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世田谷246ハーフマラソン公式サポートイベント「ランニングクリニック」
※詳細は本紙7月25日号掲載予定

世田谷区立総合運動場陸上競技場
9月9日（土）、16日（土）、23日（土・祝）、10月7日（土） 10:00〜12:30（予定）

種  目 部  門 スタート 制限時間

5km
A  中学生男女 11:00

40分 高校生相当～39歳男女

B  40～59歳男女 12:00 60歳以上男女

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

〈距離5km・2km〉
駒沢オリンピック公園（周回）　
●定　 員：各種目300名  
　※2kmC［親子（小学生）］は300組
●参加料：高校生相当以上1,000円、
　小・中学生300円

健康マラソン
（公財）日本陸上競技連盟公認競技会
〈距離21.0975km〉
●定　　員：1,600名
●参 加 料：4,500円
●制限時間：130分（途中関門 4カ所）
●部　　門：陸連登録者男女、
　　　　　　高校生相当〜39歳男女、
　　　　　　40〜59歳男女、60歳以上男女

ハーフマラソン

⇒詳細は8面へ

 世田谷区制85周年記念事業 次回（7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（土・日・祝・休除く9:00～17:00）

大会に関する
お問い合わせ

世田谷246ハーフマラソンエントリー事務局
（スポーツエントリー内）
☎0120-711-951（土・日・祝・休除く10:00～17:30）

申込みに関する
お問い合わせ

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
8:30 Start （荒天中止）

日11月12日

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。

世田谷246ハーフマラソン
申込期間開催日  7月 1日   〜7月31日

参加者募集開始! 

第12回

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 プロジェクト 2017

遊びと学びの子ども

土 月
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　　　　　　  　　　会期中、多彩な関連企画を行います。ふるってご参加ください！

■関連展示「山を考える」
7月15日（土）～9月18日（月・祝） 10:00～18:00　1階文学サロン

「山の日」制定の経緯や、家族で楽しく登山するための心構えなどを、クイズ形式のパネル
でご紹介します。

［協力］公益社団法人　日本山岳会
どなたでもご利用いただけます　 なし　 無料

■「山へ！展　スタンプラリー」　
7月15日（土）～9月18日（月・祝） 10:00～18:00　1階文学サロン
展示関連のスタンプラリーを実施します。楽しみながら館内施設を巡ります。

どなたでもご利用いただけます　 なし　 無料

■山×身体　ことばとからだ「やまはこれ“からだ”」
8月29日（火） 10:30～15:30　1階文学サロン　
世田谷区内の大学と連携し、自然や山をテーマに身体で表現します。

日本女子体育大学　ダンス・プロデュース研究部　 小学生　 30名　 無料
8月8日（必着）

山へ！to the mountains展

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。

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）

関連企画

■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
住の方も可）
■応募方法
9月1日～12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2018年
3月発行予定の「文芸せたがや」誌に掲載。
■募集部門と選考委員
詩　：三田洋・渡辺めぐみ
短歌：草田照子・佐佐木幸綱
俳句：高橋悦男・西村和子
川柳：おかの蓉子・速川美竹
随筆：鴻巣友季子・堀江敏幸

世田谷文学賞　作品募集！■ワークショップ・見学会
①「超ショートショート講座：初級編」
8月2日（水） 13:30～15:30

［会場・共催］青少年交流センター池之上青
少年会館
超ショートショート小説をつくります。

田丸雅智（作家）　 小学3年生～（保護者
同伴不可）　 抽選30名　 無料　 7月
19日（必着）　
＊本講座受講者は、下記講座②に優先参加可
②「超ショートショート講座：中級編」
8月20日（日） 13:30～15:30

［会場・共催］奥沢区民センター
田丸雅智（作家）　 小学5年生～（上記①

受講の3・4年生は参加可・保護者同伴不可）　
抽選30名　 無料　 ８月６日（必着）

③東京農業大学「食と農」の博物館
見学会
8月5日（土） 13:00～16:00

［共催］桜丘区民センター運営協議会
小学5年～中学生　 抽選20名　 無料　
7月22日（必着）

古今東西、人は「山」とともに生きてきました。本展では、その過程で産み出され
てきた様々な〈知〉と〈表現〉に注目し、文学を中心としながら、芸術、建築、地質、
植物などとの関わりの中で、「山」を多角的に捉え直します。展覧会にあわせ、多
彩なプログラムも実施します。

一般800（640）円／65歳以上、高校・大学生600（480）円／障害者手帳をお持ちの方
400（320）円／中学生以下無料　
※（　）内は20名以上の団体料金 　
＊7月21日（金）は65歳以上無料　＊8月11日（金・祝）「山の日」は無料観覧日
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深田久弥　国師岳の頂上で　1964年　撮影：望月達夫 深田久弥　愛用の登山道具

「日本百名山」原稿と連載された雑誌「山と高原」

『日本百名山』（新潮社）　1964年

往復ハガキ（欄外記入方法参照、年齢も明記、連名可）で当館イベント担当へ

往復ハガキ（欄外記入方法参照、年齢も明
記、連名可）で当館イベント担当へ

7月15日（土）～9月18日（月・祝）　2階展示室

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  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
開催中～9月18日（月・祝）　1階展示室

夏目漱石 書『千年丹頂鶴』 割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　7月15日（土）～9月18日（月・祝）  
　　　　 山へ！ to the mountains展
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→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



2017年6月25日 3凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

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
陶芸家・濱田庄司
の五男でガラス作
家・濱田能生（1944-
2011）の透明感溢れ
る吹き硝子作品18点
を展示します。

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

6/27〜7/2
世田谷区環境ポスターコンクール作品展

第35回　世田谷平和美術展
林はやし大起だいき ここの湿度 展

1954年、清川泰次はパリを訪れ、藤田嗣治
のアトリエや、街の様々な風景を写真におさ
めました。当時と
してはまだ珍し
いカラーフィル
ムで撮影された
写真を、絵画作
品とあわせて展
示します。

人間の「身体」をいかに表
すか―美術の表現におい
てもっとも普遍的かつ根
本的なテーマに、宮本三郎
はどのように向き合って
いたのでしょう。初期から
晩年までの作品を通して
それを探ります。

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

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
6/27〜7/2 乙女たちの好奇心
7/4〜9 La voix de lapis 日本画展
7/11〜16 加地靖生遺作展Vol.2

7/17〜23
原点　Hong Mi-kyoung
/M.W.SHNEIDER　※7/18（火）は休館

※ 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）

京都に生まれ、関西美術院で学んだ
向井潤吉。戦前には渡欧しルーヴル美術館
での摸写にとりくみました。戦時中の従軍
体験を経て、戦後、民家というモティーフへ
といたった、
向井の画家
としての前
半生をたど
ります。

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

《裸婦》1957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

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

7月23日（日） 14:00～15:30（開場13:30）
奥沢周辺の緑豊かな住環境は、宅地内の植
栽で保たれています。それを「開かれた庭」と
名付け、次世代に引き継いでいくためのガイ
ド冊子を発行した「土とみどりを守る会」の
代表に、誰でも参加できる「みどりの街づく
り」の取り組みを紹介していただきます。

堀内正弘（多摩美術大学 環境デザイン学
科教授／NPO法人土とみどりを守る会代表）

どなたでも　 申込先着50名　 500円
（展覧会観覧料含む）　 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

8月9日（水）、10日（木）、11日（金・祝）
13:00～16:00（随時受付・事前申込み不要）
身近な素材を貼り合わせて、カラフルな顔ブ
ローチを作ります。材料を自由に組み合わせ
て、にぎやかに、泣いた・怒った・笑った顔
を集わせましょう！

外村友紀（Yellowpony）　 どなたでも
1回100円

宮本三郎記念美術館と地域の会 共催
人ひろば vol.37

「開かれた庭」とは？ ～みどりの街づくり

サマー・ワークショップ
かおかおブローチをつくろう！

■ ■ ■ ■ 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）　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。

《柿若葉》
［甲州石和にて］

1950年代

小コーナー展示

エリック・カール展

絵本『はらぺこあおむし』で知られ、世界中の子
どもたちに愛されている絵本作家・エリック･
カール（1929-）。本展は、米国マサチューセッ
ツ州アマーストにあるエリック･カール絵本美術
館の全面的な協力を得て、アメリカを代表する
この作家の絵本原画・作品資料など約160点
を、「PartⅠ  エリック・カールの世界」「PartⅡ　
エリック・カールの物語」として2部構成で展示
します。

『パパ、お月さまとって!』最終原画、1985年、エリック・カール絵本美術館　© 1986 Eric Carle

『こぐまくん こぐまくん なに みているの？』表紙原画、2006年、
エリック・カール絵本美術館　© 2007 Eric Carle

Collection of Eric and Barbara Carle, courtesy of The Eric Carle Museum of Picture Book Art, Amherst, Massachusetts
The Art of Eric Carle is organized by The Eric Carle Museum of Picture Book Art, Amherst, Massachusetts, USA

◆100円ワークショップ   「飛び出せ絵本！主人公マグネット」 
 「エリック・カールさん風コラージュカンバッチ」

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　

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　●チケットは、公式サイト、各種プレイガ
イドで購入いただけます

関 連 企 画

展覧会公式サイト http://ericcarle2017-18.com/

開催中～7月2日（日）　1階展示室

淀井彩子《形象・芭蕉 ８》
2004年

《瑠璃硝子吹込花瓶》制作年不詳　撮影：上野則宏

休館の
お知らせ

遊びと学びの子どもプロジェクト2017事業 世田谷区制85周年記念事業

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　1階展示室　開催中〜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）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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114歳のワンピース
【制作】7月21日（金）～23日（日） 10:00～17:00
【撮影会】8月26日（土） 13:00～17:00　※4日完結 生活工房4Ｆ
14歳の心模様をデザインして布にプリントします。
布は工場でワンピースに仕立て、完成後には撮影会も行います。

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）

2 イシス編集学校×生活工房
大好きな本の伝えかた－－読書感想文の編集術！
7月22日(土) 14:00～16:30　イシス編集学校「本楼」（赤堤2-15-3）
自分の好きな本の魅力を引き出し、人に伝えるための「編集術」を、親子一緒に
ゲーム感覚で学びます。

イシス編集学校　 小学3年～中学生の親子2人1組　 抽選20組
1組 1,000円　 7月10日（必着）

3 日常探検LABO～カラフル！ 色のふしぎ編
7月29日(土) ①11:00～13:00　②15:00～17:00　各回完結　生活工房4F

「色」のふしぎを探る大実験教室。クロマトグラフィーという方法でカラーペンの
色を分解して、日常探検家となるためのメガネをつくります。

日常探検LABO（おかだゆか＋吉田貴寿＋遠山美月）　 小学3年～中学生
各回抽選20名　 1,000円　 7月15日（必着）

「松田美緒の小さなギャラリーツアー」
7月8日（土） 14:00～17:00（30分毎にツアー
実施予定）　3F生活工房ギャラリー
この日限りのスペシャル・アテンダント、
松田さんの解説でめぐる小さなギャラリーツ
アーです。松田さんが会場に在廊し、旅の裏
話をお話します。　※混雑時には入場制限を行う
場合もあります　 無料　 不要、直接会場へ

にしむらあつこさんの人気絵本『ぐぎがさん
とふへほさん』の原画19点をメインに、「へび
のこ」の一年を描いた『野をこえて』の原画を
全点展示します。� 無料

ハワイやブラジルへ渡った日本人、長崎県伊
王島に暮らしたキリシタン、徳島県祖谷（い
や）の木びきさん。国内外で“うたう旅人”と
して活動する松田美緒氏は、各地に残る「う
た」を手がかりに、日本の多様性を伝えてい
ます。そんな伝承曲を通して、あらためて日
本について考える展覧会です。� 無料

夏の子どもワークショップ 2017　

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

「ぐぎがさんとふへほさんのモビールを
つくろう」
8月1日（火） 13:30～16:00　生活工房4F
登場人物たちがゆらゆらゆれるモビールをつ
くりましょう。牛乳パックや色画用紙を再生
して紙粘土にするところから始めます。

森友見子（造形作家）　 小学1年生以上
抽選20名　 500円　 往復ハガキで生

活工房へ（P5記入方法参照、学年も明記）
7月18日（必着）

20世紀の映像百科事典「エンサイクロペディ
ア・シネマトグラフィカ」の映像群に、生命の
根源的な営みを学ぶシリーズの第1弾。様々
な繊維から「ひも」を作り出す世界各地の映像
を観ていきます。　※ワークショップの応募は締
め切りました

［企画進行］下中菜穂（造形作家・もんきり研
究家）、丹羽朋子（文化人類学者）　［協力］（公
財）下中記念財団　各日それぞれ　 当日先
着50名　 500円　 不要、当日直接会場へ

■上映作品
【7月1日（土）】 「竜舌蘭繊維の糸づくりと紐づ
くり」（コロンビア／アルファコ族／1969年）、

「ココヤシ繊維の紐づくり」（エリス諸島／
ポリネシア人／1960年）ほか計7本程度

【7月15日（土）】 「綱づくり」（西スーダン／
ドゴン族／1966年）、「紐づくりと綱づくり」

（東ペルー モンターニャ／マチゲンガ族／
1968年）ほか計6本程度

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、地域の共
有財として公開・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］　 電話かメール

（P5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

映像のフィールドワーク・ラボ
vol.1 「ひもをうむ」

【上映会】①7月1日（土） 11:00～12:00
②7月15日（土） 13:00～14:00  生活工房4F

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

クレオール・ニッポンの旅
無名詩人の民謡から、ニッポンを聴く

開催中～7月23日（日） 9:00～20:00
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

穴アーカイブ：an-archive
8ミリフィルムを探しています。

【募集中】～7月15日（土）

関連イベント

イラスト：しまだなな 「ぐぎがさんとふへほさん」原画

関連イベント

にしむらあつこ絵本原画展
「ぐぎがさんとふへほさん」

7月29日（土）～8月27日（日） 9:00～20:00
会期中無休　3F生活工房ギャラリー

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

6 夏のNEWSなアニメーション in NHK技研
8月21日(月)・22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)
夏のおもしろニュースを考えてコマ撮りアニメーションをつくります。
放送スタジオで番組収録も行い、最後に上映会をします。

小柳貴衛（東京工芸大学助教）　 小学3年～中学生　 各日抽選20名
各日500円　 8月7日（必着）

7 おはなしいっぱい
8月23日（水） 11:30～15:00、24日(木)・25日（金） 11:00～15:00
生活工房4Ｆ
おはなし会の夏フェス！  手あそび・読み聞かせ・パネルシアターなど、
おはなしをおもいきり楽しむ3日間です。午前は幼児向け、午後は小学生向けの
プログラムを予定しています。※プログラムの詳細は7月中旬にHPでお知らせします。

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　【共催】世田谷おはなしネットワーク

5 第5回 世田谷区芸術アワード“飛翔” 受賞作品展
関連企画　「世田谷を“はかる”プロジェクト2017」
8月12日(土) 10:00～16:30　生活工房4Ｆ
建築家の道具に触れ、まちを「はかる」を知る・使う・デザインする、
3つのステップを学びながら、世田谷のまちを再発見するワークショップです。

吉川美鈴＋川上恭輔（世田谷を“はかる”プロジェクト）　 小学3年～中学生
抽選20名　 1,000円（三角スケール付）　 7月31日（必着）

4 家電のある生活展－暮らしのデザインミュージアム2017
関連企画  「あったらいいな！ の未来をデザインしよう！」
8月5日(土) 10:00～16:30　生活工房4Ｆ
デザイナーと一緒に未来の家電やまち、車を考えて大きな絵を描きます。
その作品は、秋に開催する生活工房の企画展で発表します。

矢野英樹（多摩美術大学情報デザイン学科准教授）
小学3～6年生　 抽選20名　 500円　 7月22日（必着）

往復ハガキ（P5記入方法参
照、いずれも学校名・学年・
性別を明記のうえ、3は希
望回、6は希望日も明記）
で各締切日までに生活工房
へ。1のみメール申込も可。

1～6の申込方法
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3
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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



 

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

2017年6月25日 5凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

2017年春、NHK朝の連続テレビ小説『ひよっこ』の音楽で活
躍中のアキラ所長が、台本から作られ劇中で使われる音楽「劇伴

（ゲキバン）」をテーマに分析します。脚本家・岡田惠和氏とタッ
グを組んだ朝の連続ドラマでは、どのような経過をたどって「ゲ
キバン」が作られたのか、その仕組みや楽しみ方に迫ります!

せたがや音楽研究所とは、宮川彬良（アキラ所長）による大
マジメかつ奇想天外な発想の音楽解釈にのせて楽しみなが
ら伝える、世田谷独自の音楽バラエティ・コンサートです。

指揮者／阿部未来
演奏／せたがやジュニアオーケストラ

W.A.モーツァルト：交響曲第25番 ト短調 K.183 第1楽章　
レスピーギ：交響詩「ローマの松」より第4部「アッピア街道の松」
L.モーツァルト：おもちゃの交響曲

500円　 　※未就学児入場可。ひざ上のみ無料

【募集パート】 ※いずれも若干名
弦楽器：ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
管楽器：オーボエ、ファゴット、トランペット、トロンボーン
パーカッション

【選考方法】 書類審査、実技
詳細はSJOのHP（ http://www.s-j-o.jp）をご覧ください

恒例となった、大人気のバンドバトルを今年も開催！
 熱く激しい戦いが繰り広げられます。

  出場するアマチュアバンドを大募集 ！
   参加して一緒に盛り上がりませんか。

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）　岡田惠和（脚本家）　吉田圭介
（INSPi）　引地洋輔（RAG FAIR）　ダイナマイトしゃかりきサ〜カス
せたがや音楽研究所オーケストラ&合唱団 

 2,800円　一般 3,000円
　※未就学児入場不可

9月16日（土） 17:00開演
世田谷区民会館

～来たれ！「劇伴道場」～

●ワークショップ
　①9/5（火）、②9/11（月） 19:00〜20:40　 会場  三茶しゃれなあどホール
　③9/15（金） 18:30〜20:00頃   会場  世田谷区民会館   ※時間変更の場合あり
●参 加 費　6,000円
●応募期間　7/1（土）〜31（月）
※応募詳細は出演者募集チラシまたはHPをご覧ください

「宮川彬良のせたがや音楽研究所 #8」のフィナーレ出演を
目的としたワークショップを開催します。せたがや音楽研究
所・合唱団の一員としてステージを一緒に盛り上げてみま
せんか?

7/24（月）発売
開始

定期演奏会へ向け、4月か
ら始めた練習の中間発表
の場としてのコンサート
です。指揮者に阿部未来
さんをお迎えしてお届け
します。ぜひみなさんお
誘い合わせのうえ、お気
軽にお越しください。

〈大会概要〉
●第一次予選　音源審査
●第二次予選　ライブハウス演奏
●決 勝 大 会　2018年2月18日（日）　世田谷区民会館
※審査員および観客による審査

［審査員］ 湯川れい子（音楽評論家） 他

※詳細は順次、HP・チラシ等でお知らせします

〈応募について〉
［応募期間］ 8〜9月（具体的な日程はチラシまたはHPをご覧ください）
［資格］・メンバーに世田谷区在住もしくは在学や在勤者がいること
　　    ・全員がアマチュアであること
　　     ・メンバーの平均年齢が35歳以上であること 他

ゲ
キ
バ
ン
っ
て

ど
う
や
っ
て

作
る
の
!?

おしえてアキラ所長!

宮川彬良　©Mikako Ishiguro 岡田惠和

10月1日（日） 14:00　世田谷区民会館

第6回  せたがやバンドバトルせたがやジュニアオーケストラ
オータムコンサート

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

「ステージでうたおう!」出演者募集!

平成29年度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）団員 追加募集 ！

遊びと学びの子どもプロジェクト2017事業 世田谷区制85周年記念事業

出場
バンド
募集！

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）

▲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）

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



8月4日（金）〜6日（日）　シアタートラム7月29日（土）・8月1日（火）　シアタートラム

8月31日（木）〜9月3日（日）　世田谷パブリックシアター
8月19日（土） 15:00・20日（日） 14:00　世田谷パブリックシアター

劇団かかし座 『Wonder Shadow』

『日野皓正presents “Jazz for Kids”』

脚本・構成・演出 後藤圭
石井世紀　櫻本なつみ　梅原千尋　伊藤篤志

 おとな 3,800円　一般おとな 4,000円
こども（3歳～小学生） 1,500円　
親子ペア 5,000円 
問劇団かかし座　☎045-592-8111 

『NEVERENDING STORY 〜まちがいのコンドルズ〜』

構成・映像・振付 近藤良平　
コンドルズ

 S席 4,700円　
一般 S席 5,000円　A席 3,000円　
4歳～高校生・U24  S席 2,500円　
A席 1,500円　親子ペア 6,000円

子どもとおとなのための◎読み聞かせ 『お話の森』

ROLLY（7月29日14:00（小学校高学年以上向け）／18:30新企画「音楽の森」ソロライブ）、
野村萬斎（8月1日14:00／17:00（4歳以上向け））
座席エリア：子供席（4歳～高校生のお子様・お子様と一緒の
大人）　大人席（大人のみでご入場の方）

 割引なし　おとな 2,500円　4歳～小学生  500円
中学生高校生・U24 1,250円　
※「音楽の森」ソロライブのみ
おとな 3,500円　U24 1,750円　小学生～高校生 上記と同じ

影絵のふしぎをつめこんだ、影絵実験エンターテイメント!

日野皓正と世田谷区立中学生のジャズビッグバンドによる、大迫力のコンサート
間違いの喜劇、まちがいの狂言、そして今度は『まちがいのコンドルズ』!?

アーティストの個性あふれる絵本の読み聞かせ。毎夏恒例企画に、野村萬斎・初登場
7/1（土）

一般  7/2（日）
発売
開始

7/1（土）
一般  7/2（日）

発売
開始

8月19日（土）『日野皓正Quintet Live』
8月20日（日）『Dream Jazz Band 13th Annual Concert』 

日野皓正（Tp）　Dream Jazz
Band 他

 おとな 4,300円　
一般おとな 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    

撮影：HARU

学校に行きたくない朝、自分の代わりがいたら…そんな妄想、演
劇でかなえちゃおう！自分をもう一人つくっちゃえば、夏休み
の宿題も任せられるかも!?
日程：8月20日（日）～22日（火） 10:30～16:30（3日間）
進行役：富永圭一（abofa）

中学生　
1,500円（全3日分）

18:30

14:00
17:00

7/29 8/1 ＝ROLLY（小学校高学年以上向け）
＝ROLLY「音楽の森」ソロライブ
＝野村萬斎（4歳以上向け、大人席は枚数限定）
※子供席をお求めの大人の方は、当日お子様と一緒にご入場ください
※全回、4歳未満のお子様入場不可　※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です

撮影：江森康之
※2歳以下のお子様入場可。お席が必要な場合はチケットをお求めください
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です　

65

19:00
14:00

8/4

＝終演後にバックステージツアーあり

＝終演後に、バックステージツアーと手影絵にレク
　チャーを組み合わせた「影絵体験ステージ」あり

影絵工作ワークショップ8/5（土）11:00～、8/6（日）11:00～

14:00
15:00

8/19 20 ※4歳未満のお子様入場不可
※9/2（土）13:00と9/3（日）14:00の公演は0歳児から入場可能、0～3歳はひざ上可。
周りのお客様にご配慮ください
※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です

3

18:00

13:00
14:00

19:00

8/319/1 2 ＝0歳～入場可

申込締切 7月26日（水）必着 申込締切 7月26日（水）必着

世田谷パブリックシアター学芸　☎5432-1526

2017年6月25日6

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

夏休みは劇場へ遊びにいこう！ 世田谷パブリックシアターがお送りする「せたがやこどもプロジェクト」は
〈ステージ編〉と〈ワークショップ編〉、どちらも充実のラインアップ！

まちにまった夏休みは、劇場で出会う新しい友達といっしょに、思いっきり演劇を楽しもう！

 
「タイムマシーンでGO！」 「ぼくらがハッピーになる方法」

 
「¡Hola! Costa Rica 

～オラ！コスタリカ～」日程：7月21日（金）～23日（日）
10:30～16:00（3日間）
進行役：青山公美嘉（NPO法人演劇百貨店）

小学1～3年生　
1,500円（全3日分）

日程：8月27日（日）～29日（火）
10:30～16:00（3日間）
進行役：南波早（俳優／なんばしすたーず）

小学1～3年生　
1,500円（全3日分）

日程：8月23日（水）～25日（金）
10:30～16:00（3日間）
進行役：すずきこーた（演劇デザインギルド）

小学4～6年生　 1,500円（全3日分）
各コース申込締切 6月28日（水）必着 ※低学年7月コース、8月コースについては、どちらか一方のみお申込みいただけます

立ち止まって街中を見回す。いろんな人がいて、物もいっぱいある。でも、
見えるのは、今、この瞬間だけ。そんな断片から演劇をしてみる3日間。
日程：8月17日（木）～19日（土） 10:00～17:00（3日間）
進行役：とみやまあゆみ（俳優）

高校生もしくは1999年4月～2002年3月生まれの人
1,500円（全3日分）

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このワー
クショップを知ったきっかけ⑩ひとこ
とを明記の上、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。劇場ホームページから
もお申込みいただけます。
※各回定員20名。応募者多数の場合は抽選

中学生のための
演劇ワークショップ

小学生のための演劇ワークショップ

高校生のための
演劇ワークショップ「中学生だってツライよ！」 「隣の人のカバンの中身」

申込方法

コース コース コース

ステージ編

ワークショップ編

低学年 7月 低学年 8月 高学年

世田谷パブリックシアターチケットセンター　☎5432-1515 ※各公演ごとに年齢制限が異なりますので詳細はお問合せください

せたがやこどもプロジェクト 2017

撮影：牧野智晃

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



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

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）

チック

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

舞 踊

舞 踊

『花粉革命』

大駱駝艦・天賦典式 創立45周年
 「超人」「擬人」

5/5（金・祝）～7（日）

9/28（木）～
10/8（日）

演出・美術 麿赤兒　音楽 土井啓輔　ジェフ・ミルズ　
麿赤兒　村松卓矢　田村一行　松田篤史　塩谷智司　湯山大一郎　若羽幸平　

小田直哉　阿目虎南　金能弘　坂詰健太　荒井啓汰　我妻恵美子　高桑晶子　
鉾久奈緒美   藤本梓　梁鐘譽　伊藤おらん　齋門由奈　谷口舞 

（1階・2階全席指定） 4,400円　一般（1階・2階全席指定） 4,500円／当日 5,000円　
（3階整理番号付自由席） 3,000円／当日 3,500円　

大駱駝艦　☎0422-21-4984（平日11:00～18:00）

未就学児
入場不可

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）　 

 7/13（木）
一般 7/14（金）

発売
開始

原 ヴォルフガング・ヘルンドルフ　上演台本 ロベルト・コアル　翻・演 小山ゆうな　 柄本時生　篠山輝信　土井ケイト　あめくみちこ　大鷹明良
 6,300円　一般 6,500円　高校生以下※1・U24 3,250円　友達割引（高校生以下2枚） 6,000円※1　友達割引（高校生以下3枚） 9,000円※1　

親子ペア（一般1枚+高校生以下1枚） 8,800円※1　※1公演当日劇場ロビーにて年齢確認できるものを要提示、前売のみ取扱い　※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。

演 劇 『Penalty killing』 -remix ver.-7/14（金）～23（日）

1917

15:00
14:00

19:00

183/16

詩森ろば　 粟野史浩　板倉武志　碓井将大 他
 4,300円　一般 4,500円／当日 5,000円　学生（大学生以下、前売の

み） 2,000円　障害者 2,000円（付添者がご観劇の場合、一名まで障害者料
金を適用致します）　※学生、障害者料金は当劇場で取扱いはありません　

風琴工房　☎070-3602-4357　 pk@windyharp.org
車いすスペース有 2,000円（定員あり・要予約）
※未就学児のご観劇は へご相談ください

5/12131415161718

18:30
14:30 休

演

7/14151617181920

19:00
14:00

212223

＝終演後、ポストトークあり

演 劇 『杉本文楽　女殺油地獄』8/11 （金・祝）～13（日）

作 近松門左衛門『女殺油地獄　下之巻』より　
構成・演出・美術 杉本博司
作曲 鶴澤清治（人間国宝）　

竹本千歳太夫　豊竹呂勢太夫　鶴澤藤蔵　吉田幸助　吉田玉佳　吉田一輔 他
一般 A席（1・2階） 9,000円　B席（3階） 6,000円
公益財団法人小田原文化財団　☎0465-42-9170（平日10:00～16:00）

未就学児
入場不可

13

17:00

13:00
14:00

18:00

8/1112

世田谷パブリックシアター

ドイツ演劇界の大ヒット作、ついに日本初演！
少年2人の思い出の夏には、狂気と切なさがつまってる…
原作は、世界26カ国で愛されているドイツ児童文学の『Tschick』。14歳の
冴えない少年マイクが不敵なたたずまいのロシア移民の転校生チックと出会
い、夏休みに盗んだ車で旅をするロード―ムービー風の作品です。2011年
にドイツで初演され、現在でも上演の度にチケットが完売するという話題沸
騰の舞台が、ついにシアタートラムで日本初演を果たします。少年マイクを
篠山輝信、転校生のチックを柄本時生が演じ、翻訳・演出はドイツ・ハンブ
ルグ出身の小山ゆうなが手掛けます。どうぞ、ご期待ください。

9/28 10/12930

19:30
15:00

10/5 86 7

19:30
15:00

『超人』

『擬人』

2004年に芸術監督・野村萬斎が出演し好評を博した『子午線の祀り』を、
萬斎自らの演出で再上演。「平家物語」に題材をとった1979年初演の
木下順二作品で、劇場のレパートリー作品として今後も受け継いでいきたい
作品です。不朽の名作が、新演出、新キャストによりこの夏、新たな幕を開
けます！

野村萬斎が進行役となり、ゲスト
とトーク＆パフォーマンスを繰り広
げる人気シリーズ。今回は学者・
三浦佑之と漫画家・こうの史代
とともに、古事記を紐解きます。

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

 S席（1,2階） 8,600円　 一 般 S席 8,800円　A席（3階）  
5,400円　ベンチシート 7,000円※2　プレビュー S席 7,300円
A席 4,400円　ベンチシート 6,000円※2　
高校生以下・U24 一般・プレビュー各料金の半額
※2ベンチシートとは、最前列に位置する背もたれ、ひじ掛けのないお席
です　※未就学児入場不可　

野村萬斎　三浦佑之　こうの史代
 3,800円　

一般 4,000円　
高校生以下・U24 2,000円
※先行・一般発売共に、発売初日は窓口
販売なし　
※未就学児入場不可

芸術監督・野村萬斎 演出『子午線の祀り』
『MANSAI ◉ 解体新書 その弐拾七』世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

7月1日（土）～23日（日）　世田谷パブリックシアター
8月23日（水） 19:00

世田谷パブリックシアター
7/15（土）

一般  7/16（日）
発売
開始

8/13 1514 1617181920

14:00
16:00
18:00
19:00

13:00

27212223242526

＝視覚障害者のために舞台説明会あり　
　（劇場まで要申込み・無料）

休
演

休
演

＝終演後ポストトークあり　
　出演・小山ゆうな　柄本時生　篠山輝信
　※開催回のチケットをお持ちの方がご参
　加いただけます

8月13日（日）～27日（日）
シアタートラム

7/1

14:00
13:00

15:00
18:30

2 3 4 5 6 7 8 9

＝プレビュー公演

休
演

休
演

休
演

101112131415 16 23171819202122

＝視覚障害者のための説明会あり
＝終演後ポストトークあり 出演・野村萬斎 他

世田谷アートタウン2017 ボランティアスタッフ募集!!
三軒茶屋の街を舞台に繰り広げる大道芸フェスティバル『三茶de大道芸』を共に盛り上げてくださるボランティアス
タッフさんを大募集！街中を飾り付け“アートタウン”に変身させる「装飾班」と、街に掲げる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「手芸班」を募集します。詳細は公式ホームページをご覧ください。

劇場「アートタウン」担当　☎5432-1526　 http://arttown.jp/10月21日（土）・22日（日） 開催
©SHELLY

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

遊びと学びの子どもプロジェクト2017事業 世田谷区制85周年記念事業

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



2017年6月25日8 凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

スローピッチ、小学生　 区内在住・在勤・
在学者　 小学生1,000円／チーム、一般
5,000円／チーム　 ハガキ、電話　 区ソフ
トボール連盟事務局・田井（〒156-0053 桜
2-20-11 ☎3425-6167）　 7月22日（必着）
■水泳競技
9月3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　

［申込期間］7月19日～25日（必着）
■陸上競技
9月10日（日） 9:00～  総合運動場陸上競技場
※小学生・中学生・高校生・一般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）

■アクアスロン大会
9月24日（日）　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

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12日現在満18
歳以上の方　※但し、資格の有効は20歳以
上　 先着100名　 35,000円（体育施設
協会会員は30,000円・学生は25,000円）
※ 合 格 し た 場 合、別 途 認 定 料・ 登 録 料
20,000円　 当財団HPより　 学生7月
15日、社会人7月31日（いずれも必着）

※詳細は大蔵第二運動場までお問合せください
①第3期レディースバレーボール教室
8月4日～9月29日（8月11日を除く）
毎週金曜 9:00～12:00（全8回）

18歳以上の女性　 40名　 6,400円　
②第3期デイタイムテニススクール
A月曜コース 9月4日～10月23日
　（9月18日、10月9日を除く）
B金曜コース 9月8日～10月20日
　（9月22日を除く）

前号5月25日号において、記載内容に誤りがありました。お詫び申し上げるとともに、訂正いたします。
●第67回世田谷区民体育大会ゴルフ競技FAX番号　誤：3417-0562　正：3417-6619　●第29回世田谷区ダンススポーツ大会日程　誤：7月8日（土）、9日（日）　正：7月9日（日）お詫びと訂正 

※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　 各8～16名　 7,500円、
11,000円（クラスにより異なります）

①②ともにハガキかFAX（欄外申込方法
参照、②は希望クラスも明記）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　 ①7月
17日（必着）②7月4日（必着）

■サッカー競技　①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）②女子大会
8月26日（土）～12月24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　①7月29日

（土） 18:40～②8月5日（土） 18:30～　 ①
7月15日（必着）②7月22日（必着）
■ソフトボール競技　
9月3日（日）～10月15日（日）の毎週日曜
二子玉川緑地運動場 他

［種目］一般男子Ⅰ部、Ⅱ部、一般女子、壮年、

害保険料込　 ハガキかFAX、またはメー
ル（欄外申込方法参照、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8日（必着）

■第62回世田谷区学年別水泳大会
8月6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   

［申込期間］6月25日～7月1日（必着）

区内在住・在学の小・中学生とその家族
抽選50組（1申込5名まで）　 無料　 申

込人数及び全員分の氏名（フリガナ）、生年月
日、性別を明記し、スポーツ振興財団へ

7月18日（必着）

共催大会

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

スポーツ教室

第67回 世田谷区民体育大会

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

泳法は初心者対象・心肺蘇生
法は制限なし　 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 3417-0013　千歳温
水プール管理事務所 ☎3789-3911 3789-3912

水泳ワンポイントレッスン
プールの休憩時間を利用してプールサイドで泳法や
心肺蘇生法のアドバイスをします。
7月17日（月・祝）～8月31日（木）
毎日11:50～、13:50～、15:50～、17:50～（各10分）

夏休み親子体力測定会
肺活量・握力測定を期間中に実施します。
家族みんなで比べてみよう。
7月17日（月・祝）～8月31日（木）
※開始時間は日によって異なりますので、詳細はHPをご覧いただく
か、各施設にお問合せください

ふれあい
海辺キャンプ
9月9日（土）～10日（日）
千葉県岩井海岸

親子で参加（家族等も含
む。一人での参加も可能）

プール利用料金　 総合
運動場温水プール管理事務
所 ☎3417-0017 3417-
0013 千歳温水プール管理
事 務 所 ☎3789-3911 
3789-3912

中学生以上で中・軽度の知的障害の
ある方とその家族（介助者）　 15,000
円／人（家族と参加の場合、24,000円／
2人）　 ハガキかFAXで世田谷サー
ン ズ・ 北 口（〒156-0044 赤 堤4-42-2 
☎090-9010-2275 3323-8250）へ　

8月19日（必着）

講習会
～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12日（火）～15日（金） 9:00～17:00

日本大学 三軒茶屋キャンパス

イベント
親子スポーツ観戦デー

ジャパンラグビートップリーグ開幕節
　リコーブラックラムズ

ＶＳ NTTコミュニケーションズ
シャイニングアークス

8月18日（金） 17:00キックオフ　秩父宮ラグビー場

出場する部門（年齢は大会当日を基準とします）に該当する健康な方で、その種目の制限時間以内で完走できる方。　※18歳未満は保護者の同意が必要
●インターネット　大会ホームページ  http://www.se-sports.or.jp/246/
●専用郵便振替用紙　配布先：区内総合支所、出張所、まちづくりセンター、区スポーツ推進課（世田谷区民会館内2階）、
　（公財）世田谷区スポーツ振興財団（区立総合運動場温水プール2階）
●インターネット 7月31日（月）23:59まで　●専用郵便振替用紙 7月31日（月）
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、
区スポーツ推進課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団　※上記大会ホームページからダウンロードも可

申込方法

申込締切
募集パンフレット
配  布  先

参加資格
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うえ、お申込みください。

ハーフマラソン・健康マラソンともに抽選です

世田谷246ハーフマラソン

第12回 世田谷246ハーフマラソン　募集要項
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

 世田谷区制85周年記念事業

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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