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次回（5月25日号）は「区のおしらせ」に折り込まれます
※世田谷美術館・分館、生活工房、世田谷パブリックシアター、世田谷文学館などに配架します

せたがや文化財団広報誌 Vol.10（4月28日発行予定）

［休館日］毎週月曜日
［開館時間］10:00〜18:00（展覧会入場は17:30ま
で）
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
＊4月29日（土・祝）は開館記念観覧無料
＊5月5日（金・祝）は65歳以上無料
＊6月3日（土）は地域催事に伴う観覧無料

関連企画は2Pをご覧ください

世田谷文学館
（京王線「芦花公園」駅徒歩5分）

  ４月２９日（土・祝）

６月２５日（日）

自動からくり人形作家「ムットーニ」こと武藤政彦
（1956－）。人形と装置の多様な動きにあわせ、音
楽、光、本人の語りなどが重なり合いながら物語や
世界観が表現されるその作品は、他に類のないアー
ト作品として多くの人びとを魅了しています。
本年、からくり人形作家としてのキャリア30年を迎
えるムットーニの集大成となる展覧会です。これまで
の代表作のほか、初期の油彩画や創作過程のラフ
スケッチ、そして初公開となる最新作《ヘル・パラ
ダイス》など多彩な内容で、ムットーニの作品世界を
ご紹介します。

〜

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
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そして小部屋で光を投げ掛けながらゆっくりと上下する三人の聖人
の前で自らの行いに懺悔する。
出口を間近に予感しながら来場者は、突如鳴り響く荘厳なパイプオ
ルガンの音色に誘われ更に奥に進むのだ。
ここは様々なドラマが交錯する「物語の楽園」。
ようこそ！「ムットーニ・パラダイス」へ。

ムットーニ（造形作家）

ムットーニ・パラダイス探訪記　　
先ず来場者を出迎えるのは30年前に作られたカラクリ作品第１号。
そして振り子時計の落とす影が通路に揺れる長いエントランスを抜
け、作りかけの人形やパーツ類が並ぶプロローグに導かれる。
赤いカーテンをくぐり更に進むと本編が始まる。
ミステリアスな物語で構成されたエリア１。
大型作品達が放つ光が天幕を染めるメインステージ。
行き止まりのエリアに作られた安息の隠れ部屋で宙を舞うビーナス。
あるいは露店で演じられる人形達の一幕劇。
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※ライブラリーのご利用は無料です　※図書・雑誌の館外貸出は行っていません　
※閉架資料・収蔵資料の閲覧については事前申込みが必要な場合もあります。あらかじめお問合せください

世田谷文学館のライブラリーが生まれ変わります。
子どものためのエリアを拡充し、

新たな、本との出会いの場“ほんとわ”がオープンしました。

ほんとわ　それは　本永
と わ
久――時を超えていつまでも読み継がれていく本

ほんとわ　それは　本と和――本があることで人が集い、交流する場　
ほんとわ　それは　本当は――本は世の中の「ほんとう」を知りたいときにあるもの　

あなたにとっての“本とは”何ですか？

“ほんとわ”は幅広い世代にむけて、
本との出会いと多様な楽しみ方を発信する場です。

《ジャングル・パラダイス》 2013年

《天国と地獄》 1987年
初めてのからくり人形作品（ゼンマイ式）

《摩天楼》 1999年

《ヘル・パラダイス》 （部分）2017年

■ギャラリートーク
会期中の毎土・日曜日 14:00～／16:30～（所要時間約40分）
ムットーニ本人が作品をご案内します。

無料（ただし展覧会観覧券が必要）　 事前申込み不要
※観覧者多数の場合は入場を制限させていただくことがあります

■スペシャルツアー
5月6日（土）／5月20日（土）／6月17日（土） 各日18:00～（所要時間約60分）
少人数限定でムットーニの語りを聴く特別上演会です。

各回抽選40名　 無料（ただし展覧会観覧券が必要）
当館HP「企画展」ページのイベント申込フォームからお申込みください

■露天商・楽園　１Ｆロビー
6月17日（土） 11:00～
ムットーニ手作りの小物を販売する一日限りの屋台です。

事前申込み不要（当日10:00より整理券配布。商品が売切れ次第終了）

4月29日（土・祝）～6月25日（日）　2階展示室

2016年9月から半年間の改修工事を終え、

4月22日から再開しました。
館内の空調設備の改善、展示室等来館者スペースの機能と安全性の向上を行いました。
とくに、幅広い世代が利用できる空間として、ライブラリーを新たに充実させました、

これからも地域と連携しながら、様々な活動を展開してまいります。

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）
想像力に優れた古今東西の文学者の多くは
書画を愛好し、自らも絵筆をふるいました。
一方、詩歌や文章でも才を開かせた画家も
少なくありません。文学者にまつわる書画と
ゆかりの品、文学を彩る挿絵やデザイン、映
画を支える美術の仕事などをご紹介します。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  コ レ ク シ ョ ン 展  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
コレクションにみる

文学を彩る書画の魅力
ut pictura poesis―詩は絵のように
4月29日（土・祝）～9月18日（月・祝）　1階展示室

関連企画

⇒

詳細はP1をご覧ください

あなたの大好きな本を子どもたちに譲って
ください。6月3日（土）の「だれでもセタブン
マーケット」に、子どもの本をご提供下さる
方を募集します。栞

しおり

におすすめの言葉を添
えて、子どもたちと本でつながりませんか。

本（1人5冊まで）を6月3日朝に直接持込か、
前日着で郵送可能な方　 抽選50名　

ハガキ（欄外記入方法参照）で当館「だれで
もマーケット」係へ　 5月21日（必着）

だれでもセタブンマーケット 「本の輪」企画
子どもたちにいい本あげる！

6月3日（土）、烏山下町まつりにあわせて、
ワークショップや楽しいお店が集まる「だれ
でもセタブンマーケット」を開催します。詳細
は5月25日号でご案内します！

子どものためのエリア
絵本や児童文学を中心に、子どもも
楽しめる本を揃えています。安全に
遊べるプレイスペースもあります。

ベビーケア設備
ゆったりとした空間の授乳室があり
ます。また、1階多目的トイレにはオ
ムツ替えシートを設置しています。

２つの空間
手前はメインのライブラリーエリア、
奥は子どもが主役のベビー＆キッズ
エリアです。

企画性のある本棚
世田谷ゆかりの文学者や作品に関す
る本はもちろんのこと、各分野のプ
ロフェッショナルや作家が薦める本、
企画展と連動した特集コーナーな
ど、企画性のある書棚づくりを行っ
ていきます。

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　4月29日（土・祝）～6月25日（日）  
　　　　  ムットーニ・パラダイス展
一般800円→700円　65歳以上、高校・大学生600円→500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。

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

〒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・休日の場合は翌平日）　 http://www.setabun.or.jp/Li t e r a t u r e世田谷文学館

●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小・中学生は、土、日、祝・休日、次の観覧料は無料です。

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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エリック・カ ー ル 展
4月22日（土）～7月2日（日）　※5月1日は開館　1階展示室

関連企画

宮本三郎の描く身体
THE BODY in
Saburo Miyamoto’s Art
開催中～7月23日（日）

■おはなしコンサート「カールさんの おたんじょうび」
6月10日（土） 14:30開演～15:30終了予定　講堂
絵本のキャラクターたちが、カールさんのお誕生日を祝う相談をする、楽しいおはな
しと歌の会です。

おはなし・ハーナ（おはなし屋さん主催）ほか、スペシャルゲスト・新沢としひこ 
（シンガーソングライター）　 抽選60組程度（1組＝子ども・大人各1名～）　

※大人1名のみの参加は不可　 1組2,000円（追加は、子ども1名500円、大人1名
1,000円）　 往復ハガキ（P2記入方法参照、参加者全員の氏名と年齢を明記）、
当館HP「プログラム＆イベント」申込フォーム（備考欄に参加者全員の氏名と年齢
を明記）より　 5月16日（消印有効）

■美術と演劇のワークショップ「えんげきのえ」
6月18日（日） 13:00～18:00　創作室、1階展示室

柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表）　 10歳以上　 先着15名　 10代
500円／20歳以上2,000円　 当館HP「プログラム＆イベント」申込フォームよ
り、または当館へ電話

◆100円ワークショップ
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随時受付）　創作室　

どなたでも  1回100円

■おはなし会「みて きく エリック・カール えほんの せかい」
①4月27日（木）、②5月13日（土）、③25日（木）、④6月3日（土） 各日とも11:00～11:30（受付開始10:40）　講堂
日本語と英語で、絵本の読みきかせを行います。

世田谷おはなしネットワーク　 ①③未就学児向け、②④小学校低学年向け　 各回60名程度（当日先着順）　
無料、ただし小学生以上は本展観覧券が必要（観覧券1枚につき1名1回のみ）　※展覧会観覧券は、本イベントの受付前

にご用意ください

■美術と音楽の対話「音が見える！？　ちょうちょと魔笛」
5月28日（日） 第1部 16:00～　講堂、第2部 18:00～　レストラン「ル･ジャルダン」

［第1部］エリック･カールの絵本『うたがみえる きこえるよ』にちなみ、トークを交えて室内楽を聴くコンサート。
［第2部］ワインや軽食とともに出演者と歓談を楽しみます。

酒井有彩（Pf）、枝並千花（Vn）、大山平一郎（Va）、加藤文枝（Vc）　 いずれも未就学児は参加不可。第2部は中
学生以下の参加不可　 〔A〕第1部のみ（先着100名）、〔B〕第1部＋第2部（先着50名）　 〔A〕事前申込み3,000
円／当日参加3,500円、〔B〕6,000円（事前申込みのみ）　※いずれも展覧会観覧券付。全席自由。〔A〕は小・中学生無料です
が、展覧会観覧券は付きません　 当館HP「プログラム＆イベント」申込フォームより、または当館へ電話

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
4/25～30 地球色展
5/2～7 橋本斗南　書作展

5/9～14
アトリエ SANAE 
第５回トールペイント作品展

5/16～21 成城油彩グループ展
5/23～28 桜井利雅油絵展

※ 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）

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 1910’s-1950’s　
民家への道
開催中～7月23日（日）

展覧会

清川泰次が写したパリ
開催中～7月23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

清川泰次撮影（パリにて）1954年

《黒鳥》1963年

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/
展覧会

The Art of Eric Carle is 
organized by The Eric Carle 

Museum of Picture Book Art, 
Amherst, Massachusetts, USA

エリック・カール
『どこへいくの？
ともだちにあいに！』
最終原画、2000年、
エリック・カール絵本美術館 
© 2001 Eric Carle

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

世田谷美術館分館 ギャラリートーク　5月13日（土）向井潤吉アトリエ館（弦巻）、5月20日
（土）宮本三郎記念美術館（奥沢）、5月27日（土）清川泰次記念ギャラリー（成城）いずれも
11:00～（20分程度）　各館担当学芸員によるトーク　 無料　※観覧料別途　 不要

世 田 谷  美  術  館  分  館
［開館時間］10:00～18:00（入館は17:30まで）  ［休館日］毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合は
翌平日）、展示替期間　 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

往復ハガキかメール miyamoto.event 
@samuseum.gr.jp（P2記入方法参照）で 
宮本三郎記念美術館「イベント」係へ、また
は直接ご来館ください（受付時間：開館日の
10:00～17:30まで）。　※1イベントにつき1
通、2名まで　※詳細はHP参照

5月20日（土） 14:00～15:30（開場13:30）
福沢一郎記念館を訪問し、宮本三郎と同時代の
作家、福沢一郎についてお話しをうかがいます。
会場：福沢一郎記念館（世田谷区砧8-14-7）　
※会場にご注意ください　 福沢一也（福沢一郎
記念館 館長）、伊藤佳之（福沢一郎記念館 学
芸員）　 どなたでも　 申込先着50名　

500円（展覧会観覧料含む）　 下記参照

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.36  出張特別企画「福沢一郎記念館  講演会」

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　

新収蔵の淀井彩子
の 油 彩 や 版 画 に、
父・淀井敏夫の彫刻
を加え、世田谷を代
表する芸術一家の
活動を紹介します。
 
濱田能

よ し  お  

生のガラス

■講演会「自作を語る」
6月17日（土） 14:00～15:30（開場13:30）　
講堂

淀井彩子（画家）　 140名　 無料
※当日12:30からエントランス・ホールにて整理券を配
布します　※手話通訳付

ハビエル・バスケス・グレラ  ［曲目］アルベニス 
作曲「カスティーリャ」 他　 抽選140名　

無料　 往復ハガキ（P2記入方法参照、2
名まで連名可）で当館へ　 5月15日（消印
有効）　※未就学児入場不可　※詳細はHP参照

関 連 企 画

プロムナード・コンサート
ハビエル・バスケス・グレラ　

ピアノ・リサイタル
6月4日（日） 14:00～（開場13:30）　講堂

淀井彩子
《南の時間　2011-1》2011年

■ ■ ■ ■ ミュージ アム コレ クション ■ ■ ■ ■

　　　　それぞれのふたり
淀井彩子と淀井敏夫

開催中～7月2日（日）※5月1日は開館　2階展示室

※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担当まで

世田谷美術館 区民ギャラリー
期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

4/25～30 桂翔会墨彩画展
第30回桂友展

「おもいあわせる」　河原みか　千津子　山﨑裕子

5/2～7 星の子展
病み上がり無能展
ももやまあんじゅの絵ギャラリー
鈴木みどり個展 -ガラス・線と面の構成-

5/9～14
世田谷美術大学27期展 第4回　水無月会展
土の会とその仲間たち　第19回展 静水会書作展

5/16～21
野鳥大好き　砧の仲間 WASHIART  2017
有末デッサン会作品展 パレット・サークル展

5/23～28
ガラス彫刻展2017 日本画同好会（遊彩会）
アトリエmei 用賀教室展

絵ぷろん絵画展松井油絵教室作品展

    世田谷美術館は、改修工事のため平成29年7月3日（月）～平成30年1月12日（金）まで
    休館します。分館は通常通り開館します。

絵本『はらぺこあおむし』で知られる、アメリカの絵本作家エリック・カールの
絵本原画など、約160点の作品を展示します。

《夜の街》1928年

小コーナー展示

区制85周年

区制85周年 区制85周年

区制85周年

展覧会公式サイト http://ericcarle2017-18.com/

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　4月22日（土）～7月2日（日）
　　　　  「エリック・カール展　The Art of Eric Carle」
一 般1,200→1,100円　65歳 以 上1,000→900円　 高 校・大 学 生800→700円　 小・中 学 生
500→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（月曜日が祝・休日の場合は翌平日。ただし、5月1日は開館）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
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「赤」は原材料によっても名称が異なり、紅
べに

、
朱
しゅ

、茜
あかね

、丹
たん

、緋
ひ

など多彩です。その表現からも、
古来より四季の移ろいを感じ、自然の色合い
を暮らしに取り入れてきた日本人の技と美意
識が感じられます。
日本の暮らしを彩る「赤」の魅力を掘り下げ、
専門家の方々の寄稿とともに、その色彩に込
められた日本人の祈りや願いについても考察
する企画展です。� 無料

報道写真誌『DAYS JAPAN』は、「人間と地球が抱える問題を
鋭く伝えるフォトジャーナリズム作品」を主題に、毎年「DAYS
国際フォトジャーナリズム大賞」を設けています。
生活工房では最新の受賞作品をはじめ、約65点を公開する写真
展を開催します。世界各地で立ち上がった市民たちの闘い、未だ
解決されない児童労働や難民、自然環境破壊の問題などを、現地
取材したフォトジャーナリストのコメントとともに紹介していきます。
本展を通じて、世界、そして日本が直面している問題について考え
る機会になることを願います。

【共催】㈱デイズジャパン　【企画】㈱世田谷社

昨年度好評だった「情報編集力連続講座」を
軸にして、情報を自分自身で収集しながら、
文章を書く、本を読むといった「編集力」の向
上に挑む連続講座です。新しい見方や、思考
方法をワークショップで体験します。

［進行］イシス編集学校　 http://es.isis.
ne.jp　 申込先着40名　 5,000円（全3
回分）　 電話かメール（欄外記入方法参照）
で生活工房へ　※内容詳細は生活工房HP参照

藤田浩子さんは、幼児教育者としてまた語り

手として、精力的な活動を続けてこられまし
た。本講演会では、小道具を使ったおはなし
や手遊びなど、実践を交えてわかりやすくお
話いただきます。
藤田浩子（幼児教育者）　 一般　 抽選

20名　 100円　 往復ハガキ（欄外記入
方法参照）で生活工房へ　 5月15日（必着）

かつての街並みや
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
プロジェクト。フィルムをお持ちの方は、ぜひ
ご提供ください。現在、とくに昭和30年代の

映像を募集中。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。

［企画制作］�remo［NPO法人�記録と表現とメ
ディアのための組織］
無料　 電話かメール（欄外記入方法参

照、巻数・内容・保管場所などもわかる範囲
で明記）で生活工房へ　※定員になり次第、受付
を終了します

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

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

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
4月26日（水）、5月10・17・24日（水）

以降の日程はHP参照
各日14:00～15:30（入退場自由）   2Ｆ八角堂

イシス編集学校×生活工房
情報編集力連続講座2017

「３日で編集力を身につける」
①6月17日（土） ②6月24日（土） ③7月9日（日）
全3回完結　各日14:00～16:30 

【会場】①② 生活工房5F、③イシス編集学校
「本

ほん

楼
ろう

」（世田谷区赤堤）

5月20日（土）～6月11日（日） 月曜休み

関 連 企 画

［講師］広河隆一（フォトジャーナリスト／『DAYS�JAPAN』発行人）
申込先着60名　 500円
電話かメール（欄外記入方法参照）で生活工房へ

世界各地で起こっている厳しい現実を前に、私たちは何を考え、何をすべきでしょ
うか？　写真を通じて世界の問題を伝え続けている広河氏のお話を伺います。

世界の未来をつくるために
DAYS JAPAN写真展2017　地球の上に生きる

11:00～19:00（最終日は17:00まで）　生活工房4F＆3Ｆ生活工房ギャラリー　 入場無料

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ � 企　 画　 展� � ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
眞田岳彦ディレクション／

衣服・祝いのカタチ
赤をめぐる旅 展

開催中～5月14日（日） 9:00～20:00
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

昨年度の展覧会やワークショップ・イベントなどを1冊にまとめた、生
活工房の年次報告書が出来上がりました。今回は、「あつめるあつまる、
生活工房」と題し、ご協力いただいた収集家や研究者の方の寄稿を中心
に構成しています。上記の期間、無料配布をしておりますので、ぜひキャ
ロットタワーへご来場ください。� 無料　 不要

配布期間  4月25日（火）～5月24日（水） 9:00～20:00
※無休　※ただし、配布部数（100部）に達し次第終了
配布場所 �生活工房5階受付（郵送は致しません）

 「生活工房アニュアルレポート2016」が完成しました

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。

第2位�「シリア・アレッポ　瓦礫からの救出現場」
アミール・アルハルビ／AFP

審査委員特別賞�「パキスタン　少数民族カラーシャ族」
サラ・キャロン

DAYS国際フォトジャーナリズム大賞�2017第1位�「イラク軍特殊部隊とISとの攻防」ローレン・ファン・デル・ストック／ル・モンド

弁柄染苧麻糸

紅板染の絹布

穴アーカイブ：an-archive
8ミリフィルムを探しています。

【募集期間】 募集中～7月15日（土）

第40回世田谷おはなしネットワーク講演会
おはなしおばさん

藤田浩子さんの世界
6月15日（木） 14:00～16:00

生活工房5F

トークイベント
「わたしのフォトジャーナリズム～“人間の戦場”から」
5月20日（土） 14:00～16:00　生活工房5F

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
info@setagaya-ldc.net　 http://www.setagaya-ldc.net/生 活 工 房 Des ign

▲12日以降 （金）（火）（木）25（水）19:00、（土）13:00/18:00、（日）13:00、18（水）14:00/19:00、（月）休演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

※こすると消える筆記具で記入すると、送信の過程で書かれた文字が消えてしまうおそれがあります。ご記入は、通常のインクペン等でお願いします

記入方法（ハガキ・FAX・メールの申込み）

事務局

せたがやのアートを
支えていただくために

☎03-5432-1501         03-5432-1559
         jimukyoku@setagaya-ac.net
　 http://www.setagaya-bunka.jp/

寄付のお願い

せたがや文化財団は、５つのジャンルを主軸に
枠組みを超えた独創的な

文化・芸術活動を行っています。
当財団の活動を、積極的に継続し、
より豊かな社会を目指すために

芸術を愛する皆様の
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

お問合せ・お申込み

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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■ ■ ■ ■ ■ 受賞作品 ■ ■ ■ ■ ■
《世田谷を“はかる”プロジェクト》
“はかる”ことからまちのよさに触れるきっかけをつ
くり、世田谷を再発見するプロジェクト。

■ ■ ■ ■ ■ 受賞作品 ■ ■ ■ ■ ■
『The Wonderful Parade』
特殊な照明技術による「闇の演劇」をベースに、マ
イム、クラウニング、人形、影絵など豊かな視覚的
表現で物語を描いたフィジカルシアター。

■ ■ ■ ■ ■ 受賞作品 ■ ■ ■ ■ ■
《untitled》
電車やバスで使われている「つり革」をモチーフに
インスタレーションを制作する。絶えず揺れ動くつ
り革によって、つり革を手にした人々の身体と意識
が同時に移動していくという、日常の光景に潜む異
様さを取り出して表現する。

■ ■ ■ ■ ■ 受賞作品 ■ ■ ■ ■ ■
《ぼくらの居場所は海の向こうか森の中、はたまたど
こか彼方。》
近年の大作に、長く暮らした世田谷をテーマとした
新作を加えて展示を構成する。

代表者 : 吉川 美鈴。mxa（え
むのえ）一級建築士事務所
代表。川上 恭輔とともに、

建築設計のほか、まちづくりやワークショッ
プなどの企画や運営を行う。

代表者 : 野崎 夏世（のざき 
かよ）。
現在世界 14 カ国 76 都市

から招聘され、演劇祭やストリートフェスティ
バル、学校文化鑑賞会など、対象や場所に合
わせた作品を創作し、上演している。

東京藝術大学大学院美術研
究科修士課程工芸専攻鋳金
修了。在学中よりグループ

展に参加し、作品を発表する。

東北芸術工科大学大学院日
本画領域修了。在学中より
個展を開催し、さらに地域

と連携したアート・プロジェクトやグループ
展に参加する。

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

人気の室内楽シリーズ初夏の公演では、オーボエの古部賢一とギターの
鈴木大介が共演する。
オーボエの古部は、東京藝術大学在学中に新日本フィルハーモニー交響
楽団の首席奏者になったという実力派で、ソリストとしてはもちろん、様々
な演奏家との室内楽でも幅広く活躍している。
ギターの鈴木は、日本が世界に誇る作曲家、武満徹から「今までに聴いた
ことがないようなギタリスト」と評された才能あふれる演奏家で、小澤征爾
が中心となって開催されているサイトウ・キネン・オーケストラにもたびた
び出演。国内外の演奏家から信頼も厚く、常に注目を集め続けている。
古部と鈴木の息の合ったコンビで、その才能の広がりを見せつけてくれる
ことだろう。

古部賢一（オーボエ）　鈴木大介（ギター）
A.ピアソラ：タンゴの歴史-カフェ1930、リベルタンゴ

E.モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス
A.マルチェロ（J.S.バッハ編）：オーボエ協奏曲 BWV 974
D.チマローザ（A.ベンジャミン編）：オーボエ協奏曲
H.ヴィラ＝ロボス：ショティッシュ・ショーロ（ギター・ソロ） 他

 3,000円　一般 3,500円　

音楽事業部

古部賢一＆鈴木大介　―オーボエとギターのおしゃれな時間―

耳をすますと“物語”と“音楽”がきこえてくるドレミ図書館へようこそ！
おはなしが大好きな幼児の皆さんに、「おおきなかぶ」や「おむすびころ
りん」のお話を、マリンバの演奏にのせてお届けします。ご家族やお友
だちといっしょに、わくわくする時間を過ごしませんか？ 手遊びうた
やマリンバミニ・コンサートもお楽しみに♪

西山琴恵（ナビゲーター＆うた）　横田大司（マリンバ演奏）
幼児向け／ファミリーから一般の方まで
無料／事前申込み不要　※直接会場にお越しください

せたおん まちなかコンサート

コトコトさんのドレミ図書館　～耳をすますときこえてくるよ♪～

☎5432-1515チケットのお申込み

　※未就学児入場不可

古部賢一　©土居政則

鈴木大介

6月18日（日） 15:00開演　成城ホール

5月27日（土） 14:30開演　鎌田区民センター（第1会議室）
5月28日（日） 10:30開演　粕谷区民センター（多目的ホール）
　　　　　　 14:30開演　上北沢区民センター（ホール）
※各回40分／入場は開演の20分前より

室内楽
シリーズ

若手アーティストを奨励・支援する芸術賞の第5回受賞者が決定しました。
いずれも20代〜30代のフレッシュで将来有望な方 で々す。
今回は5部門に総数43件の応募があり、一次審査、本審査を経て生活デザイン部門、舞台芸術部門、美術部門の
3部門のみの授与となりました。
2017年度（平成29年度）の作品発表に向け、せたがや文化財団と世田谷区が創作活動を支援していきます。
発表については、情報ガイド紙面のほか各事業部のホームページでもお知らせします。

第5回 世田谷区芸術アワード“飛翔”
受賞者決定

生活デザイン部門 舞台芸術部門 美術部門 美術部門

to R mansion
（トゥー アール マンション）

青木 亨平
（あおき きょうへい）

古田 和子
（ふるた かずこ）

吉川 美鈴 + 川上 恭輔
（よしかわ みすず
+ かわかみ きょうすけ）

世田谷パブリックシアター友の会 会員割引あり（前売のみ）　 車椅子スペースあり（定員あり・要予約）　※詳細はP7へ

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〜金曜日：10:00〜18:00）
5432-1559　 info@setagayamusic-pd.com　 http://www.setagayamusic-pd.com/Mus i c音 楽 事 業 部

割引対象（前売のみ）

89万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

6月25日号
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



2004年に芸術監督・野村萬斎の出演で上演し好評を博した『子午線の祀り』を、萬斎自らの演出で再
上演。「平家物語」に題材をとり、日本の演劇史に確たる叙事詩劇として燦然と輝く、木下順二の傑作
戯曲。1979年に能狂言、歌舞伎から、現代劇までジャンルの垣根を越えたスタッフ・出演者が集まり創
り上げられたこの作品は、世田谷パブリックシアターでも2004年に野村萬斎出演により上演されました。
壮大なスケールを持つ本作を、世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演として、この夏、新演出・
新キャストにより上演いたします。

歴史に名高い、源平の合戦。次第に平家の旗色は悪くなるばかり。兄宗盛
（河原崎國太郎）に代わり平家軍を指揮する平知盛（野村萬斎）は、一ノ谷の
合戦で源義経（成河）の奇襲を受け、海へ追い落とされる。いら立つ知盛は、
後白河院に和平をはかってもらうべく、生け捕りになった弟重衡の思い人でも
ある舞姫・影身の内侍（若村麻由美）を京へ遣わそうとする。だが平家を支え
る四国の豪族・阿波民部重能（村田雄浩）は、和平によって三種の神器を手
放すことに反対し、抗戦論を唱え、影身を殺してしまう。知盛は平家滅亡を予
感しながらも、重衡の身柄と引き換えに三種の神器を返せと迫る院宣を拒絶
し、徹底抗戦の道を選ぶ。
一方義経は、頼朝から目付として遣わされた梶原景時（今井朋彦）と対立しな
がらも、弁慶らの協力を得て、屋島を背後から襲い、平家を再び海へ追い落
とす。そしてついに壇の浦の決戦の日を迎えて――。

『子午線の祀り』は、演劇の原体験
昭和最大の戯曲と言われている『子午線の祀り』。私の父（野村万作）が
1979年の初演に源義経役で出演していたので、中学生の時に初演を観てい
ます。いわば、私の演劇の原体験です。その後、私は1999年と2004年に平
知盛を演じ、またこの度、初めて演出も務めさせていただくことになりました。
新しいキャストの方 を々お迎えして上演する2017年版『子午線の祀り』は、登
場人物たちの魅力的な内面性と、すべての人間の運命を包み込む宇宙の壮
大なスケール……ミクロとマクロを舞台上に描きだしたいと思っています。タイ
トルにある“子午線”とは、自分の立っている場所の天頂と北極の地軸の延長
線上を結ぶ線をあらわす天文用語です。まさに客席にいながらにして、宇宙の
中にいるような感覚、“子午線”を感じていただけるような作品にしたいと存じ
ます。ぜひご期待ください。

7月1日（土）～23日（日）

　　　 世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演
芸術監督・野村萬斎 演出 『子午線の祀り』

世田谷パブリックシアター、シアタートラム、世田谷
文化生活情報センター館内を始め、区内各施設、
都内近郊劇場にて順次配架します。芸術監督・
野村萬斎のインタビューやお祝いメッセージも掲
載です！ 劇場HPからもダウンロードいただけます。

作木下順二　演出 野村萬斎　音武満徹
野村萬斎　成河　河原崎國太郎　今井朋彦　村田雄浩　若村麻由美 他
全席指定（税込）　  S席（1,2階） 8,600円　一般 S席 8,800円　

A席（3階） 5,400円　プレビュー S席 7,300円　A席 4,400円　高校生以
下・U24  一般・プレビュー料金より半額
※未就学児入場不可

今井朋彦（梶原景時） 村田雄浩（阿波民部重能） 若村麻由美（舞姫・影身の内侍）

野村萬斎（平知盛）

世田谷パブリックシアター シアタートラム

成河（源義経） 河原崎國太郎（平宗盛）

5/13（土）
一般  5/14（日）

発売
開始

世田谷パブリックシアター開場20周年プログラム スタート
1997年に開場した世田谷パブリックシアターは、2017年4月5日、開場20周年を迎えました。

開場記念日の「トーク＆パフォーマンス『MANSAIボレロ』」を皮切りに、いよいよ開場20周年記念プログラムが始まります。

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515

ラインアップリーフレット配架中！

あらすじ

野村萬斎コメント （演出／新中納言知盛役）
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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。

区制85周年

〒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/Theatre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



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

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

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

Under24割引あり
（要事前登録・枚数限定）

高校生以下割引あり
（要年齢確認証提示）

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

ABSOLUTE ZERO 
絶対零度 2017

シアタートラム

　
世田谷パブリックシアターチケットセンター　前売情報 下記に掲載されていない公演・情報は、世田谷パブリックシアターチケットセンター

へお問合せいただくか、世田谷パブリックシアターのホームページをご覧ください。

●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

演 劇

演 劇

シス・カンパニー公演／
日本文学シアターVol.4　『能「黒塚」より』黒塚家の娘

チェルフィッチュ
『部屋に流れる時間の旅』

5/12（金）～
6/11（日）

6/16（金）～25（日）

1917

15:00
14:00

19:00

183/16

舞 踊

舞 踊

『花粉革命』

関かおりPUNCTUMUN（プンクトゥムン）
新作ダンス公演

5/5（金・祝）～7（日）

6/30（金）～7/2（日）

1/21

18:00

1/21

18:00

世田谷パブリックシアター フリーステージ 2017

撮影：Akihito Abe

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

構成・振付・美術・照明 勅使川原三郎　 勅使川原三郎　佐東利穂子　
 4,700円　一般 5,000円　ペア 9,000円（前売のみ取扱い）　高校生以下・U24 2,500円　※未就学児入場不可

岡田利規　 青柳いづみ　安藤真理　吉田庸 他
全席自由席（整理番号付）  3,300円（アーツカード割引は枚数

限定となります。）　一般 3,500円／当日 4,000円　U24 3,000円　
高校生以下 3,000円（前売りのみ）　

株式会社プリコグ　☎6825-1223（平日11:00～19:00）

未就学児
入場不可

演出・構成・振付 笠井叡　 笠井瑞丈
全席自由席（整理番号付）  3,300円　一般 3,500円／当日 4,000円　

学生 3,000円／当日 3,500円（当日要年齢確認）　U24 3,000円
瀧本　☎080-8522-2276（平日10:00～17:00）

演出・振付 関かおり　
北村思綺　後藤ゆう　小山まさし　清水駿　鈴木清貴　髙宮梢　矢吹唯　山田花乃　

吉田圭　関かおり 
全席自由席（整理番号付）  2,800円　一般 3,000円／当日 3,500円　24歳以下 2,500

円／当日 2,800円　U24 2,500円　 ダンスインディード　☎090-4429-5747

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

5/5 6 7

19:00
15:00

アフタートークあり

5/5 6 7

19:00
15:00

アフタートークあり 北村想　 寺十吾　 風間俊介　趣里　高橋克実　渡辺えり
一般 7,500円　トラムシート 4,000円　※お一人様1申込みにつき1公演2枚まで　
シス・カンパニー　☎5423-5906

▲19日以降（金）（水）18:30、（土）（木）14:30/18:30、（日）（月）14:30、（火）休演

未就学児
入場不可

5/12131415161718

18:30
14:30 休

演

2

17:00

13:00
14:00

18:00
19:30

6/307/1

15:00
13:00

17:00
19:00

5/12131415161718

18:30
14:30 休

演

5/5 6 7

19:00
15:00

アフタートークあり

田園都市線

三軒茶屋駅

三軒茶屋駅

世田谷線

地下連絡通路

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）

至 渋谷

▲

世田谷通り

キャロット
タワー
キャロット
タワー

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

オンラインで 
 （要事前登録・登録料無料）　 

6/1 2 3 4

19:30
15:00

 4/29（土・祝）
一般  5/1（月）

発売
開始

6/16 17 1819202122

18:00
14:00

19:30

休
演

232425

＝17日18:00　終演後ポスト・
    パフォーマンス・トークあり

＝6/16～19英語字幕付
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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。

区制85周年

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
☎5432-1526　 5432-1559　 http://setagaya-pt.jp/Theatre世田谷パブリックシアター

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

6月1日（木）～4日（日）
世田谷パブリックシアター

当劇場のオープニングシリーズのひとつとして1998年に初演された『ABSOLUTE ZERO 絶対零度』が開場
20周年記念公演として待望の2017年版として上演されます。「絶対零度」とは、物理学上、最も低い温度と
言われる摂氏マイナス273度のこと。そこでは極々稀に極小単位で予期せぬ現象が起こると言われています。
1980年代から日本のダンスシーンを牽引してきた勅使川原三郎が「絶対零度」をタイトルにつくりあげた本作
品。過去にイギリス、オランダ、イタリア、フランス、ドイツ、台湾、オーストラリアなどで公演、各国で高い評価
を獲得しています。国内外の観客から熱狂的に支持された名作が約20年ぶりに世田谷パブリックシアターに
帰ってきます。どうぞお見逃しなく。

開館の年より、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、多くの皆さまに楽しんでいただいています。今年も約60団体が一堂に集まり、日頃の成果を披露します。ぜひこの機会に劇場にお越しください！

※都合により時間や内容に変更がある場合がございます　※託児サービスなし　　　 世田谷パブリックシアター　☎5432-1526

4月30日（日）に開催される、世田谷クラシックバレエ連盟公演の入場券の事前のお申込みは終了いたしました。当日券は以下の通り配布いたします。

◎ 世 田 谷 クラシックバレエ 連 盟 当 日 券 について

illust：Masahiro Yamanaka

 世田谷クラシックバレエ連盟　
日時 4月30日（日） 16:00開演［15:30開場］　
会場 世田谷パブリックシアター

 音楽部門　
日時 4月30日（日） 15:00開演［14:30開場］
会場 シアタートラム

 ダンス部門　
日時 5月5日（金・祝）/5月7日（日） 15:00開演［14:30開場］
会場 世田谷パブリックシアター

配布時間  開演の90分前～配布予定枚数終了まで
配布場所  世田谷パブリックシアター劇場入口前の当日券受付
配布枚数 1名様2枚まで

※状況により、補助席およびお立見へのご案内になる場合がございます
※予定枚数終了次第、当日券の受付は終了となります
ご来場いただいても入場できない可能性もございますので、予めご了承ください
※音楽部門、ダンス部門は入場券の配布はございません。ご来場順にお入りいただけます

入場無料
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楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひご
家族みなさまでお出かけください。

無料　※室内履きをご持参ください

初心者の方におすすめ!青空の下、太極拳を
体験しよう!　※雨天の場合中止

高校生相当以上　 先着20名　 300円　
当日申込　  

小学生とその保護者（25M程度泳げる方）　
抽選25組50名　 小学生700円、大人

1,400円　  　 5月7日（必着）

［コースレベル］：★☆☆（初級）
［目的地］弥彦山・弥彦神社・十日町市内　
※詳細はHPかお電話でお問合せください　

［宿泊地］松之山湯本（新潟県）
18歳以上　 抽選40名　 20,000円　
5月9日（必着）　※初日弁当・水筒・雨具

持参、登山靴着用（物品の貸し出しはありま
せん）

［種目］中長距離　 原則高校生相当以上の
陸連登録者　※ただし、中学生の参加は要項
に記載の標準記録を突破したものに限り参加
を認める

1種 目1,000円　 当 財 団HPより申 込
書をダウンロードし、メール（ setaspo-

①総合運動場（体育室・会議室兼軽運動室）
ヨガ、ピラティス、筋トレ、ズンバ（ラテン系の
音楽に合わせてエアロビクス）、 Group Fight

（音楽に合わせてパンチやキック動作）、ベ
リーダンス　など
②総合運動場温水プール
はじめてアクア、水中ウォーキング、水中エア
ロ　など
③千歳温水プール（体育室）
ヨガ、ピラティス、エアロビクス、ボディシェ
イプ、ボクシングフィットネス、健康太極拳、
など
④千歳温水プール（プール）
水中ウォーキング&ストレッチ、アクアシェイ
プ、ビギナーアクア
⑤大蔵第二運動場（トレーニングルーム）
ズンバ、ぺルビック（骨盤）、体幹トレーニング、
ファイティングミットエクササイズ　など

先着18〜40名　※教室により異なる
①400〜500円②施設利用料金のほか参

加料金300円③④施設利用料金のほか参加
料金200円⑤施設利用料金のみ　 ①
②  ③④  ⑤

初心者・初級者ソフトテニス
5月21日〜6月25日　毎週日曜
9:00〜11:00（全6回）    総合運動場テニスコート

小学3年生以上  抽選40名  3,600円
（中学生以下1,800円）   5月8日（必着）
ショートテニス
6月3日〜7月8日　毎週土曜　※除外日あり　
19:00〜20:30（全5回）　桜町小学校体育館

小学1年生以上　 抽選40名　 3,000円
（中学生以下1,500円）　 5月18日（必着）
ソフトバレーボール
6月3日〜7月8日　毎週土曜  ※除外日あり　
18:30〜20:30（全5回）　京西小学校体育館

小学1年生以上　 抽選30名　 3,000円
（中学生以下1,500円）　 5月18日（必着）
ボウリング
6月4日〜25日　毎週日曜 9:30〜11:30（全
4回）　オークラランド

小学4年生以上　 抽選30名　 4,000
円　 5月18日（必着）　※靴代は自己負担
初心者弓道
6月6日〜15日　火・水・木曜

18:30〜20:30（全6回）　総合運動場弓道場
中学生以上　 抽選30名　 4,200円

（中学生2,100円）　 5月18日（必着）

［内容］体組成測定、講義、筋力トレーニング、
有酸素運動等　 概ね30〜50代　 抽選
20名　 3,600円　 5月18日（必着）

軽度の知的障害のある小・中学生で付添
者の同伴が可能な方　 抽選25名

1,000円　 障害の内容も明記でスポー
ツ振興財団へ　 5月18日（必着）

軽度の知的障害のある高校生相当以上で
教室開催中付添者の同伴が可能な方　 抽
選10名　 2,500円　 障害の内容も明記
でスポーツ振興財団へ　 5月8日（必着）

※A B とも午前中、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
7,500〜11,000円（クラスにより異なりま

す）　 ハガキまたはFAX（上記申込方法
参照、希望クラスも明記）で 　 5月2日

（必着）　※時間・クラス等は要問合せ

イベント

kyougikai@se-sports.or.jp）でスポーツ振興
財団へ　 5月11日（必着）　※種目、時間な
ど詳細は要項参照　※団体はHP参照

［種目］自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ
（いずれも25m）、フリーリレー　※1人2種
目まで（ただしリレー種目除く）　 25m余
裕をもって完泳できる小学生以上の方　

500円（リレー／1チーム800円）　 所
定の申込用紙・個人票・参加費振込済みの
コピーを添付し、郵送で区水泳協会：飯野

（〒156-0054 桜 丘4-1-11-405 ☎3439-
2089）へ　 5月2日（必着）　※当日、玉川
中学校温水プールは18:00から一般開放

一般（学連加盟者は不可）　 1,400円／
ペア（別途登録料500円／人）　 所定の
申込書で区バドミントン協会・安藤（〒157-
0074 大蔵5-8-6 ☎3415-0692）へ　 5月
19日（必着）

■テニス競技（中学・高校）
7月25日（火）〜8月11日（金・祝） 9:00〜
総合運動場テニスコート

［種目］ すべて先着順 ① 中学男子:（単）
256名・（複）80組 ②中学女子:（単）128名・

（複）80組 ③ 高 校 男 子:（単）244名・（複）
104組 ④高校女子:（単）120名・（複）104組　
（単）500円／人・（複）1,000円／組
5月23日（火）15:30〜18:00に、所 定 の

申込書に参加費を添えて総合運動場会議室
兼軽運動室へ持参　※受付終了後、空きの
ある種目は5月25日（木）、26日（金）15:00
〜18:00に区テニス協会（桜丘1-17-18　☎
5451-0691）で受付（郵送不可）
■少年サッカー競技
8月5日（土）〜12月10日（日） 9:00〜
二子玉川緑地運動場 他

区内在住・在学の小学生　 1,000円／
チーム　 所定の申込書をFAXで区少年
サッカー連盟事務局（ 3417-1777）へ

7月1日正午（必着）

第55回 親と子のつどい
「スポーツチャレンジコーナー」

5月3日（水・祝） 10:00〜15:00
総合運動場体育館

脂肪燃焼講座
〜運動不足解消しましょう〜

6月3日〜7月8日  毎週土曜  10:00〜11:45
（全6回）　千歳温水プール集会室

青空太極拳教室
5月20日（土）・27日（土） 11:00〜12:00

千歳温水プール　地下1階サンクンガーデン

トレッキング
新潟県「弥彦神社と十日町の旅」

6月4日（日）〜5日（月）
区役所第三庁舎前 6:30集合

ライフセービング体験会
5月28日（日） 10:00〜12:00　千歳温水プール

各種スポーツ教室

わくわくサッカー教室
6月3日（土）、11日（日）、17日（土）、25日（日）
9:30〜11:00（全4回）　池尻小学校第2体育館

いきいきリズム体操
6月4日〜7月30日　隔週日曜（全5回）

13:30〜15:00　千歳温水プール集会室

第2期デイタイムテニススクール
A 月曜コース　5月29日〜7月3日
B 金曜コース　6月9日〜7月14日

第101回 世田谷区民
バドミントン大会（前期）

6月4日（日）〜7月16日（日） 9:00〜
総合運動場体育館 他

第67回 世田谷区民体育大会

スポーツ教室
フィットネス教室開催中
事前申込不要　当日直接会場へ

大  会
※大会要項・所定の申込書は、一部当財団ＨＰから
ダウンロード可　※詳細は各問合せ先へ

第2回 世田谷陸上競技会（個人）
6月10日（土）　総合運動場陸上競技場

小学生以下　 無料　 専用の用紙（対象施設にあ
り）にお母さんの似顔絵を描き、各施設受付へ　 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）
※展示終了後、参加賞を進呈します

申込期間：4月23日（日）～5月14日（日）
展示期間：4月23日（日）～5月21日（日）
総合運動場温水プール、千歳温水プール

運動能力発達教室（キッズ／ジュニア）
～年齢に合わせて、運動の土台作りをしていきます。～

総合運動場
コース型教室
新規教室増設！！

総合運動場体育室
4月〜6月（キッズ：毎週火曜 15:30〜／ジュニア：毎週木曜 18:00〜）
※詳細はホームページをご覧ください～お母さんの似顔絵を描こう！～

母の日の
似顔絵展

▶施設名・略称一覧  各イベント申込み、問合せ先は各記事、またはこちらをご確認ください　  総合運動場管理事務所 〒157-0074 大蔵4-6-1 ☎3417-4276 3417-1734　  総合運動場温水プール管理事務所 〒157-
0074大蔵4-6-1 ☎3417-0017 3417-0013　 千歳温水プール管理事務所 〒156-0055 船橋7-9-1 ☎3789-3911 3789-3912　 大蔵第二運動場管理事務所 〒157-0074 大蔵4-7-1 ☎3416-1212 3416-1777

第19回 世田谷区水泳記録会
6月4日（日） 10:00〜　玉川中学校温水プール

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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