり

■講演会「在りし日の籌
かず

子
こ

を追って」
7月28日（土）14:00～　講堂
岩崎清（ギャラリーTOM副館長）
当日先着150名（10:00よりエントランス

ホールで整理券配布）   無料   ※手話通訳つき
■100円ワークショップ
8月3日（金）～25日（土）の毎週金・土曜日
14:00～16:00　創作室
1回100 円　 随時受付    
■やなぎみわ演劇プロジェクト
　「1924 人間機械」
8月3日（金）16:00～、4日（土）・5日（日）
14:00～　講堂
前売4,000円  当日4,500円  公演チケッ

ト予約ページ  http://www.yanagimiwa.
net/1924/　 ☎080-8305-2158
■ぷる・ま・しぇり～こどもといっしょに～ 
8月26日（日）　講堂 
村山知義の描いた絵本の読み聞かせと創作。 
3～5歳の幼児とその保護者　 抽選各回

20組　 500円　 当館ＨＰ　 8月10日
※詳細はHP参照

清川泰次記念ギャラリー・区民ギャラリー （観覧無料）
開催中～7/29 成城油彩グループ
8/7～12 小林京子展
8/14～19 代田水墨画会展
8/21～26 アトリエねこじゃらし作品展

関 連 企 画

関 連 企 画

関 連 企 画

第35回 世田谷区民絵画展作品募集中　　※詳細は当館HPをご覧ください。

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

子ども百名山シリーズ「御岳山」
9月15日（土） 7:30～17:00

プロムナード･コンサート
スペインからメキシコまで
～2つの文化を結ぶ音楽の橋～

9月16日（日） 14:00～　講堂

「マンボウ・マブゼ・ステイツ」
コットンバッグ （税込600円）
世田谷文学館で発売中！
世田谷区松原に暮らし、1981年にはこ
の地で「マンボウ・リューベック・セタ
ガヤ・マブゼ共和国」を建国した作家・
北杜夫氏（1927～2011）の業績をたた
え、特製コットンバッグを制作しまし
た。2012年は、北氏の父上で、当地にも

ゆかりの深い大歌人・齋藤茂吉
の生誕130年の記念の年でも

あります。世田谷文学館
では今秋、「齋藤茂吉
と『楡家の人び
と』」展（10月
6日～12月2
日）を開催し
ます。
乞うご期待！

会員割引対象

遊びと学びの子どもプロジェクト2012事業

「リボンときつねとごむまりと月」
原画（部分）（『子供之友』1926年
7月号） 婦人之友社蔵

花森安治『暮しの手帖』
表紙原画（2世紀32号）

ナイトツアー2012
8月25日（土） 18:30～20:00　館内全域

葉っぱワークショップ
8月23日（木） 13:30～16:00　創作室

下記参照

■大蛇ワークショップ
　「水墨で大蛇を描こう ！ 」
9月2日（日） 10:30～17:00（10:15受付）
奥澤神社例大祭にちなんだワークショップ。
日本画家の大浦雅臣氏を迎え、水墨で大蛇を
描きます。  大浦雅臣（日本画家）  申込
先着15名　 1,500円　 下記参照

■音と映像で楽しむ
　クラシック講座 Vol.21 （解説つき）
9月15日（土） 14:00～17:00（13:30開場）
［プログラム］チャイコフスキー作曲「エフゲ
ニー・オネーギン」
申込先着50名　 500円　 下記参照

［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／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 　※障害者割引あり

世 田  谷  美  術  館  分  館

同時代の二人―向井潤吉と宮本三郎
開催中～7月29日（日）
宮本三郎クロニクル　1922 ⇒ 1974
8月7日（火）～12月2日（日）

■8月のギャラリートーク
8月11日（土） 14:00～（30分程度）
「宮本三郎クロニクルについて」
無料　 不要

■夏のオープンワークショップ
　「色とりどりの自画像」
8月8日（水）～12日（日） 13:00～17:00
（16:30まで随時受付）
色彩に注目して自画像を描こう。
高橋大輔（画家）　 100円　 不要

■宮本三郎記念美術館と地域の会共催
　人ひろば Vol.17 「古今亭菊六独演会」
8月25日（土） 14:00～15:30（13:30開場）
今秋、真打襲名の若手落語家による独演会。
古今亭菊六   申込先着50名   500円

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

展 覧 会 関 連 企 画

ミュージアム・セッション2012
「ミュージアムにふれる－ケ・ブランリ美術
館におけるアクセシビリティ向上の試み」
8月7日（火） 14:00～　講堂（通訳つき）

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 の く

奥への旅  開催中～7月29日（日）
向井潤吉  語らいの時間  8月7日（火）～12月2日（日）

展覧会

展覧会

清川泰次のアトリエ Ⅰ   開催中～7月29日（日）
清川泰次のアトリエ Ⅱ  8月7日（火）～12月2日（日）

清川泰次記念ギャラリー
〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　☎3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

展覧会

夏休み子ども文学さんぽ　
「等々力渓谷・昔話さんぽ」　

8月23日（木）10:00～15:00

「移動文学館パネル展示」
開催中～9月17日（月・祝）　1階ロビー

宮本三郎記念美術館へ往復ハガキ、
メール（P4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

会場限定スタジオジブリ特製
「ミニ本」プレゼント ！
会期中、当館で本展チケットをご購
入のお客さま（中学生以下は、館内
設置のアンケートにお答えいただい
た方）先着4,000名に特製「ミニ本」
を1冊プレゼントします。
スタジオジブリショップ
岩波少年文庫の思い出の1冊や、お気に入りの
ジブリグッズを見つけてください。

〒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（月曜日が休日の場合は翌日）世田谷美術館 Art

〒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



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（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、あるいは割引価格で提供します。
また、主催以外の公演もご案内する場合がございます。オンラ
インのみ取扱。

高校生以下割引あり（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、あるいは割引価格で提供します。

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。

2012年7月25日3

入会金・年会費無料!

会員募集中
15歳以上の世田谷区民の方
せたがや文化財団各施設で
多彩な特典が利用できます。

　　　　　　　　　  事務局
☎5432-1548 　　　　　　　

おおたか静
し ず る

流とFlying Zoo

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

　　　　　　　　　　　  会員先行発売・割引（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）　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。

発売中

発売中

発売中

8/11（土）『日野皓正LIVE』 
第一部：Dream Jazz Band 卒業生バンドによるオープニングアクト　第二部：日野皓正LIVE
8/12（日）『Dream Jazz Band 8th Annual Concert』
第一部：講師ミュージシャンによるセッションライブ　第二部：Dream Jazz Band Concert
  3,800円　一般 4,000円　※4歳未満も入場可ですが、周囲のお客様にご配慮願います
世田谷パブリックシアターチケットセンター

ファウストとメフィストフェレスの架空の旅物語。近年、芝居と音楽、
サーカスを織り交ぜた舞台作りに取り組んできた串田和美の集大成！

 伊藤キム（振付家）   棚川寛子（舞台音楽家）  楠原竜也（振付家）
 トバズニハ ［岡本花乃晏　栗山亜樹　七里海流クノー　千葉ゆり　中島詩織　中村博美　野口彩花

野口夢花　宮本真那　柳田優樹　吉田恵］
  2,200円　一般 2,400円　高校生以下 1,000円　※14:00公演後ポストトークあり（どちらの

チケットでも参加可）　 世田谷パブリックシアターチケットセンター 

▲9/27（木）以降、（木）（金）
18:00、（土）（日）14:00

▲10/13（土）以降、（土）
13:00/18:00、（日）13:00

10/6 7 98 101112

13:00
17:00
18:00
19:00

休
演

97年に米山和仁が名古屋で旗揚げ。本作は暗黒街の闇医者を軸に、
マフィアの抗争などを描いた一大エンターテインメントです！

 仲村トオル ［監修：白井晃］　8/4（土）11:00（4歳以上向け）／14:00（小学校中学年
以上向け）　ROLLY　8/4（土）18:00（小学校高学年以上向け、4歳未満入場不可）　小林顕作　8/5（日）
11:00／14:00　   会員割引はございません　 4歳～小学生500円　中学生・高校生1,000円
おとな2,000円　※4歳～高校生までのチケットをご購入の方は、当日要年齢確認（保険証、学生証など）
※おとなの方のみのご入場はご遠慮ください　 世田谷パブリックシアターチケットセンター 

長塚圭史のソロプロジェクト「葛河思潮社」が、昨年上演し好評を博した
本作を再演。出演者も新たに、昭和の傑作戯曲が生まれ変わります。

9/1314 1615

14:00
12:00

16:00
19:00
19:30

9/2021 2322 242526

14:00
18:00

世田谷パブリックシアター（主劇場） 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

未就学児童
入場不可

9/13（木） ～16（日）

9/20（木） ～30（日）

演 劇

演 劇

ホチキス vol.28
『クライシス百万馬力』

河思潮社  第二回公演　『浮標 （ぶい） 』

8/11（土） 15:00開演
 12（日） 14:00開演

10/6（土） ～14（日）

8/14（火）
14:00/19:00開演

8/4（土）～5（日）音 楽

演 劇

パフォーマンス

リーディング日野皓正 presents “Jazz for Kids”
―JAZZ POWER ジャズの力―

まつもと市民芸術館企画制作　『K.ファウスト』

開館15周年記念企画　YOUTH-PERFORMANCE  2012
トバズニハ　新作パフォーマンス

子どもとおとなのための◎読み聞かせ 『お話の森』

●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

 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）　 P C 携帯http://setagaya-pt.jp/ http://setagaya-pt.jp/m/

未就学児童
入場不可

“せたがやジュニアオケ”の若さと情熱あふれる演奏、“こんにゃく座”による
歌あり演奏ありの躍動感あふれるステージ。 ※終演後に「ワクワク楽器体験コーナー」を開催

 「バラの乙女たちの踊り」「剣の舞」（ハチャトゥリアン：バレエ組曲「ガイーヌ」より）、三十五億年のサーカ
ス（詩：佐藤信　曲：林光）　他
  1,800円　一般 2,000円　子ども（4歳～中学生） 500円

発売中

発売中

7/29（日） 15:00開演
世田谷区民会館

9/12（水） 19:00開演
世田谷パブリックシアター

音 楽

音 楽

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  サマーフェスタ

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～ケージの中の日本～

4歳未満
入場不可

 三好十郎    長塚圭史　  田中哲司   松雪泰子   佐藤直子

（左から）笹野高史　小日向文世
雛形あきこ　串田和美

田中哲司 松雪泰子 長塚圭史

前回公演『砂利塚アンリミテッド』

 8/10（金）
一般  8/11（土）

発　売
開始日

 8/3（金）
一般  8/4（土）

発　売
開始日

 8/4（土）
一般  8/5（日）

発　売
開始日

    串田和美　   coba
 笹野高史　小日向文世　雛形あきこ　小西康久

さとうこうじ　内田紳一郎　片岡正二郎　他
  S席 7,900円　一般 S席 8,000円

2階サイド席 6,000円　A席（3階） 5,500円
※25歳以下割引は のみ取扱   ※S席1階1～3列目は
座イス席となります　 ぷれいす　☎5468-8113 

ダンス
インドネシア×日本　国際共同制作公演
『 To Belong ― dialogue ― 』

9/21（金） 19:30開演
 22（土・祝）・23（日）
  16:00開演

    北村明子　  マルチナス・ミロト  今津雅晴　三東瑠璃  リアント  他
（整理番号付自由席・日時指定）　  3,300円　一般 3,500円　  3,000円
office A/LB　☎090-8855-6829

発売中

現代音楽と狂言の交わるところに何が生まれるか。
 アルディッティ弦楽四重奏団　野村萬斎　中川賢一
  S席 5,300円　A席 4,300円　一般 S席 5,500円　A席 4,500円

まもなく開催

音  楽  事  業  部  主  催 

  柴幸男　   三浦康嗣　   白神ももこ
 坂本美雨   今井尋也   今村洋一   初夏   大柿友哉   北川結

重岡佐都子   清水久美子   名児耶ゆり   西尾大介   bable   柳瀬大輔
 権藤知彦　田中佑司　千葉広樹　村田シゲ 

（自由席・日時指定）　  7/29（日）発売  4,700円
一般 8/18（土）発売 5,000円  高校生以下 2,000円（当日要年齢確認）
★プレビュー公演 3,000円［8/18（土）発売 先行・割引なし］
※4歳未満のお子様もお席が必要な場合は要チケット　
世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

平岳大   荻野友里   池谷のぶえ   大和田美帆   木村了
高部あい   赤堀雅秋   深貝大輔
  S席 5,800円　A席 4,800円

一般 S席 6,000円　A席 5,000円　B席 4,000円
B席2,000円　 ゴーチ・ブラザーズ　☎6809-7125

  米山和仁　  加藤敦　山崎雅志　小玉久仁子
村上直子　山本洋輔　齊藤美和子　他
  3,600円　一般 3,800円　※学割は のみ取扱
ホチキス　☎090-5452-9890

9月28日（金）～10月14日（日）   シアタートラム
演劇、音楽、ダンスといった一つのくくりにはおさまらない
新たなジャンルの誕生を予感させる舞台をご紹介します。
岸田國士戯曲賞を受賞した柴幸男『わが星』の上演で見事な
コラボレーションを魅せた3人が、本作で再び集結。脚本を
劇団「ままごと」の柴、音楽を音楽ユニット「口口口（“クチロ
ロ”と読む）」の三浦康嗣、振付をダンス・パフォーマンス的
グループ「モモンガ・コンプレックス」の白神ももこ、演出を
3人の共同で行います。出演は、自身も様々な活動を展開し
ているミュージシャン・坂本美雨のほか、ジャンルにとらわ
れない背景をもつ12名の多彩な顔ぶれです。このキャラバ
ンが奏でる『ファンファーレ』に、どうぞご期待ください。

神谷百子　西久保友広（マリンバ）
本島阿佐子（ソプラノ）
［曲目］ A.ピアソラ：タンゴの歴史
村松崇継 ：光の幻影
J.スローワー：ラブ・ソングス 他
※曲目は予告なく変更する場合があります
全席指定     2,800円　一般 3,000円
 ※未就学児童入場不可　 

10月7日（日） 15:00開演　成城ホール
驚異的なリズム感覚とテクニック、そしてしなやかな感
性！ 神谷百子がマリンバの多彩な魅力をお届けします。
東京藝術大学にマリンバ受験者として開学以来初合格、
国内外でリサイタルやオーケストラと協演してきた実力
派です。
洗練されたタンゴや、2台のマリンバとソプラノの作品
など、マリンバのさまざまな音色と響きがつくりだす、
鮮やかな世界をお楽しみください。

10月21日（日） 18:00開演  世田谷パブリックシアター
魅惑のヴォーカリスト・おおたか静流を中心に、バンドリン、
アコーディオン、ちんどんなどが集う、無国籍な異色バンド
「Flying Zoo」がパブリックシアターに初登場！
おおたか静流　秋岡欧　佐藤芳明　他

全席指定    2,800円　一般 3,000円
 ※未就学児童入場不可　

神谷百子  マリンバ・ワンダーランド室内楽シリーズ 世田谷アートタウン2012

世田谷アートタウン2012

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

7月28日（土）

7月29日（日）

9/2829 10/130 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314

14:00
19:00
19:30

休
演

休
演

休
演 プレビュー公演

終演後ミニライブあり

〒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　［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

〒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
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シアター
スケジュール

世田谷パブリックシアター

シアタートラム

『クリンドルクラックス！』
フィリップ・リドリー　　　陰山恭フィリップ リド ー　 　陰山恭行
石井光三オフィス石井光三オ　 ィス ☎545 28-8736736

木皿泉脚本×内藤裕敬演出 『すうねるところ』
サンライズプロモーション東京ンライズ ロモーション東

☎☎0570-00-33570 00- 37

『千に砕け散る空の星』

デヴィッドデヴィッド・エルドリッジ　ロバーエルドリッジ ートロバ ・・ホルマンルマン
サイモン・スティーヴンズ　　　上村聡史イモ ・スティーヴン 　 聡史上
ゴーチ・ブラザーズゴーチ・ブラザ ズ ☎☎ 809-71268 59-7

原作

～9/9 まで

～9/9 まで
『お話の森』

　　　　　　　 　　 遠田誠遠田
ハイウッドハイ ッド ☎3320-72173 20 217

まことクラヴ+　新作公演『密 室（みっしつ）』
構成 振付

『英国王のスピーチ』
デデ ィッヴィ ド・サイドラーサイド ー 鈴木裕美鈴 裕美 倉持倉持裕

サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337サンライズプ モー ョン東京　☎05 0-0 333
原作 上演台本

朗読劇 『この子たちの夏 1945・ヒロシマ ナガサキ』
木村光一木村光一 劇場チケットセンタ場チケッ セン ー構成

日野皓正 presents
“Jazz for Kids”

トバズニハ  新作パフォーマンス

クリンドルクラックス！』クリンドルクラックス！』リン ルク『ク ラックス！

木皿泉脚本×内藤裕敬演出 『すうねるところ』木皿泉脚本×内藤裕敬演出 『すうねるところ』木 泉脚本×内藤裕敬演 『す ねるとこ 』

千に砕『千『『千千にに砕砕けけ散る空空のの星星』

『お話の森』『お話の森』お話の森』 まことクラヴ+まことクラヴ+まことクラヴ 作公演作公演新作公演『密 室『密 室密 室（（みみみっししつつつ）』

『英国王のスピーチ『英国王のスピーチ『英国王の ピーチ』朗読劇 『この子たちの夏 194朗読劇 『この子たちの夏 194読劇 この たち 夏 1 45・ヒロシマ ナガサキヒロシマ ナガサキロシ ナガ キ』日野皓正 presents日野皓正 presents日野皓 pre ent
“Jazz for Kids”“Jazz for Kids”Jaz for ids

バズニハ  新作パフォーマンスバズニハ  新作パフォーマンスト ズニハ  新作パフォー ンス

音楽劇『ファンファーレ』

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。）

坂本美雨柴幸男 三浦康嗣 白神ももこ

三軒茶屋の街を舞台に繰り広げる、秋恒例の『三茶de大道芸』を
10月20日（土）・21日（日）に開催。今年も皆様のメッセージ入り
フラッグを作り、街を彩ります。あなたの、三軒茶屋や『三茶de
大道芸』への愛を込めたメッセージで盛り上げませんか?
［サポート金額］1枚 5,000円　［掲出期間］ 9月下旬～10月中旬
8月31日（金）　※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『三茶de大道芸』公式HP（ http://setagaya-ac.or.jp/
arttown/）をご覧ください。
 劇場／フラッグサポーター担当　☎5432-1526

街を盛り上げる
フラッグサポーター募集 ！

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／シアタートラム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

街の装飾、パフォーマーの付き人など、一緒に街を盛り
上げるボランティアスタッフも募集中。詳細はHPで！
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8月5日（日） 16:00～18:00　展覧会場内
竹村氏による特別総括講演。
いずれも竹村真一（京都造形芸術大学教

授・Earth Literacy Program代表）　 各回
申込先着60名　 一般1,000円、高校生以
下無料　 メール（欄外記入方法参照、希望
日も明記）または電話で生活工房へ

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
なプログラムを上演します。3日間で計18
グループと、特別ゲストの飯野和好氏（イラ
ストレーター・絵本作家）が出演します。　
［共催］世田谷おはなしネットワーク
幼児～小学生（親子でも参加可、幼児は保

護者と参加）　 無料　 不要、当日直接会
場へ。ただし、特別ゲストの回のみ整理券を
配布　※詳細HP参照

暮らしにおけるモノ・コト・ココロを、“エ
ネルギーの循環”という視点から考える連続
講座・知の航海。第3回は中沢新一氏（思想

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■　　　　　　　　　　 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

地球に触
さわ

ろう、
“希望の地球”を語ろう！
8月3日（金）～5日（日） 11:00～20:00

（関連企画開催時は入場不可）  生活工房4F

会場で直径約1ｍの球体にリアルタイムな
地球の情報を映し出すデジタル地球儀『触

さわ

れ
る地球』を直接体験しましょう！　開発者の
竹村真一氏が最新科学に基づく「新たな地球
の見方」を語る3日間の特別企画です。
※竹村氏による解説プログラムの日時はＨＰ参照
入場無料

『触れる地球』開発者による
デモンストレーション＆ゲストとの対談
■不動の大地も“動いている”！
8月3日（金） 19:00～21:00　展覧会場内
ゲスト：鎌田浩毅（地球科学者・京都大学大
学院教授）
■渡り鳥の眼で地球を旅する
8月4日（土） 16:00～18:00　展覧会場内
ゲスト：樋口広芳（鳥類学者・慶應義塾大学
大学院特任教授）
■10年後の地球をどう創ろう？～次世代に 
　むけて

家・人類学者）が主宰する「くくのち学舎」と
共に、衣食住から地域活性・教育・経済まで
をテーマにしたセミナー、ワークショップ、
ブース出店などを行う複合イベントを開催
します。　※詳細HP参照
入場無料（個々のセミナー、ワークショッ

プは有料）　

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
誰でもアーティスト！

アトリエj
ジ　ワ

iwaの「じわじわjiwa」展
7月29日（日）～9月2日（日） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

“楽しいことに全力な”個性あふれる4人組
アーティスト集団「アトリエj

ジ  ワ

iwa」。イラス
ト、切り絵、テキスタイル・コラージュといっ
たそれぞれの作品の展示・販売のほか、区
内小学生と共同制作した作品も展示します。
来場したら笑いジワがふえるかも！？――。
無料

お面を作って変身しよう！
8月26日（日） 14:00～16:00　生活工房4F
お面を作って、なりたい
自分に大変身!!　フエル
トや古新聞などの素材
を活

い

かして、世界にひと
つだけのお面作りに挑
戦します。
アトリエ jiwa
小学生以上（低学年は

保護者同伴要）
抽選30名  1,000円
往復ハガキ（欄外記入方法参照、年齢［学

年］も明記）で生活工房へ　 8月18日必着

関 連 企 画

関 連 企 画

おはなしいっぱい
8月22日（水）～24日（金）

各日11:00～15:00　生活工房4F 

知の航海2012　Vol.３
くくのち秋まつり

9月2日（日） 10:00～18:00　生活工房4F 

世田谷アートフリマ Vol.18 
出 展 者 募 集

2Ｆギャラリーカフェくりっく壁面展示
8:00～22:00（土・日・祝は11:00～21:00）

開催中～8/11（土） スケッチで遊ぶ水彩画展

8/12日（日）～9/8（土） 双子の水の塔

竹村真一  

元気なシルバー
いきいきトレーニング（千歳コース）
健康チェック：9月20日（木） 13:00～　
トレーニング：9月27日～2013年3月7日
毎週木曜（除外日あり） 13:00～15:00  千
歳温水プール、体育室　 60歳以上の方（健
康チェックあり）　 抽選20名  20,000
円（全20回）　 8月24日（必着）

障害児（者）水泳教室
①イルカ水泳教室
10月15日～12月10日（11月5日、12月3日を
除く）　月曜 18:30～20:30（全7回）
千歳温水プール
②くじら水泳教室
10月4日～11月15日  毎週木曜 18:00～
20:00（全7回）  総合運動場温水プール
③烏山短期水泳教室
10月2日～11月13日  毎週火曜 18:00～
20:00（全7回）  烏山中学校温水プール
④マンボウ水泳教室
10月13日～2013年5月の原則毎月第2・4土
曜13:00～15:00（全14回）  太子堂中学校温
水プール
⑤ラッコ水泳教室
10月6日～ 2013年6月の原則毎月第1・3土

教室・イベント

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・メール記入方法 遊びと学びの子どもプロジェクト2012事業

※詳細はホームページをご覧ください
大蔵第二運動場管理事務所

☎3416-1212  3416-1777
■デイタイムテニススクール
 月曜コース 9月3日～10月22日
 金曜コース 9月7日～10月12日
※  ともすべて午前中、初心者から上級者
のクラス分けあり  18歳以上  抽選各8～
16名  7,100円、10,400円（クラスにより異
なります）  ※時間・クラス等は要問合せ    
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）　 8月4日（必着）

第62回区民体育大会
■弓道　総合運動場弓道場
9月2日（日） 9:00～
区内在住・在勤・在学の方  ［種目］中学生

の部・高校女子の部・高校男子の部・一般
女子の部・一般男子の部（大学生含む）  一
般500円、高校生300円、中学生以下200円  

ハガキまたはFAX（種目を明記）で区弓
道連盟・熊澤（〒156-0055　船橋6-17-13  
3303-0412）　 8月20日（必着）

■バドミントン　総合運動場体育館
①9月2日（日） ②9月9日（日） ③9月16日（日）
①11:30～ ②③9:00～
学連加盟者以外の区内在住・在勤・在学

の方  ［種目］①男女ABC・OB・OG②中学
生男女③高校生男女  ①1,000円／1ペア
②400円／ペア③800円／ペア  所定の
申込用紙に振込用紙のコピーを添付して、区
バドミントン協会・安藤（〒157-0074大蔵
5-8-6  ☎3415-0692）  ①8月17日　②8
月24日　③8月31日（いずれも必着）
■ソフトボール　総合運動場野球場ほか
9月2日（日）～10月14日（日） 9:00～
［種目］男子1・2部、女子、小学生（男・女・混合

◆タイムトライアルで基準タイムを突破した方の中から、抽選でハーフマラソン優先出場権を進呈
◆ご希望により健康マラソン出場権を進呈
9月15日～10月13日　毎週土曜 10:00～12:30（全5回）　総合運動場陸上競技場・体育館
中学生以上　 抽選200名　 8,000円　 希望クラス（10kmのタイムが／ 30～40分台、 50分台、 60分台、
70分台、 80分台～）と過去参加回数も明記し、スポーツ振興財団へ  8月26日（必着）

暑い夏は水をまいて地球を冷やそう！
8月6日（月） 10:00～10:30 ※雨天中止
総合運動場温水プール、千歳温水プール、尾山台地域体育館、
各中学校温水プール（梅丘、太子堂、烏山、玉川）　※当日各施設前に集合

「世田谷打ち水2012」

※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、申込先にあります。ホー
ムページからもダウンロード可

高野進  ランニングクリニック
世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント

いずれも可）、スローピッチ・壮年  5,000
円／チーム（小学生無料）  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　 8月10日（必着）
■バスケットボール   総合運動場体育館ほか
9月9日（日）～10月21日（日） 9:00～
区内在住・在勤の方　 4,000円（未登

録団体は別途登録料7,000円）　 8月19日
（11:00～15:00）に駒大高校（上用賀1-17-12）
体育館教官室別室へ所定の申込用紙を持参
区バスケットボール協会  ☎090-5536-6455

■ゲートボール   総合運動場陸上競技場（小
雨決行）   9月13日（木）予備日9月14日（金）
2,000円／チーム  区協会登録チーム

は所定の申込用紙、未登録チームは往復ハガ
キで区ゲートボール協会・村石（〒154-0017  
世田谷1-23-3　☎3439-1108）  8月27日
（必着）
■アクアスロン  総合運動場温水プール
9月16日（日） 9:00～
［種目］①一般②中学生③小学4～6年生④小
学4～6年生親子ペア⑤小学1～3年生⑥小
学1～3年生親子ペア　 高校生以上・親子
ペア 1,000円、中学生以下500円  ※傷害
保険料込  ハガキ、FAXまたはメール
（種目も明記）で区トライアスロン連合・荒
井（〒213-0033川崎市高津区下作延5-35-
6-701　☎・ 044-844-5057　 stu@
setatora.com）　 8月31日（必着）
■剣道  総合運動場体育館
9月17日（月・祝） 9:00～

所定の申込用紙に参加費を添えて、現
金書留で区剣道連盟事務局（〒154-0021豪
徳寺1-38-6豪徳寺駅前郵便局留　☎090-
9140-2494）

共  催  大  会
■太極拳愛好者同時多種目講習会
大蔵第二運動場体育館  9月23日（日） 9:00～
先着100名  3,000円  FAXで区武術太

極拳連盟・西井（☎・ 3413-3721）  9月
10日（必着）　

大   会
曜14:00～16:00（全14回）  玉川中学校温水
プール
①小学生②中学生以上③④⑤小学生以上、

①～⑤ともに軽度の知的障害のある方。トイ
レを使用する際、介助を必要とされない方
で、事業開催中、付き添い者の会場待機が可
能な方  ①1,700円／20名②4,000円／10
名③3,400円、中学生以下1,700円／10名④
⑤8,000円、中学生以下3,400円／④10名⑤
5名（全教室抽選）　 障害の内容も明記でス
ポーツ振興財団へ　※参加の可否は事前に個
別面談を実施　※①～③、④～⑤それぞれ参
加は1人1教室まで　 8月20日（必着）

ふれあいボウリングスクール
9月8・22日・10月13日　土曜 10:00～
11:30（全3回）　オークラランド（桜3-24）
中学生以上で軽度の知的障害のある方
先着30名   1回1,300円   ハガキまたは

FAX（欄外記入方法参照、参加できない日、年
齢も明記）でNPO法人サーンズ・北口（〒156-
0044赤堤4-42-2   ☎090-9010-2275    33
23-8250）　 8月24日（必着）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
■バスケットボール教室
9月11日～10月2日毎週火曜（全4回）

種　目 日時／会場 料金／定員（抽選）／対象

①ゴルフ教室（千歳の部）9月3日～10月29日  毎週月曜日（全8回）（10月15日を除く） 13:30～15:00  千歳ゴルフセンター 17,000円／10名／18歳以上

②ゴルフ教室（成城の部） 9月8日～10月27日  毎週土曜（全8回）
18:00～19:30  ニュー成城ゴルフセンター 17,000円／10名／18歳以上

③ 卓球教室 9月5日～10月3日  毎週水曜（全5回）
19:00～20:30  烏山北小学校体育館

2,500円（中学生以下1,500円）／小学
4年生以上

④ ショートテニス教室 9月8日～10月6日  毎週土曜（全5回）
19:00～20:30  桜町小学校体育館

3,000円（中学生以下1,500円）／小学
生以上

⑤ ジュニアソフトテニス 9月16日～10月28日  毎週日曜（全6回）  （10月14
日を除く） 9:00～11:00  総合運動場テニスコート

1,800円（保護者3,000円）／30名／
小学3～6年生（保護者参加も可）

⑥ ジュニアゴルフ教室 9月22日～11月10日  毎週土曜（全8回）
16:00～17:30  成城ゴルフクラブ 9,000円／14名／小学3年生～中学生

⑦ 生涯健康づくり体操 9月3日～12月3日  毎週月曜日（全12回）（祝日を
除く） 19:00～20:30  明正小学校体育館 3,000円／60名／55歳以上

［開催日］9月22日（土・祝）・23日（日）
11:00～18:00　
［詳細］ http://artfleama.net/
8月15日必着　 世田谷アートフリ

マプロジェクト・中根（世田谷233）
☎5430-8539（火・水曜休）
setagaya@artfleama.net

手づくりのクラフトやアート作品を制作
する個人・グループの応募をお待ちして
おります。

■生活工房15周年記念企画

①②8月12日、③④⑦8月19日、⑤⑥8月26日

〒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

会員割引対象

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/

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　※小学生は保護者同伴　
※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

申込
方法


