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『4 four』 演出によせて 白井 晃（演出家・俳優） 

次回（9月25日号）は「区のおしらせ」と別折り込みです

インタビュー

世田谷芸術百華 2012
世田谷をアートで彩る秋のフェスティバル、9月より開幕！

　　　　　　　　　   　
15歳以上の世田谷区民を対象とする、せたがや文化財団の無料の会員制度です。
世田谷美術館・世田谷パブリックシアター、世田谷文学館等で多彩な特典を利用できます。
せたがやアーツカード事務局　☎5432-1548

『ボンビックス モリ 』  せたがやアーツカード会員 4,500円（前売のみ）
　一般 9月2日（日）発売 4,800円　ペア 8,000円　 高校生以下 2,000円
　※未就学児童入場不可
　『ゴールドフィッシュ』  せたがやアーツカード会員 大人2,000円
　子ども（4歳以上高校生以下） 1,000円（前売のみ）　※3歳以下、保護者の膝上無料　
　一般 9月2日（日）発売 大人2,500円　子ども（4歳～高校生以下）・ 1,500円　
　＊2作品セット券　一般6,000円　　 （マークの説明は、P3へ！）　

『ボンビックス モリ with ラッシュ』
『ゴールドフィッシュ』

 リチャード・ビーン　  平川大作　小田島恒志　  森新太郎
 渡辺 徹　佐藤アツヒロ　平 岳大　石橋徹郎　吉見一豊　有薗芳記  

　　 小島 聖　田根楽子　七瀬なつみ

『ハーベスト』

チケット発売開始情報は本紙「9月25日号」をご覧ください

イスラエルを代表するダンスカンパニーが、再び当
劇場に登場。『ボンビックス モリ』とはラテン語で
「蚕」の意味で繭のようにフワフワと暖かく絹のよう
にしなやかなダンスが繰り広げられます。『ゴール
ドフィッシュ』はファミリー向け。おとぎ話の舞台裏
を覗き見るような魔法の世界です！

Photo : Gadi Dagon

世田谷パブリックシアター
ロビーにて撮影

会員登録受付中！

『ゴールドフィッシュ』

 『ボンビックス   モリ』

ポストトークあり

2311/22 24

15:00
19:30

11/25

13:00
16:00

インバル・ピント＆アヴシャロム・ポラック ダンスカンパニー

［会場］世田谷パブリックシアター

フォー

『４ four』は「劇作家の作業場」と言うプロジェクトで川村毅
さんが書かれた戯曲です。これまでに二度のリーディング公
演を重ね、時間をかけてじっくり吟味されてきました。世田
谷パブリックシアターの魅力は、大小二つの劇場空間もさる
ことながら、このような豊かな創作時間が持てるところにも
あります。これは作品を創る上でとても贅沢なことなんです。

今回の作品は四人の男性のモノローグを中心に構成された作
品です。淡々と紡がれる詩的な言葉の中に、現代を映し出す
深い世界が広がっていきます。私にとっても初めての川村戯
曲。かつて見たことがない舞台が生まれる予感に身が引き締
まる思いです。

2005年、英国演劇界の話題をさらった『ハーベスト』が日本に初登場。
困難な状況においても、明るく前向きに激動の人生を生き抜く人々の100年の物語。

主人公のウィリアム・ハリソンを演じる渡辺徹さんにお話を伺いました。
　私も世田谷区民で、｢情報ガイド｣は家族も読むのでちゃんとお話しなくちゃ（笑）。
お客様には芝居を観ている時間だけは、日常生活を忘れて没頭していただけたらと思って
いますが、世田谷パブリックシアターには、まさしく生活を忘れさせてくれる空気が漂っ
ていますね。そういう空間で演じることができるのが楽しみです。私は、人生をひたすら
前向きに歩む男の19～110歳までを演じます。ある人間が老いていく姿を演じることも役
者としてやりがいのある挑戦ですが、それ以上に、ひとつのことに思いを馳せて生き続け
ていく、やり通す人間の姿を見せることが、現在の日本に非常に合っていると思います。
　我が家にも2人の息子がいて、受験や将来のことを話すのですが、終身雇用制が崩れた
り、職業もちょっとつまずいたら変えればいいやというお手軽感が溢れている中で、仕事
を一生のものにすることが難しい時代になっているようです。しかし、ひとつのことに集
中して突き詰めることで、逆に視野が広がる。養豚業に人生を捧げた生命力に溢れる男の
人生を通じて、人間の大きさや優しさ、人間の厚み…物理的な厚みじゃなくてね（笑）、そう
いうものが表現できたらいいなと思っています。なかなか前向きになりづらい世の中だけ
ど、前向きでいられるかどうかは環境のせいじゃなくて、自分の生き方やモチベーション
の持ち方の問題。「この人、大変だろうな」と思われても、本人さえ前向きであれば、前向
きに生きることができるんです。そういうことを伝えられる作品にしたいと思っています。

［会場］ シアタートラム
 川村 毅　  白井 晃
 高橋一生　田山涼成　須賀貴匡　野間口徹　池田鉄洋

通し番号付入場引換券 せたがやアーツカード会員 5,400円（前売のみ）
　一般 9月9日（日）発売 5,700円
　※観劇場所は、当日ご確認いただきます  ※未就学児童入場不可
　
   （マークの説明は、P3へ！）

ひとつの罪と罰と裁きをめぐって、男たちは語り出す。点として語られていた
物事が、次第に一本の線となり、やがて意外な事実が明らかに――。80年代か
ら小劇場界を牽引し、今もなお精力的に活動を続ける川村毅と白井晃の初タッ
グ作品。美しい言葉で綴られる震撼の舞台をお見逃しなく！

11月5日   ～25日月 日

11月22日   ～25日木 日

『4 four』

高橋一生 田山涼成 須賀貴匡 野間口徹 池田鉄洋

世田谷区民招待あり 詳細は、P3をご覧ください

2005年、英国演劇界の話題をさらった『ハーベスト』が日本に初登場。
困難な状況においても、明るく前向きに激動の人生を生き抜く人々の100年の物語。

主人公のウィリアム・ハリソンを演じる渡辺徹さんにお話を伺いました。

 9月8日   土  8月26日   日

［会場］ 世田谷パブリックシアター
12月11日   ～24日火 月 休

チケットのお申込み開館15周年を迎えた、世田谷パブリック
シアター

秋冬の主催公演をご紹介します
世田谷パブリックシアターチケットセン

ター（10:00～19:00）

☎5432-1515　 http://setagaya-pt.jp/



    

9月17日（月・敬老の日）は、満60歳以上の方は企画展・コレクション展ともに、無料でご観覧いただけます。※要年齢証明書

9月17日（月・敬老の日）は、満60歳以上の方は世田谷美術館分館を無料でご観覧いただけます。※要年齢証明書
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■北杜夫追悼対談　その1
10月24日（水） 14:00～15:00
宮田毬栄（エッセイスト）、斎藤喜美子

（北杜夫夫人）　 無料
■北杜夫追悼対談　その2
「どくとるマンボウ家のてんやわんや」
10月27日（土） 14:00～15:30
磯﨑憲一郎（小説家）、斎藤由香（エッセイ

スト）　 500円

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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　他　※（　）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（9月17日までは中学生以下無料）

小・中学生を対象に「こ
とば」のワークショッ
プを開催します。「こ
とば」にまつわるプロ
グラムを連続して体験
することで、言語感覚
を中心に幅広く感性を
育むことができます。
■「ことばのことば  1」
10月20日（土） 10:30～15:00

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　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～8/26  第62回　はたらく消防の写生会  林はやし 大起だいき

8/28～9/2
 グループ粹彩:水彩画展（29日より公開）
 MOONLIGHT FAIRY TALE　月影童話

9/4～9  誠之フォトクラブ写真展  小さなアーティストたちの美術館（5日より公開）
 桜丘写友会写真展  坪内美術研究所絵画展

9/11～16
 第34回  あお展

 第15回沙羅の会陶展
“風景スケッチ日曜会”水彩画展

 写真クラブ『すばる』写真展  夢々の会　絵手紙展（12日より公開）

9/17～23
 第18回青人会展  鬼と花の二人展
 四季さまざま  for the next generation

9/25～30  ＡＫ3企画
 じゆうに12　
 植物画教室作品展

世田谷美術館 区民ギャラリー

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次 回 企 画 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
世田谷区制80周年

「齋藤茂吉と『楡家の人びと』」展
10月6日（土）～12月2日（日）　2階展示室
近代短歌の巨人・齋藤茂吉。
本展は、次男の北杜夫による
自伝的小説『楡家の人びと』、
評伝〈茂吉四部作〉に深い敬愛
をもって描かれたその波乱多
い生涯と作品を展望するもの
です。〈どくとるマンボウ〉と
して親しまれた北杜夫の業績
もあわせてご紹介します。
一般700（560）円　他

※（　）内は20名以上の団体料金
　※障害者割引あり

※10月24日（水）は無料

　　　　　　　　　  ［会場］文学サロン

■講演会 「茂吉短歌の魅力」
10月14日（日） 14:00～15:30
篠弘（歌人）　 500円
■講演会 「『楡家の人びと』とドイツ教
養小説」
10月20日（土） 14:00～15:30
池内紀（ドイツ文学者・エッセイスト）
500円

■対話する時間展開催記念対談
「現代美術の伴走者との対話」
9月15日（土） 14:00～　講堂
安齊重男（アート・ドキュメンタリスト）、

酒井忠康（当館館長）　 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
■ジェームズ・タレル《テレフォン・ブース》体験
9月22日（土・祝）以降会期中の毎週土曜日
13:00～16:00  体験・ワークショップ・コーナー
16歳以上の方　 申込先着各日15名　
無料　 当館HP　※申込期間：9月1日より

ご希望日の3日前まで　

■ギャラリーツアー「青い鳥を探して」
9月22日（土・祝）以降会期中の毎週土曜日
13:00～　1・2階展示室
童話『青い鳥』のストーリーになぞらえて、
展覧会をご案内するツアーです。 
小学生以上　 当日先着各日20名
無料（展覧会入場券が必要です）各日

13:00にエントランスホールに集合
■100円ワークショップ
9月22日（土・祝）以降会期中の毎週土曜日
13:00～15:00　時間中随時受付　2階展示
室ワークショップ・コーナー　 1回100円
■ボランティア・シンポジウム
「対話を介する美術鑑賞について
誰かと一緒に作品を見るということ」
10月8日（月・祝） 14:00～（13:30開場）   講堂
一條彰子（東京国立近代美術館主任研究

員）、郷泰典（東京都現代美術館学芸員）　他
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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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
アニメーション映
画監督の宮崎駿が
岩波少年文庫の中
から選んだ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

■無料アニメ上映会　［会場］文学サロン
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）
各回とも当日先着150名　 無料

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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
一般1,000（800）円　他

※（   ）内は20名以上の団体料金 
※障害者割引あり

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次 回 企 画 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
世田谷区制80周年
対話する時間

世田谷美術館コレクションによる現代美術展
9月15日（土）～11月11日（日） 1・2階展示室

作品との「対話」を主題に、主として1970年代
以降に制作された現代美術作品を全館展示。
「自然」「日常」「旅」など8つのテーマで構成。
一般 1,000（800）円／65歳以上 800

（640）円／ 高校・大学生 500（400）／小・
中学生 300（240）円　※（　）内は20名以上の
団体料金 　※障害者割引あり

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～8/26 アトリエねこじゃらし作品展
8/28～9/2 写真展  色ノ履歴（29日10:00から公開）
9/4～9 写真展  乙女たちの好奇心Vol.4
9/11～16 GO展
9/17～23 大石  壽子の作品展
9/25～30 朔画会作品展（26日10:00から公開）

関 連 企 画
関 連 企 画

関 連 企 画

※初日は午後から、最終日は16:00頃終了

［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

会員割引対象

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  語らいの時間
開催中～12月2日（日）
本展では、日本の民家の
ほかに、農夫を描いた水
彩なども加え、様々な人
物表現を探ります。

展覧会

《微雨》 1974年

宮本三郎クロニクル
1922 ⇒ 1974
開催中～12月2日（日）
宮本三郎の最初期作品
から絶筆まで、半世紀
にわたる画業を油彩中
心に全35点を紹介し
ます。

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

展覧会

《不詳（婦人像）》 1922年

各回抽選150名　 各開催日の2週間
前（必着）までに往復ハガキ（P4記入方法
参照、連名可）で当館「齋藤茂吉展」係へ

  ●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

子ども文学館 連続プログラム
ことのは   はくぶつかん2012

区民ギャラリー利用申込受付
平成25年4月～9月分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］平成24年10月6日（土）・7日（日）10:00～
17:00 
［受付場所］世田谷美術館地下１階創作室AB、清川泰次
記念ギャラリー
［抽選会］平成24年10月21日（日）世田谷美術館講堂に
て。詳細は受付時にご案内します。

友の会との共催講座
没後100年　石川啄木の魅力
9月22日（土・祝） 14:00～　文学サロン

■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。

清川泰次のアトリエ Ⅱ
開催中～12月2日（日）
清川泰次の立体造形の
魅力を絵画作品とあわ
せて紹介します。

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

《Stainless Object V-3 No.4091》
（3点組のうち1点） 1991年

■9月のギャラリートーク
9月8日（土） 14:00～（30分程度）
「宮本三郎の描いた人体の変遷」
展覧会チケット必要　 当日受付

■ ■ ■ ■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
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 　※障害者割引あり

利根川の源流をはじめ、いくつもの川のみな
もとを持つ川場村の渓流にて絵を描きます。
リーダー：三宅一樹（彫刻家）　 18歳以上

の世田谷区または川場村在住・在勤・在学
者　 抽選20名　 9,000円（宿泊・食事・
保険代含む）　※交通費は含まれません　 ハ
ガキまたはFAX（P4記入方法参照）で世田谷
区民健康村へ　 8月31日（消印有効）
〒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
0278-52-3311

世田谷美術館×世田谷区民健康村交流ワークショップ
「水の、みなもと」

9月29日（土）、30日（日）1泊2日
群馬県川場村世田谷区民健康村

ことば遊びをとおして、楽しく詩を書こう！
石津ちひろ（詩人）　他
■「ことばとしぐさ」
11月11日（日） 10:30～15:00
師匠の手ほどきをうけて、落語家になりきろう！
林家きく麿（落語家）　他
■「ことばとびじゅつ」
12月9・15・16日（3日間） 10:30～15:30 
大きな美術作品をつくろう！
こぺんなな（画家）　他
■「ことばとからだ」
2013年2月16日（土） 10:30～15:30
お話や詩のことばを、からだで表現しよう！
もび（西井夕紀子主宰）
■「ことばのことば　2」
2013年2月23日（土） 10:30～15:30
ことば遊びをとおして、楽しく短歌をつくろう！
天野慶（歌人）

 平成24年度子どもゆめ基金助成事業　
［会場］世田谷文学館   小・中学生（原則とし
て全回参加できる方）   抽選20名   無料
往復ハガキ（P4記入方法参照、連名可、学

年も明記、イベント名「ことのは」）で当館「子
ども担当」へ　 9月21日（必着）

池田功（明治大学教授）　 700円　
往復ハガキ（P4記入方法参照）で当館「友の

会」係へ　 9月8日（必着）

李禹煥 《線より》1980年

〒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

世田谷区制80周年 世田谷文学館 10月7日（日）、11月3日（土・文化の日）
世田谷美術館 10月7日（日）、8日（月・体育の日）無料観覧デー



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8月25日3 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。

10月に発売されるニューアルバムの参加メンバーと温かな音色と歌声をお届け。
即興性と音の隙間を生かした自由な雰囲気を、心ゆくまでお楽しみください！

佐々木蔵之介
溝端淳平平幹二朗

撮影：石川純

宣伝美術：マッチアンドカンパニー
撮影：笠井爾示

柴幸男 三浦康嗣 白神ももこ 坂本美雨

マリンバの音色と響き、多彩な魅力をお楽しみください。
 神谷百子（マリンバ）　西久保友広（マリンバ）　本島阿佐子（ソプラノ）　  ピアソラ：タンゴの歴史、

ジョン・スローワー：ラブ・ソングス  他　   2,800円　一般 3,000円

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）
演 劇

演 劇

10/16（火）
19:00 開演

音 楽 『おおはた雄一
LIVE at 世田谷パブリックシアター』

10/7（日） 15:00開演
成城ホール音 楽 室内楽シリーズ

神谷百子　マリンバ・ワンダーランド

●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/

 8/31（金）
一般  9/1（土）

発　売
開始日

 8/31（金）
一般  9/1（土）

発　売
開始日

ダンス

ダンス

ダンス

BATIK　『おたる鳥をよぶ準備』 

笠井叡×麿赤兒 『ハヤサスラヒメ』

カンパニーL’A.　ラシッド・ウランダン
『 万

ワールド・フェアー

国博覧会 』

11/15（木）～18（日）

11/29（木）～12/2（日）

10/26（金）19:30
10/27（土）15:00

未就学児童
入場不可

音  楽  事  業  部  主  催 

当劇場は、日本でも数少ない“創造型”の劇場で、世田谷パブリックシアター（大劇場）とシアタートラム（小劇場）という2つの劇場
だけでなく、舞台人が集まる稽古場や音響スタジオ、小道具や衣裳から舞台美術までをも作ることができる作業場と、演劇やダ
ンス作品をゼロから創造するための環境が整っています。今回、この劇場で脚本から創り上げた演劇作品『4 four』に、区民の皆
様をご招待。役者の息遣いが感じられる緊密さが魅力のシアタートラムで上演します。ぜひ、この機会に劇場にお越しください。

発売中

    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　※S席1階1～3列目は座イス席となります   ※25歳以下割引
は のみ取扱　 ぷれいす　☎5468-8113 

舞台は廃墟となった町工場。立場や役割が入れ替わりながら、
世代の異なる三人の男のやりとりが続く…。

▲10/13（土）以降、（土）
13:00/18:00、（日）13:00

▲11/2（金）以降、（月）（金）
19:00、（火）（土）14:00/
19:00、（水）（日）14:00

10/2627 2928 303111/1

13:00
14:00
19:00

休
演

未就学児童
入場不可

10/6（土） ～14（日）

10/26（金）～11/7（水） 

まつもと市民芸術館企画制作　『K.ファウスト』

二兎社　 『こんばんは、父さん』

 おおはた雄一（vocal&guitar）　芳垣安洋（drums）　伊賀航（bass）
  4,000円　一般 4,200円　※4歳以上有料、3歳以下は1名まで保護者膝上無料
ホットスタッフ・プロモーション  ☎5720-9999

未就学児童
入場不可

9/28（金）～10/14（日）演 劇 音楽劇 『ファンファーレ』 発売中

発売中

    黒田育世   BATIK  伊佐千明  植木美奈子  大江麻美子
梶本はるか　田中美沙子　寺西理恵　中津留絢香　西田弥生　矢嶋久美子

 A席 3,900円   一般 A席 4,000円   B席（3階） 3,000円
ハイウッド　☎3320-7217

    笠井叡　   麿赤兒  
 天使館　笠井禮示　寺崎礁　定方まこと　鯨井謙太

大駱駝艦　田村一行　塩谷智司　奥山ばらば　小田直哉 ／ 笠井瑞丈　他
 S席 4,300円  一般 S席 4,500円

A席（3階 整理番号付自由席） 3,000円
魁文舎　☎3275-0220

結成10周年を迎えるBATIK。主宰の黒田育世が「死ぬ準備」だと語る
本作は、同時に「生への賛歌」として観る者を揺さぶる壮絶さです。

※上演時間=約180分

異なる作風ながら、踊りに対する深い洞察と革新性という舞踏の精神を、
現代に引き継いで邁進する笠井叡と麿赤兒の初共演。

  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）  4,700円　一般 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　※4歳未満のお子様もお席が必要な場合は要チケット

2011年、アヴィニョン演劇祭で上演された本作。個人のアイデンティティと
ナショナリズムの関係に疑問を投じる衝撃と感動のパフォーマンスです。

街が歌い出す――演劇、音楽、ダンス…多彩な背景を持つスタッフ・
キャストが集結。このキャラバンが奏でる『ファンファーレ』をお楽しみに！

   ラシッド・ウランダン　   ジャン=バティスト・ジュリアン
（整理番号付自由席・日時指定）  3,000円　一般 3,200円　学生 3,000円
アンスティチュ・フランセ東京　☎5206-2500　※9/1以降、東京日仏学院より名称変更　

◎10/27（土）ポストトークあり 

9/2829 10/130 2 3 4

14:00
19:00
19:30

休
演

休
演

プレビュー公演
終演後ミニライブあり。
10/8（月・祝）も

世田谷区在住の方 ※応募は、おひとり1枚のみ ※未就学児童入場不可
往復ハガキの往信に、①希望日時②お名前（かな）③住所④電話番

号⑤年齢⑥世田谷パブリックシアターへのご来場の有無（回数も）
⑦申込希望人数（1名か2名）、返信に、お名前（「様」をお書き添えく
ださい）・住所をご記入の上、担当まで郵送。 8月31日必着
※結果は、9月上旬までにハガキにてお知らせいたします。
劇場／『4 four』区民招待担当　☎5432-1526

9月8日（土） 10:00～14:00　ワークショップルームA
世田谷で暮らす方々の中には、代々、住んでいる方だけでな
く、転勤などで移り住んだ方も多くいるでしょう。「移り住
むこと」は楽しいことばかりではなく、習慣の違いなどスト
レスがたまることも多いはず。そんな「移り住むこと」につ
いておしゃべりする会を開きます。ゲストは、世田谷に移り
住んで、スリランカカレーのお店を開くナレンドラさん。カ
レーをつくって、食べて、いろいろおしゃべりしませんか？
※特別なご用意はありませんが、お子様連れの方も歓迎です

 ナレンドラ・ケピティポラ
 すずきこーた（演劇デザインギルド）
先着15名程度　 1,000円（材料費込み）
劇場／「世田谷で暮らす」担当へ。ＨＰからも受付中！

11月5日（月） 19:00開演 
11月8日（木） 14:00開演 

募 

集 

要 

項

世田谷パブリックシアター
チケットセンター　☎5432-1515

10/6 7 98 101112

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

休
演

 9/4（火）
一般  9/5（水）

発　売
開始日

 9/22（土・祝）
一般  9/29（土）

発　売
開始日

11/29 12/130 2

19:30
15:00

ポストトークあり

未就学児童
入場不可

未就学児童
入場不可

11/151617

16:00
18:30

14:00

18

チケット発売日・料金など詳細は、P1もご覧ください

11/5 76 98 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 212223 24 25

13:00
14:00
18:00
19:00
ポストトークあり　　　白井晃　出演者

休
演

休
演

　　　　 『4 four』 11月5日（月）～25日（日）
 川村毅　  白井晃
 高橋一生  田山涼成  須賀貴匡  野間口徹  池田鉄洋　

公演情報

©Jacques Hoepffner

  永井愛　  佐々木蔵之介　溝端淳平　平幹二朗
  1・2階席 5,300円　一般 1・2階席 5,500円

3階席 3,000円　学生（3階席のみ） 2,000円（TEL、店
頭のみ取扱）
二兎社　☎3991-8872  

一般  9/1（土）
アーツカード
先行はございません発　売

開始日

◀10/5（金）以降、（月）14:00、（火）休演、（水）
（金）19:30、（木）14:00/19:30、（土）（日）
14:00/19:00但し10/14（日）は14:00のみ

『世田谷で暮らす―移り住むこと、移り住むひと』
～世田谷のこえ　アーカイブプロジェクト～

 シアタートラム

抽選各日25名
（ご応募はどちらか）

昨年好評を博した、『アナリーゼ（楽曲分析）ワーク
ショップ』の第2弾！ 今回はモーツァルトの「きら
きら星変奏曲」を題材に、手で 目で 耳で、アナリー
ゼを体験します。 自分だけの“きらきら星”を見つ
けよう！
田村緑　 親子（子どもは小学４～６年生）
申込先着15組30名　 １組3,000円（材料費込）
メールまたはFAX（P4記入方法参照、学年を明記）

で音楽事業部へ

10月28日（日） 14:00～16:30　三茶しゃれなあどオリオン

モーツァルトを大解剖
★きらきら星をアナリーゼ

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～ 10月21日（日） 18:00開演

世田谷パブリックシアター
NHK Eテレ「にほんごであそぼ」で大
人気のおおたか静流が無国籍バンド
Flying Zooで登場！
 おおたか静流（ヴォーカル）

秋岡欧（バンドリン）　佐藤芳明（アコーディオン）
こぐれみわぞう（チンドン）　太田惠資（ヴァイオリン）
  2,800円  一般 3,000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

おおたか静
し ず る

流と
Flying Zoo

ご招待日時

9月12日（水） 19:00開演
世田谷パブリックシアター
世田谷でしか味わえない『現代音楽×狂言』の世
界をお楽しみください。
 アルディッティ弦楽四重奏団　他
 ジョン・ケージ：4部の弦楽四重奏曲　他
  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　 

ジョン･ケージ生誕100年記念プロジェクト 世田谷アートタウン2012関連企画

おおたか静流

〒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　☎5432-1535 （月～金：10:00～18:00）
5432-1536　 info@setagayamusic-pd.com　 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

8 9
25 26 27 28 29 30 31 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 29 308/25 ～ 9/302012

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

英国王のスピーチ』『英国王のスピ チ』
デヴィッド・サイドラーデヴ ッド サイドラ 　 鈴木裕美　　　　　倉持裕鈴木裕美 　　 　 持裕

サンライズプロモーション東京 ンラ ズプロモ ショ 東京 ☎0570-00-33370 0-3 37
上演台本原作

音楽事業部主催事業　ジョン・ケージ生誕100 年記念プロジェクト音楽 業部主催事業 ジョ ケー 生誕 00 年 念プ ジェク
『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～』『アル ィッテ 弦楽 重奏 ＋野村萬斎／ 川賢 ～ケージの中 日本
 世田谷パブリックシアターチケットセンター 世田谷 ブリ クシアターチケ トセ ター

木皿泉脚本×内藤裕敬演出 『すうねるところ』木皿泉 本 内藤裕敬演出 すう るところ』
 サンライズプロモーション東京サン イズプロモーシ ン東京 ☎☎0570-00-3337057 00 337

インドネシア×日本　国際共同制作公演『To Belongーdialogueー』 音楽劇
『ファンファーレ』

～10/14まで

河思潮社　『浮標（ぶい）』
作三好十郎　　　　　 長塚圭史
ゴーチ・ブラザーズ  ☎6809-7125

ホチキス『クライシス百万馬力』
作　　 米山和仁
ホチキス　☎090-5452-9890 office A/LB  ☎090-8855-6829

北村明子振付構成

『４four』
世田谷区民ご招待

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

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。）

９月１０日（月）募集開始
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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「あきま
つり」と題したセミナーやワークショップ、
ブース出店を行う複合イベントです。 　   
※詳細HP参照
入場無料（ただし一部のセミナー・ワーク

ショップは有料）
　　　       　　　  ※すべて生活工房4Ｆ
 「フード・ウェブとカニバリズム」
11:00～12:00
石倉敏明（人類学者・神話学者）
 ドキュメンタリー映画

「ごくろう様にごあります～福島の御田植
え祭で米と祈りを考える会。」 上映＋解説
13:00～14:30
瀬戸山玄（ドキュメンタリスト）
 「エネルゴロジーと地域社会」
15:00～17:00
中沢新一（人類学者・思想家）、中島岳志

（北海道大学准教授）
各回当日先着60名   無料、 1,000

円　  不要、直接会場へ、 メール（欄
外記入方法参照）か電話で生活工房へ

身の文化や暮らしを見つめるテーマもあり
ます。留学生が見た日本、世田谷はどんな所
なのでしょう？　ぜひ留学生の声を聞きに
きてください。　　　　　　　　　 無料
　
❶ 留学生の国の家庭料理をつくろう
～インド・パンジャブ編
9月28日（金） 11:00～15:00   生活工房4Ｆ
留学生の出身地、インド・パンジャブ地方
の家庭料理を、留学生と一緒につくり、その
国の生活文化を学びます。
アシュワニ・クマール（インド）　 20歳

以上　 抽選20名　 1,000円　 往復ハ
ガキかメール（欄外記入方法参照、年齢も明
記）で生活工房へ　 9月18日必着
❷ 研究発表会＆交流会
9月29日（土）・30日（日） 13:00～16:00　
生活工房4Ｆ
インド・チリ・中国・フランス・ルーマニア
からの留学生が、専門分野についての研究
発表を行い、留学生の国のお茶とお菓子で
交流会も行います。
無料　 不要、直接会場へ

2日間で延べ150組を超えるアーティスト
が集まる地域密着型アートイベント「世田谷
アートフリマ」。その内容もますます充実―
―3階では当日参加可能なワークショップ
を開催、ワークショップ講師の作品も販売
します。メイン会場となる4～5階を埋め尽
くすアーティスト・ブースでは、手づくり
の工芸品やアクセサリー、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。お気
に入りのアー
ト作品を見つ
けにキャロッ
トタワーへ遊
びにきてくだ
さい！
※出展者募集は終了しています
［詳細］ http://artfleama.net/　 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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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
開催中～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」に
よるイラスト、
切り絵、テキス
タイル・コラー
ジュといった作
品を展示します。
来場したら笑い
ジワがふえるか
も！？
無料

JAPONDER 9 
～留学生ってどんな勉強しているの？～
9月14日（金）～10月7日（日） 9:00～20:00
（最終日は17:00まで）  3Ｆ生活工房ギャラリー
日本に暮らす留学生たちが、日本で何を学
んでいるか、パネル展示や発表会で紹介し
ます。今年も、デザイン、情報工学、建築、
文学など、多岐に渡る分野を取り上げ、
「樋口一葉の和歌の近代性」「築地市場の再
考」など、留学生の研究を通して、私たち自

関 連 企 画

関連セミナー

知の航海2012　Vol.３
くくのちあきまつり

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
       キャロットタワーで遊ぶ２日間 ！ ！

9月22日（土・祝）・23日（日） 11:00～18:00
生活工房3～5Ｆ 

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～9/8（土）  双子の水の塔

 9/9日（日）～10/6（土）  グラスペイント展  煌 2012

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

※希望エリアを必ず明記
［出店料］①②1,000円／抽選①50店舗②30店舗
9月17日（必着）　 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　※複数申込可。手持ち出店。連名での申込不可

区民スポーツまつり

種　目 日時／会場 料金／定員（抽選）／対象

①はじめよう
スイミング

※  のみ対象外
 

 大蔵A 9月27日～12月13日　毎週木曜 12:00～14:00（全10回）　
※11月22日、29日を除く　総合運動場温水プール
 大蔵B 9月28日～12月21日　毎週金曜 14:00～16:00（全10回）　

※11月16日、23日、30日を除く　総合運動場温水プール
 千歳 9月28日～12月21日　毎週金曜 10:00～12:00（全12回）　千歳温水プール
 烏山 10月9日～12月18日　毎週火曜 10:00～12:00（全11回）　烏山中学校温水プール
 梅丘 10月3日～12月12日　毎週水曜 10:00～12:00（全11回）　梅丘中学校温水プール

  9,000円
 10,800円
  9,900円／
 60名、   50名
  40名／18歳以上
水泳初心者・初級者

②ジュニア水泳教室
 9月25日～11月13日　毎週火曜 16:15～17:45（全8回）  千歳温水プール 4,000円／50名／

小学生
③子ども空手
（山野小コース）

9月27日～10月11日　毎週木曜　 16:30～17:00　 18:00～19:00（全3回）　
山野小学校多目的室

900円／ 15名 14名／
 幼児  小学1～3年生　

④子ども空手
（松沢小コース）

9月25日～10月16日　毎週火曜　 18:00～18:30　 18:30～19:30（全4回）
松沢小学校体育館　

1,200円／各15名／
 幼児  小学1～3年生　

⑤子ども空手
（尾山台小コース）

9月25日～10月23日　毎週火曜 18:30～20:00（全5回）
尾山台小学校体育館　

1,500円／20名／
小学1～6年生

⑥ 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10月３日（水） 9:30～　●トレーニング10月10日～2013年3月6日
毎週水曜 9:30～11:30（全20回）　総合運動場体育館トレーニングルーム 他

20,000円／20名／医師に
運動制限をされていない60
歳以上の方

⑦ 40歳からの脂肪
燃焼講座

10月6日～11月10日　毎週土曜 9:30～11:30（全5回）　※11月3日を除く
千歳温水プール体育室 他

2,000円／20名／
40～50代

⑧バドミントン 10月20日～11月24日　毎週土曜 19:00～20:30（全5回）　※11月3日を除く
駒沢中学校体育館

2,500円／30名／
高校生以上

⑨社交ダンス 9月１日～12月8日　毎週土曜 19:00～20:30   ※9月22日、10月27日、11月3日を除く
太子堂中学校体育館　※当日受付・1回からの参加可

200円／1回
（中学生以下100円）

夫婦大会　10:00～15:30　 抽選32組
9月10日（必着）　 往復ハガキで①住所②氏名

③年齢④性別⑤電話番号⑥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

■チャレンジテニス

敬老の日イベント お孫さんとご一緒に！
「足測定と転倒予防運動講座」
9月17日（月・祝） 9:30～12:00
千歳温水プール集会室
［内容］足測定と測定結果解説、転倒予防運動
60歳以上の方とそのご家族（お一人での参加可）　
抽選20組　 無料　 ハガキまたはFAXで千歳

温水プール管理事務所へ（〒156-0055船橋7-9-1
☎3789-3911 3789-3912）　 8月31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　10月9日～30日　
　毎週火曜（全4回）
②コース型フィットネス教室　
　はじめての気功、太極拳　ゴルファー ’sトレーニング　他
※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

①大蔵第二運動場管理事務所（大蔵4-7-1 ☎3416
-1212 3416-1777）へ②はトレーニングルーム
（☎3749-2223）へ　※いずれも先着

大蔵・千歳コース型フィットネス教室
10月～12月
親子体操・ヨガ・ピラティス等を行う3カ月間の運動
教室です。一部託児サービスあり。
※詳細はスポーツ振興財団ホームページまたは各施設
にお問い合わせください
①総合運動場
定員はプログラムにより異なります　 8,100円～
先着順　

※託児サービス希望者は9月10日必着
②千歳温水プール
定員はプログラムにより異なります　 5,600円～
8月31日必着　
①②ハガキまたは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 3417-1734）　②千歳温水プール管理事務
所（〒156-0055船橋7-9-1☎3789-3911 3789-
3912）

種　目 日　程 会　場 参加費
軟式野球 9月5日（水）～2013年2月24日（日）（全5日間） 砧総合支所区民集会所、二子玉川緑地運動場 　　  無 料
卓球 9月22日（土・祝） 池尻小学校第2体育館 　　3,000円
健康体操 10月～ 区立施設 　　9,000円
ソフトテニス 2013年1月13日（日）～2月10日（日）（全3日間） 総合運動場テニスコート 　　1,500円
ショートテニス 2013年1月14日（月・祝） 総合運動場体育館 　　1,500円

スポ・レクネット「種目別指導者」へ登録するための専門講習会を以下のとおり
実施します。登録を希望されない方も指導者研修会としてご参加いただけます。
※内容の詳細はスポーツ振興財団のホームページまたは電話でご確認ください

各種スポーツ教室　

■ フリーマーケット出店者募集
①総合運動場エリア（駐車場なし）
②大蔵第二運動場芝生広場エリア（駐車場あり）

※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

①②9月10日③④⑤9月9日⑥9月14日⑦9月17日⑧9月30日⑨事前申込不要、直接会場へ

※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大 会

第62回区民体育大会　※種目の詳細はホームページをご確認ください

平成24年度 
スポ・レクネット専門講習会

教室・イベント

アーチェリー大会
9月2日（日） 9:00～　総合運動場　 600円（中学生以下300円）　 当日会場へ　
区アーチェリー協会・友寄　☎3708-8426

ボウリング大会（個人戦）
9月9日（日） 9:00～　オークラランド　 200円（中学生以下100円）　 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
8月31日（必着）

クレー射撃大会
9月16日（日） 9:00～　栃木県古峰ヶ原射撃場　 区内在住・在勤者　 6,000円（参
加費、射場使用料含む、撃返しは各自負担）　 詳しくは連盟ホームページ（ http://
www.setagaya-clay.jp/）をご覧いただくか、区クレー射撃連盟・河村（☎090-3068-
8990）へ　※当日朝、三軒茶屋より大型バスの送迎あり

空手道大会
9月23日（日） 9:30～　総合運動場　 1種目につき一般・少年（高校生）／1,000円、小・
中学生・幼児／500円、団体戦／1,500円　出場申込受付および審判講習会　9月9日（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　 区空手道連盟・小池　☎3484-8323

バレーボール大会
9月23日（日）～10月21日（日） 9:00～　総合運動場ほか　 3,000円／チーム（小学生
1,500円）　 問い合わせの上、郵送された所定の申込用紙にて　 ①一般男女、高校女
子9月7日②小学生男女10月13日（いずれも必着）　 バレーボール連盟・広谷　☎090-
1058-4857

ラグビー大会
10月7日（日）～2013年3月10日（日）13:00～　二子玉川緑地運動場ラグビー場　
5,000円　 電話で区ラグビー協会・塩野（〒157-0071千歳台3-13-2　☎3484-

1561）へ　 9月5日（必着）
なぎなた大会

10月21日（日） 8:30～　代田小学校　 1種目500円　 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　☎・ 5490-0640）へ　 9月20日（必着）

柔  道  大  会
11月18日（日） 9:00～　国士舘大学体育武道館柔道場　 社会人1,000円、高校生・大
学生700円、中学生以下500円　 所定の申込書で区柔道会・笠間（〒154-0023若林
4-33-1　☎5481-3300）へ　 9月29日（必着）

アクアフィットネス教室再開！
［大蔵］9月3日～、［千歳］9月19日～

世田谷区制80周年第48回

総合運動場、大蔵第ニ運動場

中沢新一

〒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

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（欄外記入方法に加えて、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

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/

※水泳とバドミントンも予定しております。詳細は決まり次第ホームページに掲載します。

10 月14 日
日


