
発売中

せたがやジュニアオーケストラ
夏のコンサート

［指揮］ 海鋒正毅（東京クラリネットフィルハーモニー指揮者／群馬大学名誉教授）
　［演奏］ せたがやジュニアオーケストラ　［司会］ 宴堂裕子

ショスタコーヴィチ：祝典序曲　シューベルト：交響曲「未完成」より　第1楽章
　L.モーツァルト：おもちゃの交響曲　ボロディン：ダッタン人の踊り

全席指定 500円　※未就学児入場可。ひざ上の場合は無料

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515　※チケット購入の詳細はP7をご覧ください 　 音楽事業部　☎5432-1535

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）による夏休み恒例のコンサートです。
SJOも今年で6年目。メンバーの気迫あふれる演奏にどうぞご期待ください。
オーケストラの中に座って演奏が聴ける『スペシャルシート』や、終演後にオーケストラの
楽器に触れる『楽器体験コーナー』など、人気の企画も楽しめます。

8月1日 14:00開演
世田谷区民会館土

公演詳細・演劇を体験できるワークショップのご紹介はP6へ→

ドキドキ☆スペシャルシート
ステージ上で演奏を聴こう ! お申込みは当日会場で。抽選あたるかな ?

わくわく♪楽器体験コーナー
コンサートの後は、楽器を見て・触れて・演奏してみよう !

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/

☎ 3417－2811
☎ 5432－1501発行

編集 チケットセンター前売情報 P7世田谷パブリックシアター

2015年6月25日
Vol. 170

毎月25日発行
106030

月

毎月25日発行

世田谷パブリックシアター

世田谷区スポーツ振興財団

・・・・・・・・・・・・・・P5

・・・P6

・・P8

世田谷文学館

世田谷美術館

生活工房

音楽事業部

・P2

・P3

・・・・・P4

 

次回（7月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます

スズキ拓朗 片桐はいり

おどるマンガ

 『鳥
ちょう

獣
じゅう
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が
』

日野皓正　Dream Jazz Band

日野皓正 presents
“Jazz for Kids”

渡辺満里奈 宮本笑里 AMEMIYA ちょりママ

SMAキッズプロジェクト
ファミリーフェスタ2015

仲村トオル ROLLY 小林顕作

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
『お話の森』

撮影:福井理文
撮影:牧野智晃

プロジェクト 2015
夏休み期間に実施する、子どもの豊かな感性や創造力を
育むことをめざす総合プロジェクトです。世田谷区共催。集画み 号特企休夏 遊びと学びの子ども
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■古書
個性豊かな店主たちがセレクトした本のほか、展示室内に再現された
幻の古書店「三

さん

歩
ぽ

屋
や

」も出張販売します。
■雑貨
雑貨や紙もの、暮らしの道具。懐かしくて不思議なモノと出会えます。
■フード
コーヒー、カレー、お菓子などの美味しいお店
を選りすぐり。
■ワークショップ　
オリジナルアクセサリーづくりなどのミニワー
クショップをご家族で楽しめます。

小・中学生は土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。
●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
●宮本三郎記念美術館　●清川泰次記念ギャラリー

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

ムットーニ オリジナル・マッチ（お話カード付き）21種類
予価800円 限定120個

■三歩屋
晩年の植草甚一が4万冊を超える蔵書を元に
して、下北沢に開くことを夢想していた古書店

「三歩屋」。この幻の店のイメージを展示室内
に再現し、植草甚一が書中で取り上げた本の
数々を紹介しています。
※観覧には展覧会チケットが必要

「ムットーニのからくり劇場」でおなじみのムットーニさんほか、当館に
ご協力いただいてきた作家・アーティストたちの出品も多数あります。
ゲスト店主の来場も予定しています。
出品予定：ムットーニ、名久井直子、クラフト・エヴィング商會、マブゼ
共和国（北杜夫主席）、谷川俊太郎、中川李枝子、吉増剛造、矢吹申彦、
萩原朔美、鈴木芳雄、吉本ばなな、角田光代、今日マチ子 他
詳しい出店・出品情報を下記で随時ご紹介します。

http://setabun-market.tumblr.com/

海外の同時代の文化を、独自の視点と文体で紹介した植草甚一（1908～
1979）のスクラップ・ブックやノート、日記、コラージュなどを通じ、そ
の独創的な生き方に迫る展覧会。終了間近。お見逃しなく！

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／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

独特のタッチの絵と心温まるストーリーで
知られる絵本作家・宮西達也（1956～）。

「ティラノサウルス」や「ウルトラマン」シ
リーズの代表作を中心に原画やラフスケッ
チ、初期作品などの資料をご紹介します。

■ライブペインティング & 
ギャラリートーク
7月25日（土） 14:00～15:30   文学サロン 他
作家と一緒に「ワンダーランド」な展覧会場
を巡ることができる貴重な機会です。

宮西達也（絵本作家）　 抽選50名　 無

■部門・字数の制限
①短歌②俳句③川柳＝ハガキの裏面に3首

（句）連記④詩＝400字詰原稿用紙3枚以内
⑤随筆＝400字詰原稿用紙15枚以内
※各部門1人1点。日本語で書かれた未発表
のオリジナル作品に限る
※作品はすべて黒色のペン、またはパソコン
で楷書・縦書き
※詩・随筆部門は、作品本編にページ数を記
入。タイトルをつけ、クリップ留め。パソコン
原稿の場合は無地A4用紙を横置きにして20
×20字で片面印刷。パソコン使用の場合も縦
書きで、400字詰換算枚数も明記
■応募資格
世田谷区または群馬県川場村在住・在勤・
在学者と、世田谷文学館友の会会員（区外在

料（入場に展覧会チケットが必要）　 7月
11日（必着）
■家族で聴こう！ 絵本の読み聞かせ
7月26日（日） 14:00～15:30　祖師谷まち
づくりセンター　区民集会所第1会議室
ウルトラマン商店街に宮西さんが帰ってき
た！ドキドキ、ワクワクする絵本の読み聞
かせとトークをお楽しみください。

宮西達也　 抽選100名　 無料　 7
月12日（必着）　［協力］ウルトラマン商店街
■宮西達也ワンダーワークショップ
①「みんなで描こう、ティラノサウルス」　
7月31日（金） 10:30～15:30　文学サロン
紙をつなげて、みんなでとびきり大きな
ティラノサウルスを描きます。

宮西達也　 抽選30名　 小学生　 無
料　 7月17日（必着）
②「好きなキャラクターを描こう」　
8月1日（土） 14:00～16:30　文学サロン 他
展示室でお気に入りのキャラクターを写生
し、作家と一緒に寄せ描きパネルを完成さ
せます。

宮西達也　 抽選30名　 小学生　 無
料　 7月18日（必着）

メール miyanishievents@gmail.com
（P4記入方法参照、年齢も明記、連名可、1
イベントにつき1通）で件名タイトルにイベ
ント名を記載して当館へ

住の方も可）
■応募方法
9月1日～11日（必着）までに別紙（短歌・俳
句・川柳部門はハガキの表面）に①応募部門
②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤職業（区内
在勤・在学者は会社・学校名と所在地）
⑥電話番号⑦友の会会員の方は会員番号
⑧お持ちの方はFAX番号・メールアドレス
を明記し､当館「世田谷文学賞」係へ郵送また
は持参。
※応募作品の訂正、差し替え、返却不可。入賞
作品の複製権（第一出版権）は主催者に帰属
■入賞者発表
本紙12月25日号に掲載。入賞者には11月
末までに直接通知。上位入賞作品は2016年
3月発行予定の当館20周年記念誌に掲載。

一 般200（160）円 ／ 高 校・ 大 学 生150
（120）円／65歳以上、小・中学生100（80）
円　※（　）内は20名以上の団体料金 　※障
害者割引あり　※企画展チケットで観覧できます

（企画展開催中のみ）

■ワークショップ　
「世田谷ロケットⅡ」　8月8日（土）
14:00～16:00　桜丘区民センター

大嶋龍男（JAXA宇宙教育センター特任
担当役）　 抽選20組（保護者同伴可）

無料　 小学生　 往復ハガキ（P4記入
方法参照、年齢も明記、連名可）で当館へ

7月25日（必着）

世田谷文学賞　作品募集！

企画展「植草甚一スクラップ・ブック」にちなんだ2日間限定のマーケットがオープン！
散歩と買い物が代名詞ともいえる植草甚一は、誰もが見過ごしてしまうような何でもないものでも、とても
魅力的に語った人でした。そんな“J・Jおじさん”こと植草流の買い物とブラブラ歩きを体験できる“蚤

のみ

の市
いち

”です。

関 連 企 画
 特 別 出 品

文学サロン

関 連 企 画

入場無料　 不要　※両日とも各店舗は売り切れ次第終了　　［ディレクション］TOKYO PISTOL + book pick orchestra

開館20周年企画

6月27日（土） 10:00～20:00
     28日（日） 10:00～18:00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
特集・戦後70年と作家たち
開催中～9月27日（日）　1階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次　回　企　画　展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

宮西達也ワンダーランド展
ヘンテコリンな絵本の仲間たち
7月25日（土）～9月23日（水・祝）  2階展示室

開館20周年記念
植草甚一スクラップ・ブック
開催中～7月5日（日）　

20祭
にじゅっさい

『にゃーご』1988年　Ⓒ宮西達也

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　開催中～7月5日（日）  
　　　　  開館20周年記念　植草甚一スクラップ・ブック
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500円　小・中学生300円→250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

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合せください。

〒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（月曜日が祝・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

会員割引対象

6月27日（土）は開館延長し、企画展・コレクション展ともに20:00までご観覧いただけます（入館は19:30まで）。

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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■講演会
記念講演会Ⅰ「1950年
代の日本人画家たち－
金山康喜を中心に」
7月25日（土） 14:00〜
15:30（開場13:30）  講堂

橋秀文（神奈川県立近
代美術館企画課長兼普
及 課 長）　 先 着150名　

無料　 当日10:00からエントランス
ホールにて整理券を配布　※手話通訳付き

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

　

8月18日（火）〜23日（日） 13:00〜17:00
（受付16:30まで）
写真を撮ったり、絵を描いたりして、雑誌の
表紙づくりに挑戦してみませんか。

難波達巳（写真家）　 どなたでも
1回100円　 事前申込不要、会期中随時

受付

往復ハガキかメール（P4記入方法参照）
で宮本三郎記念美術館「イベント」係へ。ま
たは直接、ご来館（17:30まで）ください。
※1イベントにつき1通、2名まで
※詳細はHPをご覧ください

■7月のギャラリートーク
7月11日（土） 14:00〜（30分程度）
テーマ：「宮本三郎と安井曾太郎」

当館学芸員　 無料（要入館料）　 不要

7月26日（日） 10:30〜16:00（開場10:15）
宮本三郎の素描作品の実物を見て模写に取り
組みます。手を動かしながら宮本三郎の思考
と制作のプロセスを辿ってみませんか。

林晃司（画家）　 中学生以上
申込先着16名　 2,500円（画材費込）

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

開催中〜6/28
環境ポスターコンクール作品展 じゆうに 12　作品展
第4回 世田美24期アート展 雅燦会作品展

6/30〜7/5 佐藤マリ子 油絵 個展
'15 陶響展 〜彩りの土の舞〜　
モロニ展 12

7/7〜12 孫 家珮油絵展 sisters exhibition（武山まどか展＋相模なつき展）

7/14〜19 雅のなかまたち展（Aグループ）
雅のなかまたち展（Bグループ）　
子供のアトリエくれぱす作品展

7/20〜26
※21日は休館日

子どもの造形リトピカ作品展　※22日から公開
JADIF　第3回 公募作品選抜展

世田美大22期展

世田谷美術館 区民ギャラリー

［開館時間］10:00〜18:00（入館は17:30まで）  ［休館日］毎週月曜日（ただし7月20日は開館、
21日は休館）　 一般200（160）円／高校・大学生150（120）円／65歳以上、小･中学生100（80）円
※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害者割引あり

※公開は初日の午後から、最終日は16:00頃終了（ただし、主催者により公開時間は異なります）。お問合せは当館総務課まで

展覧会関連企画

世 田 谷  美  術  館  分  館

一般1,200（1,000）円／65歳以上1,000（800）円／高校・大学生800
（600）円／小・中学生500（300）円　※（　）内は20名以上の団体料金 　

※障害者割引あり　※リピータ－割引（会期中）：本展有料チケット半券のご提示で2
回目以降の観覧料が団体料金になります

新しい日本画を目指し、常に様々な挑戦をし続けた天才画家・速
はや
水
み
御
ぎょ
舟
しゅう

（1894-1935）の作品に、同時代の画家や、御舟一門の作家などの作品も
加え、御舟芸術がいかにして誕生したかを検証します。

■100円ワークショップ「表装の美」
会期中の毎週土曜日 13:00〜15:00（随時受付）　地下１階創作室
作品を美しく引き立てるミニ掛け軸を作ってみませんか。お好みのポストカード
（ハガキサイズ）を入れることができます。� どなたでも　 1回100円

関 連 企 画

実技講座
「模写でさぐる、宮本三郎の絵のひみつ！」

夏のオープンワークショップ2015
「写真を使って自分だけの　

雑誌の表紙を作ろう！」　

清川泰次 イン・シカゴ
開催中〜7月26日（日）

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〜6/28 〜成城さんぽしませんか　紙風船に乗って〜
6/30〜7/5 小さなアーティスト達の美術館　※1日10:00から公開
7/7〜12 1616会グループ展
7/14〜19 八木則子作品展　※15日10:00から公開
7/20〜26 成城・砧、日々・時々　※21日は休館日

※ 初日は午後から、最終日は16:00頃終了（ただし、主催者
により公開時間は異なります）

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

ユーモア溢れる造形が特徴の渡辺豊重。の
びやかで踊るような文字の装丁で知られる
平野甲賀。二人の版画作品の魅力を紹介。小
コーナーでは宮本三郎「大番」の挿絵を展示。

一 般200（160）円 ／ 高 校・ 大 学 生150
（120）円／65歳以上、小・中学生100（80）
円　※（　）内は20名以上の団体料金 　※障害
者割引あり　※企画展チケットでご覧いただけます

青木ゆり（ピアノ）
［曲目］ベートーヴェン／6つのバガテル 作品
126 他

抽選200名　 無料　 往復ハガキ（P4
記入方法参照、2名まで連名可）で当館へ　

6月29日（消印有効）　
※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

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　みちのくを歩く
開催中〜7月26日（日）

展覧会

速水御舟《菊花図》1921年■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

速水御舟とその周辺
―大正期日本画の俊英たち

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

宮本三郎の美術史教室
開催中〜7月26日（日）

速水御舟《昆虫二題（粧蛾舞戯）》1926年

1階展示室開催中～7月5日 日

◆100円ワークショップ「名画マグネット」　7月18日（土）・25日（土）、9月5日（土）
13:00〜15:00および8月中の毎週金・土曜日 14:00〜16:00　地下1階創作室
あなたの描いた絵がまるでミュージアムグッズのような素敵なマグネットになります。

どなたでも　 1回100円　参加方法：時間中随時受付
◆こども美術大学　油絵具で静物画に挑戦！ 8月4日（火）〜6日（木）全3日間
10:30〜16:30　地下1階創作室

小学4年〜中学生　 抽選20名　 3,000円（展覧会観覧料含む）　 当館HPプログラム
＆イベント申し込みフォームより　 7月20日（月・祝）
◆こども映画ワークショップ　8月11日（火）〜13日（木）全3日間 10:30〜16:30
上映会8月23日（日）　地下1階創作室 他
シナリオ、演出、カメラ、芝居、すべて子どもたちによる映画作りのワークショップ。

小学4年〜中学生　 抽選20名　 3,000円（DVD込）　 当館HPプログラム＆イベント
申し込みフォームより　 7月20日（月・祝）
◆ナイトツアー2015　8月29日（土） 18:30〜20:00　当館（バックヤード含む）
夜の美術館はヒミツがいっぱい！閉館後の美術館を探索し、ナゾを解き明かせ！

小学4年〜中学生　 抽選50名　 500円（展覧会観覧料含む）　 当館HPプログラム＆
イベント申し込みフォームより　 7月20日（月・祝）

夏休み子どもワークショップ 2015

一般1,000（800）円／65歳以上800（600）
円／高校・大学生800（600）円／小・中学
生500（300）円　※（  ）内は20名以上の団体料金 

　※障害者割引あり　※リピータ－割引（会期
中）：本展有料チケット半券のご提示で2回目以降の
観覧料が団体料金になります。

関 連 企 画

〈それぞれのふたり〉シリーズ
渡辺豊重と平野甲賀

開催中〜7月20日（月・祝）　2階展示室

■ ■ ■ ■  ミュージアム コレクション ■ ■ ■ ■
プロムナード・コンサート

青木ゆり　ピアノ・リサイタル
7月19日（日） 14:00〜（開場13:30）　講堂

金山康喜
《静物O［鏡の前の静物］》

1956年
　富山県立近代美術館蔵

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  次　回　企　画　展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

金山康喜のパリ
―1950年代の日本人画家たち

7月18日（土）〜9月6日（日）　1階展示室

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜7月5日（日）
　　　　  速水御舟とその周辺  ―大正期日本画の俊英たち
一般1,200円→1,100円　65歳以上1,000円→900円　高校・大学生800円→700円　小・中学生500円
→400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

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合せください。

〒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/
［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7月20日は開館、21日は休館）世田谷美術館 Art

会員割引対象遊びと学びの子どもプロジェクト2015事業

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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3夏のぐるぐるアニメーション 
   in NHK技研！
8月3日（月）・4日（火） 10:00～17:00　各1日完結

［会場・共催］NHK放送技術研究所（砧1-10-11）
1枚1枚絵を描いてコマ撮りをつくり、NHK放送技術研究所の
本格的なスタジオで番組収録も行います。番組が完成したら、保
護者を招いての上映会も行います。

小柳貴衛（東京工芸大学アニメーション学科 助教）
小学3年～中学生　 各日抽選20名　 各日500円
7月17日（必着）

5おはなしいっぱい
8月19日（水） 11:30～15:00、
20日（木）・21日（金） 11:00～15:00
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、すばなしや手遊びなど、様々なプログ
ラムを上演します。3日間で計18グループが出演。
午前は幼児向け、午後は小学生向けの内容です。
※プログラムの詳細はHP参照　［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、直接会場へ

夏休み、キャンプの夜。
眠い目をこすって起き
たぼくの目の前に現れ
たのは、数えきれない
星たちだった。子ども
が初めてふれる宇宙
の本としてつくられた

「ぼくはうちゅうじん」
の原画とラフスケッチ
を展示します。はたこ
うしろうさんの描く宇
宙を、ぜひご家族でお
楽しみください。 　 無料

「市民活動支援コーナー」登録団体の活動を
パネルや制作した作品などで紹介する展覧
会です。団体それぞれの個性豊かな発表をお
楽しみください。

［主催］市民活動支援コーナー 無料

かつての町並みや
暮らしぶりが記録さ
れた映像（8ミリフィ
ルム）を、地域の公
共財として公開・活
用していくアーカイ
ブ・プロジェクトを行います。フィルムをお
持ちの方は、ぜひご提供ください。選別・デ
ジタル化された映像は、DVDにして提供者
に無料でお渡しします。　※募集定数に達し次
第、受付終了／詳細は生活工房HP参照

［企画制作］remo［NPO法人記録と表現とメ
ディアのための組織］　 電話かメール（欄外
記入方法参照）で生活工房へ

その時にしかとれない材料で作るものもあれ
ば、一年中とれる材料で作るものもある。日
本と世界のさまざまな「ものづくりの時」を、
映像で見ていきます。

［上映作品］「からむしと麻」「竹縄のさと」（民
族文化映像研究所）、「アヴァール人の絨毯」

「ティティカカ湖のあし舟づくり」（国立民族
学博物館）など6作品　※詳細HP参照　 当日
先着50名　 無料　 不要、直接会場へ

空間映像と模型、プロジェクションマッピン
グの手法で、自然の営みと人との関わりにつ
いて紹介します。約5分間の映像を繰り返し

上映します。
無料　 不要、直接会場へ

日曜日の朝を楽
しむワークショッ
プ。今 回 は 近 年
注目を集める「ク
ラフトビール」と、
ビ ールとも相 性
ばっちりな「ソー
セージ」をテーマ
に、レクチャーや試飲・試食を通じてそれぞ
れの美味しさや魅力を学びます。

クラフトビール：真田了仙（LUSH LIFE）、
ソーセージ：齋藤裕司（ファインシュメッカー 
サイトウ）　 20歳以上で2回とも参加でき
る方　 抽選30名　 3,000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　 8月10日（必着）

穴アーカイブ
8ミリフィルムを探しています。

【募集期間】 募集中～8月15日（土）

■ ■ ■ ■ ■ ■  次　 回　 企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  企　 画　 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
市民活動支援コーナーの日々展

2015
6月26日（金）～7月12日（日） 9:00～20:00

3F生活工房ギャラリー 　会期中無休

はたこうしろう絵本原画展
「ぼくはうちゅうじん」

7月18日（土）～8月21日（金） 9:00～20:00
3F生活工房ギャラリー　会期中無休

時のドキュメンタリー上映会 vol.3
「ものづくりの時」
7月4日（土） 14:00～17:30頃

※休憩あり、途中入退場自由　生活工房4Ｆ
ＳＵＮＤＡＹ ＭＯＲＮＩＮＧ ＷＯＲＫＳＨＯＰ ＃1

クラフトビールとソーセージの
ワークショップ

8月30日（日）・9月6日（日） 10:00～13:00
※2回完結　生活工房4F

214歳のワンピース
【制作】7月24日（金）～26日（日） 10:00～17:00
【撮影会】8月25日（火） 13:00～17:00

※4日間完結、初日は参加必須
14歳の心と体を記録するワンピースをつくります。日々
の思いや言葉をアイデアに、布の模様をデザインしてプ
リントします。布は専門の工場でワンピースに仕立て、
後日、記念撮影会も行います。

spoken words project 飛田正浩　 中学2年生女子
抽選15名　 4,000円　 7月10日（必着）

夏の子どもワークショップ2015
デザイン、アートと環境、映像の科学の視点から、
暮らしのふしぎを探求する夏休み企画 ！！

［会場］ 3以外すべて生活工房4F

日本で1年間に消費されている傘の本数は約1億
2,000万本といわれています。壊れたら不用品とし
て捨てられてしまう傘を「材料」にして、楽しく生ま
れ変わらせる2つのワークショップです。

❶CASAのブンカイ術　7月20日（月・祝）
午前の回 10:30～11:30／午後の回 13:30～14:30　※各回完結
不用になった傘を分解して、その仕組みを調べてみよう。分解した傘の部
品は持ち帰ることができます。

HOUKO（CASA PROJECT）　 小学1年～中学生（小学1～4年生は必
ず保護者と参加）　 各回抽選15名　 各回300円　 7月10日（必着）

❷CASAのセイサク術　8月2日（日）
モビールの回 10:30～12:00／
バッグの回 14:00～16:00
不用になった傘の骨や布を利用し
て、自分だけのモビールやバッグを
つくります。

HOUKO（CASA PROJECT）
モビールは小学1年～4年生（必ず保護者と参加）、バッグは小学5年生以上
各回抽選15名　 各回500円　 7月21日（必着）

『ぼくはうちゅうじん』
（文：中川ひろたか／絵：

はたこうしろう／アリス館）

森・里・海の連環による豊かな海づくり
「レリーフジオラマ」上映会
6月25日（木）、7月1日（水）～3日（金）、

7月5日（日）～7日（火）、9日（木）・10日（金）
以降の日程はHP参照

各日14:00～15:30（途中入退場可）  2F八角堂

4夏休みをいれるバッグをつくろう！
8月11日（火）・12日（水） 13:00～17:00

（所要時間：30～40分、出入り自由）
毛や布でモジャモジャな顔をつけたり、金箔や銀箔、シルクスク
リーンで模様をプリントしたり…、ななめがけできるオシャレ
なバッグをつくります。

NNNNY（グラフィックデザイナー） 他　 小学1年～中学生
各日先着60名　 各日500円
不要、直接会場へ（混雑時は入場制限する場合があります）

1C
カ　サ

ASA P
プ ロ ジ ェ ク ト

ROJECTの工作室
申込不要のもの以外はすべ

て往復ハガキ（欄外記入方法参
照、すべて学校名・学年も明
記、1 3は希望日や希望回も
明記）で各締切日までに生活工
房へ。2のみメールでも受付

会員割引対象

〒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

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合せください。

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・氏名をご記入ください
●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

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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◆予選　※音源審査
◆決勝大会　2016年2月21日（日）　世田谷区民会館
　 ※審査員および観客による審査
グランプリ特典：次年度、せたがやバンドバトル決勝大会へのシード権
審査員：湯川れい子（音楽評論家） 他
8月1日（土）～31日（月）（必着）
● メンバーに世田谷区在住・在勤・在学者がいること
● 全員がアマチュアであること
● メンバーの平均年齢が40歳以上であること 他
※その他の条件等詳細はチラシまたはHPをご覧ください
参加申込書（チラシ裏面またはHPからダウンロード）と、演奏を収録した音源

（CDのみ）を、音楽事業部に持参または郵送

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

第3回グランプリ 第3回審査員特別賞／オーディエンス賞

宮川彬良
©Mikako Ishiguro

米良美一
©鍋島徳恭

INSPi
練木繁夫 ©大窪道治

「童謡」という言葉が作られてから、まもなく100年を迎えます。「童謡」は、日本ならではの
文化といわれ、大正～昭和～平成の時代の移り変わりがメロディや詞から読みとれること
を、ご存じですか？ 今回は、童謡界の大御所・中山晋平、山田耕筰、北原白秋、野口雨情ら
が主役です。童謡を愛するアキラ所長（宮川彬良）が独自の視点で読み解きながら、名曲の秘
密を愉快に楽しく大分析します。

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　米良美一（歌手）　INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）
 2,000円　一般 2,500円

　　　 ※未就学児入場不可

　  せたがやバンドバトル
出場バンド募集

名実ともに日本を代表するチェリスト、堤剛。円熟期を迎え、いまなお世界の第一線で活躍
するこの世田谷在住の演奏家が、旧友のピアニスト練木繁夫と、満を持して登場します。
至極の共演をぜひお楽しみください。

堤剛（チェロ）　練木繁夫（ピアノ）
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第4番 ハ長調 Op.102-1／シューベルト：アルペッジョーネ・

ソナタ／ドビュッシー：チェロ・ソナタ ニ短調／R.シュトラウス：チェロ・ソナタ ヘ長調 Op.6 
 3,500円　一般 4,000円

　　　 ※未就学児入場不可

室内楽シリーズ

堤剛＆練木繁夫デュオ・リサイタル
10月12日（月・祝） 14:00　成城ホール

Vol.4 『クラシックラウンジ』
7月9日（木） 19:00　北沢タウンホール
世田谷ゆかりの若手クラシック演奏家たちが、「平和」と「子ど
も」をテーマにフレッシュなアンサンブルを繰り広げます。

ピッコラルーチェ（ピアノトリオ）　メガネブラスクインテット
（金管五重奏団）　おさんぽクインテット（木管五重奏団）

カザルス：鳥の歌／バッハ：Ｇ線上のアリア 他
【入場料に代えて、当日会場にて東日本大震災復興支援への募
金（1人500円以上）にご協力ください】

『せたがやMusicマルシェ in 三軒茶屋』
6月28日（日）、8月23日（日）、10月25日（日） 11:00～18:00
三軒茶屋ふれあい広場
三軒茶屋銀座商店街の協力の下、三軒茶屋ふれあい広場にて『マルシェ（＝市場）』を開催しま
す。せたがや音楽プロジェクトメンバーが音楽ステージをプロデュース。飲食や物販などの出
店や、音楽・大道芸のステージがお楽しみいただけます。芸術と人と街が交流するひととき、
お散歩気分でお出かけしてみませんか。

「世田谷に縁のある音楽家たちの手で、音楽文化を世界へ発信」をテーマに掲げ、区内在住
のプロの音楽家を中心としたプロジェクトメンバーが企画・運営。世田谷の音楽シーンを
盛り上げます。

宮川彬良のせたがや音楽研究所 ＃4
～だれもが知っている童謡をまるごと大分析！～

10月3日（土） 17:00　北沢タウンホール 発売開始
7月7日（火）

発売開始
7月9日（木）

世田谷パブリックシアター友の会 会員割引あり　 車椅子スペースあり（定員あり・要予約）　※詳細はP7へ ☎5432-1515チケットのお申込み お問合せ 音楽事業部

せたがや音楽プロジェクト
無料／当日直接会場へお越しください

第4回 

堤剛

予選を通過した団体は、
決 勝 大 会 出 場 料として
24,000円をお支払いいた
だきます。（決勝大会チケッ
ト30枚をお渡しします）

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合せください。

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー5F　最寄「三軒茶屋」駅　☎5432-1535 （月〜金:10:00〜18:00）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i c音 楽 事 業 部

会員先行発売・割引対象遊びと学びの子どもプロジェクト2015事業

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



世田谷パブリックシアターでは、夏休みに家族で楽しめるバラエティ豊かなラインアップをご用意いたしました！
今年は劇場で、夏休みの思い出をつくりませんか？

子どもとおとなのための◎読み聞かせ
『お話の森』

『SMAキッズプロジェクト 
ファミリーフェスタ2015』

ステージ編

ワークショップ編

仲村トオル

スズキ拓朗

ROLLY

片桐はいり 渡辺満里奈 宮本笑里

小林顕作

　Dream Jazz Band

日野皓正 Quintet

 6/27（土）
一般  6/28（日）

発　売
開始日

発売中
 7/4（土）

一般  7/5（日）
発　売
開始日

小学生のための演劇ワークショップ

中学生のための
演劇ワークショップ
本を使って演劇作品をつくり、最終日に代々木のオリ
ンピックセンターに出かけていって発表します。
日程：7月27日（月）～8月1日（土）
10:30～16:30（全5回＋発表会）
進行役：柏木陽（NPO法人演劇百貨店）

中学生　 2,500円　 7月3日（必着）
※8月1日（土）のみ時間が変更になる可能性があります

高校生のための
演劇ワークショップ
さまざまな世代の人たちに「高校時代」についてインタビュー。
その内容を演劇にします。
日程：8月17日（月）～19日（水）
10:00～17:00（全3回）
進行役：瀬戸山美咲（劇作家、演出家／ミナモザ主宰）

高校生（もしくは1997年4月～2000年3月生まれの人）　
1,500円　 7月31日（必着）

①ワークショップのタイトル・コース名  ②氏名（ふり
がな）  ③住所  ④電話番号  ⑤性別  ⑥学校名・学年  
⑦生年月日  ⑧ワークショップ経験の有無  ⑨ひとこと
を明記の上、キャロットタワー5F世田谷パブリックシ
アター学芸「夏休みワークショップ」係まで郵送かFAX

（ 5432-1559）でお申込みください。劇場HPからも
お申込みいただけます。
※定員各20名。応募者多数の場合は抽選となります。

（結果は応募者全員に連絡します）

世田谷パブリックシアター学芸　☎5432-1526

8月21日（金） 15:00／19:00　《音楽》　 ROLLY　チャラン・ポ・ランタン
8月22日（土） 12:00／15:00　《食育》　 DJみそしるとMCごはん　AMEMIYA
8月23日（日） 12:00／15:00　《読み聞かせとクラシック》　 渡辺満里奈　宮本笑里

おとな（中学生以上） 4,000円　こども（4歳～小学生） 1,000円
親子ペアチケット 4,500円（おとな1枚＋こども1枚）

演出 スズキ拓朗　 片桐はいり 他
おとな 3,200円　おとな 3,500円　こども（4歳～小学生） 1,000円  

中高生・U24 1,750円　
親子ペア券・こども参加親子ペア券※ 4,000円（おとな1枚＋こども1枚）
※お子様のみ劇のオープニングに参加できます

申
込
み
方
法

7月28日（火） 15:00（4歳以上向け）／19:00（中学生以上向け）　 仲村トオル
7月29日（水） 19:00（小学校高学年以上向け）　 ROLLY
7月30日（木） 11:00／14:00　 小林顕作

おとな 2,500円　4歳～小学生 500円　中高校生・U24 1,250円

7月28日（火）～30日（木）
会場：シアタートラム　
3人の個性あふれる読み聞かせ。子どもはも
ちろん、おとなになって絵本と出会うのもい
いものです。合間のトークもお楽しみに。

おどるマンガ『鳥
ちょう

獣
じゅう

戯
ぎ

画
が

』
8月5日（水）～9日（日）
会場：シアタートラム

遊び心あふれる気鋭の演出家・スズキ拓朗が、個性派女優・
片桐はいりと共に日本最古のマンガ「鳥獣戯画」を舞台化
します。

8月21日（金）～23日（日）　
会場：シアタートラム　 
子どもたちと楽しむ音楽・食育・読み聞かせ。テーマごとに
バラエティ豊かな出演陣でお送りします。

『日野皓正 presents “Jazz for Kids”』
8月15日（土）～16日（日）
会場：世田谷パブリックシアター　
世界的ジャズトランペッター・日野皓正と、区公立中学生の
ジャズビッグバンドがお届けする大迫力のコンサート！
8月15日（土） 15:00　日野皓正 Quintet Live

日野皓正 Quintet 他
8月16日（日） 14:00　Dream Jazz Band 11th Annual Concert 

日野皓正　Dream Jazz Band 他
おとな 4,300円　おとな 4,500円　

4歳～高校生・U24 2,250円　
2公演セット券：おとな 8,000円　4歳～高校生 4,000円

発売中

世田谷アートタウン2015 ボランティアスタッフ募集!!
三軒茶屋の街を舞台にくりひろげる、毎年恒例のフェスティバル『三茶de大道芸』。
今年も、会場となる街を飾り付け“アートタウン”に変身させるお手伝いをしてくださる、ボランティアスタッフを大募集。
また、これまでに街に掲げたフラッグをリサイクルしてチャリティーグッズを作成する、手芸ボランティアさんも募集します。
詳細は、公式ホームページをご覧ください。

世田谷パブリックシアター「アートタウン担当」　☎5432-1526　 http://arttown.jp/

本から演劇
つくります

教えて！
みんなの高校時代

10月17日（土）・18日（日） 開催

撮影:福井理文

14:00

19:00
18:00

8/5 6 7 8 9

＝追加公演

せたがやこどもプロジェクト 2015

各コースとも7月3日（必着）

©SHELLY

 低学年 いろいろコース
色からみんなでたくさんのモノをそうぞう
して、いろんなせかいをつくってみよう！
進行役：南波圭（NPO法人演劇百貨店）
日程：8月28日（金）～30日（日）
10:30～15:30（全3回）

小学1～3年生　 1,500円

 低学年 仮面コース
いろんないろでいろんなかたちの仮面をつくろう！
仮面ができたらなにする？おどる？げきをする？
進行役：とみやまあゆみ（NPO法人演劇百貨店）
日程：7月24日（金）～26日（日）
10:30～15:30（全3回）

小学1～3年生　 1,500円

 高学年コース
『せかいでいちばんつよい国』という絵本をもとに
みんなでアイデアを出し合って劇をつくろう！
進行役：すずきこーた（演劇デザインギルド）
日程：8月5日（水）～9日（日）
10:30～16:00（全5回）

小学4～6年生　 2,500円

※一部公演で年齢制限あり。高校生以下は当日要年齢確認。 詳細はホームページ参照　 世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515
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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合せください。

〒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
http://setagaya-pt.jp/Thea t r e世田谷パブリックシアター

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

87万人世田谷区民に向けた、世田谷区の文化・スポーツ情報紙

広告枠サイズ（１枠）

販売価格（税込）

１枠を最小単位とし、
最大4 枠まで連結して
使用可能です。

縦 85mm×横 60mm

１枠　   60,000 円
２枠　120,000 円
３枠　180,000 円
４枠　240,000 円

問合せ・申込先　株式会社 ドゥ・アーバン　TEL.5724-5921 FAX.5724-5922

9月25日号 12月25日号

広 告 募 集

詳しくは ドゥアーバン 検 索
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遊びと学びの子どもプロジェクト2015事業

世田谷パブリックシアター シアタートラム

音  楽  事  業  部  主  催 

会員先行発売・割引対象

木村光一　
旺なつき　かとうかず子　島田歌穂　高橋紀恵　根岸季衣　原日出子

 2,900円   一般 3,000円　高校生以下（当日要年齢確認）・Ｕ24 1,500円　
ファミリー割引（保護者同伴の中学生以下、要年齢確認証提示） 1,000円

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

演 劇 8/8（土）～9（日） 朗読劇『この子たちの夏―1945・ヒロシマ ナガサキ』

太宰治　 ケラリーノ・サンドロヴィッチ　 仲村トオル　小池栄子・
水野美紀　夏帆　門脇麦　町田マリー　緒川たまき・萩原聖人　池谷のぶえ　野間口徹　山崎一

 S席 8,600円　一般 S席 8,800円　Ａ席 6,800円　
高校生以下 4,800円（当日座席券引換、要学生証提示）　U24 5,800円

キューブ　☎5485-2252（平日12:00～18:00）

演 劇 KERA・MAP ♯006
『グッドバイ』9/12（土）～27（日）  7/4（土）

一般  7/5（日）
発　売
開始日

 6/30（火）
一般  7/1（水）

発　売
開始日

世田谷パブリックシアター　10月9日（金）～12日（月・祝）
世田谷パブリックシアター　7月15日（水）～8月2日（日）

針とアヘン
～マイルス・デイヴィスとジャン・コクトーの幻影～

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可北村想　 寺十吾　

段田安則　小泉今日子　春海四方　山田悠介・浅野和之
一般 6,800円　※お一人様1コールにつき、1公演4枚まで
シス・カンパニー　☎5423-5906

演 劇 シス・カンパニー公演
日本文学シアターVol.2【夏目漱石】『草枕』6/5（金）～7/5（日）

6/25 7/12627282930

15:00
14:00

18:00
19:00

休
演

▲２日以降　2（木）15:00/19:00、3（金）19:00、4（土）14:00/18:00、5（日）14:00

▲19日以降　19・26（土）22（火・祝）13:00/18:30、20・27（日）21（月・祝）23（水・祝）13:00、25（金）18:30、24（木）休演 

発売中

演 劇 トライストーン・エンタテイメント
『女中たち』7/11（土）～26（日）

ダンス SePT独舞vol.22 黒沢美香ソロダンス　
『Wave』『6:30AM-第二のバリエーション』『この島でうまれたひと』8/28（金）～30（日）

音 楽 異分野とのコラボレーション
「スポーツと音楽」

9/19（土）15:00　
成城ホール

▲18日以降　18（土）19（日）13:00B/18:00A、20（月・祝）13:00A、22（水）14:00A、
23（木）24（金）19:00B、25（土）13:00A/18:00B、26（日）13:00A、21（火）休演

発売中

未就学児
入場不可

ジャン・ジュネ　翻訳 渡邉守章　 中屋敷法仁　
矢崎広　碓井将大・多岐川裕美　
一般 7,000円　マダムシート（限定席・ステージサイド） 7,500円

※16（木）23（木）は出演者と演出家のポストトークあり（要開催回のチケット）
トライストーン・エンタテイメント　☎3422-7520（平日12:00～17:00）

黒沢美香
『6:30AM』　 赤木はるか　小野彩加　北村思綺　中間アヤカ　藤井彩加　大崎晃伸

 3,800円　一般 4,000円　U24・学生（当日要学生証提示） 2,500円
Dance in Deed!　☎090-4429-5747

音楽監督企画のお話と音楽による公演シリーズ。今年は「スポーツ」と「音楽」の
共通点や関係から、それぞれの魅力の本質をさぐります。
［おはなし］玉木正之（スポーツ評論家、音楽評論家）　

八木沼純子（プロフィギュアスケーター）　池辺晋一郎（作曲家／音楽監督） 　
デュオ・グレイス（高橋多佳子＆宮谷理香ピアノデュオ）

 3,200円　一般 3,500円

Ａ：ソランジュ=矢崎／クレール=碓井
B：ソランジュ=碓井／クレール=矢崎

 発売中
一般  6/25（木）

発　売
開始日

8/282930

19:30
15:00

9/12131415161718

18:30
13:00 休

演

8/8 9

14:00
13:00

17:00

玉木正之 八木沼純子

発売日
  7月11日（土）
 一般 7月12日（日）

撮影：Sophie Grenier

車椅子スペースあり（定員あり・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：ご希望日前日の19:00までに劇場チケットセンターへ

託児サービスあり（定員あり・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3日前の正午までに劇場受付☎5432-1526へ

高校生以下割引あり（購入時要年齢確認） 
高校生以下対象／当劇場がおすすめする公演の
チケットを一般料金の半額、または割引価格で提供

Under24割引あり（要事前登録・枚数限定） 
18歳から24歳対象／当劇場主催公演（一部除く）
のチケットを一般料金の半額、または割引価格で
提供。また、主催以外の公演もご案内する場合あ
り。オンラインのみ取扱

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

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

席種は特別な記載が無い限り、全席指定です。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。

演出・鵜山仁がシェイクスピアの異色作に挑みます。悲劇と
喜劇の間を揺れ動き、ジャンルの定まらない“問題劇”とされ
る本作は、多面的な魅力に溢れた人間ドラマです。今年読売
演劇大賞の最優秀男優賞に輝いた浦井健治と、話題作への出
演が相次ぐソニンが戦火に翻弄される恋人たちを熱演。
名優・江守徹ほか総勢26名の豪華出演陣でお送りします。
　作 ウィリアム・シェイクスピア　翻訳 小田島雄志
演出 鵜山仁　 浦井健治　ソニン　岡本健一
渡辺徹　今井朋彦　横田栄司　吉田栄作　江守徹 他

芳垣安洋　高良久美子
Ｓ席（1・2階） 7,800円

補助席／S見切れ席 7,300円　一般 S席 8,000円
補助席／S見切れ席 7,500円　A席（3階） 5,500円
高校生以下・Ｕ24  一般料金の半額

　※未就学児入場不可

13:30

19:00
18:30

7/15 211617181920 22232425262728293031 28/1

休
演

休
演

ポストトークあり（要開催回のチケット）　出演：鵜山仁  浦井健治 他
学生団体が入ります

視覚障害者のための舞台説明会あり（要事前予約）

◆

◆

世田谷パブリックシアター ＋ 文学座
＋ 兵庫県立芸術文化センター 共同制作公演

発売中
撮影：細野晋司Needles and Opium 

舞台と映像の革新的な融合は、この作品から始まった！

10/9101112

18:00
13:00

19:00

シェイクスピアの問題作登場、
『ロミオとジュリエット』より濃密 ? ! な
“愛”と“戦い”の物語

世界のアートシーンを牽引する演出家ロベール・ルパー
ジュ。映像の魔術師とも呼ばれるルパージュ作品が、世
田谷パブリックシアターに登場。世界を震撼させた一人
芝居の最高峰『ニードルズ＆オピウム』（1993年来日）
が、最新テクノロジーを駆使した二人芝居として、今、
鮮やかに甦る。
 作 演出 ロベール・ルパージュ

S席 7,200円　一般 S席（1･2階） 7,500円
SA席（1階前方5列、字幕見切れ席） 7,000円
SB席（２階サイド） 7,000円
A席（3階） 5,500円
高校生以下・U24 　一般料金の半額

　※未就学児入場不可
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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合せください。

●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108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）　

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）

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（要事前登録・登録料無料、前売のみ取扱）

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

〒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
http://setagaya-pt.jp/Thea t r e世田谷パブリックシアター

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 r m a t i o n

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

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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～スポーツ施設で活用できる
資格講座～
 （公財）日本体育施設協会認定
体育施設管理士養成講習会・
資格認定試験
9月8日（火）～11日（金）　9:00～17:00
日本体育大学 世田谷キャンパス 深沢校舎

体育施設の管理運営に従事している方。ま
たは、これらの業務に従事することを目的
としている方（学生含む）で、9月8日現在満
20歳以上の方　 先着100名　 35,000円

（学生・体育施設協会会員は30,000円）
※合格した場合、別途認定料・登録料20,000
円　 当財団HPより申込　 学生7月15日、
社会人7月31日（いずれも必着）

老若男女、皆様に楽しんでいただけるイベントが盛りだくさん!!
ご家族、お友達でお誘い合わせのうえ、お越しください!!

トレッキング「松之山温泉」
7月20日（月・祝）～21日（火） 6:50
区役所中庭集合

［コースレベル］初中級
［記号の説明］⇒バス等　→徒歩　
［コース］（1日目）世田谷区役所⇒（関越自
動車道）⇒六日町IC⇒八海山山麓→展望台→

（下りロープウェイ）⇒八海山山麓⇒松之山
湯本宿泊所（歩程約3時間）　（2日目）宿泊所
⇒美人林（ぶな林）散策→棚田巡り（兼クリー
ン作戦）・棚田アート見学⇒六日町IC⇒（関越
自動車道）⇒世田谷区役所（歩程約2時間半）　

18歳以上　 抽選40名
20,000円　 7月3日（必着）　※初日昼食

（弁当）・雨具（小雨決行）・登山靴持参（物
品の貸し出しはありません）

第65回世田谷区民体育大会

■サッカー競技　社会人大会（一般大会・
土曜大会）および壮年大会（四十雀・五十雀）
8月29日（土）～12月13日（日）の土日・祝日　
二子玉川緑地運動場 他

5,000円／チーム　 所定の申込書を区
サッカー協会HPからダウンロードし、必要事
項を記入のうえ、下記メールアドレスへメー
ル添付送信　 info@setagayaku-fa.com
※詳細は http://setagayaku-fa.com/
※代表者会議は8月8日（土）18:30～キャロッ
トタワー5階文化生活情報センターセミナー
ルーム　 7月20日（必着）
■水泳競技
9月6日（日） 9:30～　総合運動場温水プール

［種目］競泳（タイムレース）自由形、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ、個人メドレー、フリーリ
レー、メドレーリレー　※1人2種目まで（リ
レー種目を除く）　 区内在住・在勤・在学
者　 個人400円／種目（小・中学生は300
円）、リレー500円／チーム　 所定の申
込書・個人票に参加費振込済みのコピーを
添付して、郵送で区水泳協会・飯野（〒156-
0054 桜丘4-1-11-405 ☎3439-2089）へ　

7月17日～23日（必着）
■陸上競技
9月13日（日） 9:00～  総合運動場陸上競技場
※一般の部は1人2種目まで、小・中学生・高校生
の部は1人1種目（リレーは除く）  個人 500円／
種目（小学100円・中学200円）、リレー1,200
円／チーム（小学400円・中学800円） 振込も
しくは現金書留　 詳細は http://www.
setagayarikujyo.org/をご覧ください。 
setagayarikujyou@gmail.com   8月19日（必着）

hp大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

※詳細は大蔵第二運動場までお問合せください。
①第2期バスケットボール教室
7月7日～9月15日（8月11日を除く）
毎週火曜（全10回）

小学生17:00～19:00  中学生・高校生
相当19:00～21:00　 先着 45名 35名

各8,000円（体験参加は800円／1回）
②第3期レディースバレーボール教室
7月31日～9月25日（8月14日を除く）
毎週金曜 9:00～12:00（全8回）　

18歳以上の女性　 先着40名　 6,400円
いずれも電話かFAXで大蔵第二運動場

管理事務所（大蔵4-7-1 ☎3416-1212 
3416-1777）へ
③第3期デイタイムテニススクール

月曜コース　9月7日～10月26日
　（9月21日、10月12日を除く）

金曜コース　9月11日～10月30日
　（9月25日、10月23日を除く）
※初心者から上級者のクラス分けあり（時間・
クラスなどはお問合せください）

18歳以上  抽選各8～16名  7,500円、
11,000円（クラスにより異なります）

ハガキかFAX（上記申込方法参照、希望
クラスも明記）で大蔵第二運動場管理事務
所（〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 

3416-1777）へ　 7月6日（必着）

小学5年生以上の初心者・初級者　 抽選
40名　 大人4,200円　中学生以下2,100
円　 7月9日（必着）

大蔵第二運動場で行う
スポーツ教室

 初心者・初級者アーチェリー教室
8月2日～30日　毎週日曜　17:00～19:00

（全5回）　世田谷公園洋弓場

～スポーツ施設で活用できる
資格講座～

 （公財）日本体育施設協会認定
体育施設管理士養成講習会・

資格認定試験
9月8日（火）～11日（金） 9:00～17:00

日本体育大学 世田谷キャンパス 深沢校舎

トレッキング「八海山と棚田」
7月20日（月・祝）～21日（火） 6:50

区役所中庭集合

※大会要項・所定の申込書は、スポーツ振興財団にあります
（サッカー・アクアスロン競技を除く）。水泳大会については、
区内温水プールにもあります。当財団HPからダウンロード可

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込　 締切　 問合せ先

第65回世田谷区民体育大会

大  会（共催事業など）スポーツ教室

イベント

講習会 ■アクアスロン大会
9月23日（水・祝）　総合運動場陸上競技場他

［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1,000円　
中学生以下500円　親子ペア1,000円　
※傷害保険料込　 ハガキかFAX、また
はメール（上記申込方法参照、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）へ

9月10日（必着）
■ソフトテニス競技
①9月23日（水・祝）②9月27日（日）③9月30日

（水）④10月4日（日）⑤11月22日（日） 9:00～
（③は13:00～）　総合運動場テニスコート
［種目］①小学生男女戦②小学生団体戦③シニ
アⅡ部団体戦④ミックス（バラ・スミレ）・壮
年Ⅱ部（70歳以上）⑤ミックス（アジサイ・ユ
リ）　 区連盟登録者および区内在住・在勤・
在学者　 ①400円／ペア②1,200円／チー
ム③2,100円／チーム④700円／ペア⑤700
円／ペア　 所定の申込書で区ソフトテニス
連盟・山根（〒154-0004 太子堂5-17-15 ☎
3410-7886）へ　 9月1日（④は9月15日、⑤
は11月2日）（すべて必着）

■第60回世田谷区学年別水泳大会
8月2日（日） 9:30～　玉川中学校温水プール

［種目］競泳（タイムレース）自由形、平泳ぎ、背
泳ぎ、バタフライ、フリーリレー、メドレーリ
レー　※1人2種目まで（リレー種目を除く）

区内在住・在学の小・中学生
個人300円／種目、リレー400円／チーム

所定の申込書・個人票に参加費振込済
みのコピーを添付して、郵送で区水泳協会・
赤木（〒158-0082 等々力7-23-11 ☎3701-
6605）へ　 7月2日（必着）

共催大会

世田谷ジュニアアカデミー（略称：STJA） 総合運動場温水プール
当アカデミーは、多様なスポーツ活動を通して、子どもの体力･基礎的な運動能力の向上に取り組むとと
もに、団体行動の中での規律性・積極性・協調性といった心（人格）の成長を育み、子どもが自らの夢を実
現できる人間力の形成を目指しています。　※詳細は http://www.se-sports.or.jp/stja/をご覧ください。

テニスアカデミーでは、9月から総
合運動場テニスコートで金曜日コー
スを新設します。指導内容や実施時
間は、現行の水曜日コースと同じで
す。ぜひ参加ください！

HPかFAXでスポーツ振興財団（
3417-2813）へ　※所定の申込書
は、スポーツ振興財団にあります。

7月15日（必着）

❶テニスアカデミー  金曜日コース新設！！

❷空きカテゴリー募集中（先着順）!!

カテゴリー 時 間 定員
（抽選） 参加費

小学1～4年生
（初級）

17時10分～
18時10分

各40名

7,820円／月

小学3～6年生
（初中級）

18時15分～
19時25分 8,640円／月

小学4～高校3年生
（初中級）

19時30分～
20時50分 9,780円／月

※別途入会金・年会費5,150円

※詳細は当財団HPをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。
7月20日（月・祝）～8月31日（月） 毎日開催

■水泳ワンポイントレッスン　泳法や心肺蘇生法のアドバイスをします。
■夏休み親子体力測定会　肺活量・握力測定を期間中毎日開催。

夏季特別プールイベント

アスレティクスアカデミーの様子 器械運動アカデミーの様子

テニスアカデミーの様子

総合運動場管理事務所　☎3417-4276
　総合運動場温水プール管理事務所　☎3417-0017

日程 4月～2016年3月 総合運動場・大蔵第二運動場 他会場

親子（家族等も含む。一人での参加も可能）　 プール利用料金
総合運動場温水プールは監視室前、千歳温水プールはプールサイド窓側

赤台前に集合してください。　 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

主なイベント　※イベントの詳細は当財団HPをご覧ください

20周年イベント
7月11日（土）・
  19日（日）

7/11 ライフセービング救助・競技（実演）
13:50～14:10

7/19 シンクロナイズドスイミング（実演）
11:50～12:10

同時開催!! トレジャーハンティング
14:10～14:40
12:10～12:40
14:00～16:00

〈水の部〉

〈陸の部〉

7/11
7/19
7/19

当アカデミー全6種目（アスレティクス・フットボール・器械運動・
ベースボール・スイミング・テニス）では空きのあるカテゴリー
の募集を随時行っています。最新の空き状況をHPの「空きカテゴ
リー一覧」でご確認のうえ、お申込みください。
※空きのないカテゴリーはキャンセル待ちの登録となります

参加費6,180～12,360円／月、別途入会金・年会費5,150円
電話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/

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合せください。

再生紙を使用しています

特に記載のない事業はハガキかFAXでスポーツ振興財団へ（ はホームページからも申込可能 はアイディクラブ協賛会員割引対象）
①イベント名 ②氏名（フリガナ） ③住所 ④電話番号 ⑤生年月日 ⑥学年 ⑦性別  ※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

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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