
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1階展示室

―4.14 5.13土 日前 期

―5.15 6.17火 日後 期

会期中、大幅な展示替えを行います。

※一部の作品は上記以外に展示替えを行います。詳細は、ホームページを
　ご覧ください

［休館日］毎週月曜日 
※ただし4月30日（月・振替休日）は開館、翌5月1日（火）は休館
［開館時間］10:00〜18:00（展覧会入場は17:30まで）
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

4.14 土 6.17日―

髙山辰雄《少女》1979年　個人蔵

宇宙を視野に入れた壮大なスケールで人間存在の神秘や生と死の矛盾を問い、現代社会に生きる人
間を描いた日本画家・髙山辰雄（1912-2007）。1951年より終生、世田谷の地を創作の拠点とし、戦後
の日本画壇の最高峰として杉山寧、東山魁夷とともに「日展三山」と称されました。1982年に文化勲章を
受章、没後10年を経た今日もなお、その深い精神性を湛えた絵画表現は高く評価され続けています。
本展は、大分県立美術館の所蔵作品を核とし、大分市美術館ならびに各所蔵者のご協力のもと、過去
最大規模の約120点を集め、70余年にわたる髙山辰雄の画業を回顧します。貴重な学生時代のスケッチ
から、亡くなる前年の94歳にして初めて手がけた自画像まで、各時代の代表作を通じて、人間の本質を
掴
つか

もうとした人間・髙山辰雄の芸術世界に触れていただければと思います。
詳細・
関連企画 をご覧くださいP3 03-5777-8600

（ハローダイヤル）
ご案内

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   5432-1501  http://www.setagaya-bunka.jp/　
公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団   〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1　   3417-2811  http://www.se-sports.or.jp/ 
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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　●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   

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）　

平成29年度寄贈の北杜夫氏旧蔵資
料から、北杜夫「夜と霧の隅で」の原
稿や父・齋藤茂吉の歌集稿本や書
画などの自筆資料ほか、茂吉愛蔵の
正岡子規、森鷗外、幸田露伴らの短
冊や書軸なども一堂にご紹介。会期
中、展示替えを行います。
ムットーニコーナーには、中原中也
の詩「地極の天使」にもとづく《アト
ラスの回想》、芥川龍之介の短編《蜘
蛛の糸》、萩原朔太郎の詩《題のない
歌》という新たな3作品が加わりま
す。どうぞお楽しみに。

各分野で活躍中の方々に、3冊の本を選んでいた
だきました。〈ほんとわ〉でお読みいただけます。

・tupera tupera（絵本作家）
　「貼り絵でつくられた絵本3冊」
・大橋歩（イラストレーター）
　「私の好きな絵本3冊」
・岡本仁（編集者）
　「信藤三雄さんはとっくに知っていた3冊」
・津田淳子（編集者）
　「造本・装丁がおもしろい本3冊」
・永井均（哲学者）
　「私を驚嘆させた短篇SF3作」
・長谷川町蔵（著述家）
　「映画監督が書いた本3冊」

選者とテーマ

哲学カフェは毎日の暮らしの中にある正解のな
い問いについて共に考える場です。1冊の絵本
を入り口に、子どもも大人も一緒に楽しく考え
てみませんか？

井尻貴子（NPO法人アーダコーダ）　
①小学１～３年生　②小学4年生以上　

どなたでも（大人可）　 各回抽選10名　
無料　 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　
6月2日（必着）

あなたのイチ推し！筒井作品募集！
エンターテインメントと純文学の垣根を自在に
越境し、精力的に創作活動を続ける筒井康隆。
今秋開催予定の展覧会を記念して、あなたに
とってイチ推しの筒井作品を募集します。あな
たのイチ推し作品（長編・短編）を選び、エピ
ソード（200字程度）を添えてお送りください。
応募いただいた内容はすべて、展覧会でご紹介
します。　 欄外記入方法参照（※ペンネーム
可）　当館「筒井康隆」係へ。メールはMailevent.
setabun@gmail.comまで。　

6月30日（消印有効）

今秋開催！！「筒井康隆展」関連企画

― あなたのための人生処方箋 ―

《コンチクショウ》カードをポケットに　　　芙美子の詩をお持ち帰りできます。
あなたの心に触れた一節が、人生の処方箋になるかもしれません。

林芙美子 貧乏コンチクショウ

朗読会　林芙美子作品を読む
4月28日（土） 14:00～15:00　１階文学サロン
展覧会オープニングイベントの朗読会を行います。

ふみのしおり（新宿歴史博物館ボランティア朗読の会）　 先着150名　 無料
当日受付（13時30分開場）

フィールドワーク　芙美子のまちを歩く・落合篇
5月26日（土） 13:30～16:30
芙美子が晩年の10年間を過ごした新宿区・中井の家（設計：山口文象）を訪ねます。

20名　※事前申込制　 300円（入館料、傷害保険、資料代込み）　 欄外記入方法参照
（※2名まで連名可）　当館「林芙美子」係へ。応募者多数の場合は抽選。　 5月12日（必着）

『放浪記』改造社 1930年
展覧会フライヤー

林芙美子 1931年
新宿歴史博物館 所蔵

4月28日（土）～7月1日（日）2階展示室

題のない歌

北杜夫「夜と霧の隅で」

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28日（土）は開館記念観覧料無料　
＊5月4日（金・祝）は65歳以上無料
＊6月2日（土）は地域催事に伴い観覧料無料

幼少期の行商生活を経て、職を転々としながらも詩や童話を書き続けた林芙美子は、
自らの貧困生活へ立ち向かうように、生きる苦しみを吐露し、血みどろの人生を奔放
な文体で表現しました。その作品は作者自身の前向きな人生観に裏打ちされており、
労苦の多かった人生経験がその奥行を形作っています。本展では宿命的放浪の作家・
林芙美子のことばを、現代の私たちへのメッセージ《幸福に生きるための処方箋》と捉
え、原稿・書簡・絵画など約250点の資料でご紹介します。

割　引
引換券

　　　　  世田谷文学館　2階展示室　4月28日（土）～7月1日（日）
　　　　  「林芙美子　貧乏コンチクショウ」
一般800→700円　65歳以上、高校・大学生600→500円　小・中学生300→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

〈ほんとわ〉 哲学カフェ
6月16日（土） 

①10:30～12:00　②13:30～15:00

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）

世田谷文学館iteratureL 〒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/

新収蔵・北杜夫
コレクションを中心に

ムットーニコーナーにも
新プログラム登場！

4月28日（土）～9月17日（月・祝）

企 画 展

コ　レ　ク　シ　ョ　ン　展 

会員割引対象

ラ イ ブ ラ リ ー〈 ほ ん と わ 〉

本と輪 この3冊 volume2

関 連 企 画

展 楽覧 し会 みの ポ ンお イ ト



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。
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■ギャラリートーク
5月19日（土） 11:00～（20分程度）
担当学芸員による作品解説　

無料（観覧料別途）　 事前申込み不要

向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー

凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

1講演会「髙山辰雄先生のこと」
4月28日（土） 14:00～15:30（開場13:30）

草薙奈津子（美術評論家、平塚市美術館館
長）　※手話通訳付　※12:00からエントランス・
ホールにて整理券を配布します

2講演会「父・髙山辰雄」
5月20日（日） 14:00～15:30（開場13:30）

髙山由紀子（髙山辰雄長女、映画監督、脚本

家）　※手話通訳付　※12:00からエントランス・
ホールにて整理券を配布します
3東儀秀樹トーク＆ミニ・コンサート「聖
家族」
5月27日（日） 14:00～15:00（開場13:30）

東 儀 秀 樹（雅 楽 師）　 当 館HPの 申 込
フォームより　※受付開始4月27日（金）10:00より

1～3いずれも  講堂  先着140名  無料
4見学会「髙山辰雄の旧アトリエ訪問」
6月2日（土） 13:30～14:30（受付開始13:00）　
アトリエ第Q藝術
会場：アトリエ第Q藝術（［髙山辰雄旧アトリ
エ］世田谷区成城2-38-16）　※現地集合解散

髙山なおき（髙山辰雄孫、アトリエ第Q藝術
チーフマネージャー）　

先 着30名　 無 料　 当 館HPの 申 込
フォームより　※受付開始5月2日（水）10:00より

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　

［休館日］毎週月曜日　※ただし、4月30日（月・振
替休日）は開館、翌5月1日（火）は休館

一般1,200円 他　※詳細はp.1をご覧ください

会期中、大幅な展示替えを行います
前期：4月14日（土）‐5月13日（日）
後期：5月15日（火）‐6月17日（日）
※一部の作品は上記以外に展示替えを行います

期　間 区民ギャラリーA 区民ギャラリーB

4/24～29 中国水墨画第6回明水会作品展 かみやふさはるアフターリタイア作品展（Ⅱ）
TEA Com.アートを楽しむ会展　※25日～公開

4/30～5/6
※5/1（火）は休館 グレートリープ展　※15:00～公開

第20回あいえぬじ－展
PLAIN ART2018-ENDLESS MOVING ART-

5/8～13
もりもと・ともえ③「まつりだ！祭りだぁ～！！」 WASHI ART　2018　※9日～公開
竹居美知子作品展　※9日～公開

土の会とその仲間たち　第20回作陶展松井油絵教室作品展

5/15～20 第15回赤堤絵画教室作品発表会 2018　第5回経堂デッサン会展
パレット・サークル展

5/22～27 2018年～日本人の心の風景～
「日本の抒情歌を描く」展　

心わ画展　※23日～公開
稲川弘明作品展

世田谷美術館 区民ギャラリー

※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

山下裕
ひろ

賀
か

（メゾ・ソプラノ）、木
き

邨
むら

清
さや

華
か

（ピアノ）
［曲目］G.ビゼー／オペラ《カルメン》よりハバネ
ラ、ジプシーの歌 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１日（消印有効）
※未就学児入場不可　※詳細はHP参照　

［開館時間］10:00～18:00（入館は17:30まで）  
［休館日］毎週月曜日（月曜日が祝・休日の場合
は翌平日）　※ただし、4月30日（月・振替休日）は開
館、翌5月1日（火）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

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
開催中～4/29 ☆きらめき・ファミリー
5/2～6 南　靖子「花と猫」　※5/1（火）は休館
5/8～13 風の絵の会
5/15～20 植物画展2018　グループゆりのき
5/22～27 1616会　第13回グループ展

※ 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）

〠154-0016　世田谷区弦巻2-5-1　 5450-9581
http://www.mukaijunkichi-annex.jp/

展覧会

展覧会

展覧会

〠157-0066　世田谷区成城2-22-17　 3416-1202
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

100円ワークショップ 「開けば屏風の小宇宙」
展覧会会期中の毎土曜日 13:00～15:00（随時受付）　創作室
子どもから大人まで、誰でもその場で参加できる工作コーナー。飾ってよし、贈ってよし。折ってた
たんでグリーティングカードとしても使える金地のミニ屏風を作ります。

どなたでも　 1回100円　

向井潤吉　民家と街道
開催中～8月26日（日）

清川泰次　色と色のハーモニー
開催中～8月26日（日）

世 田 谷  美  術  館  分  館

4月14日（土）～6月17日（日）1階展示室

くつろいだ雰囲気のなかに人物を配した室
内画など、画家の私的な領域に踏み込むよ
うな、どことなく親密な空気の漂う作品をご
紹介します。

線と色面による作品を
描き続けた清川泰次の
絵画における「色」に注
目し、作品を年代順にご
紹介します。

向井潤吉の絵
画における民
家と人々の暮
らしをつなぐ
街道に着目し、
旅情に溢れた
作品の数々を
ご紹介します。

■ギャラリートーク
5月26日（土）
11:00～（20分程度）
担当学芸員による作品
解説

無料（観覧料別途）　
事前申込み不要

20世紀の同時期にパリに留学
し、一方は具象、一方は抽象
と、異なる表現でそれぞれの
画家人生を歩んだ、ふたりの
作家をとりあげます。

追悼――舟越直木　
コーナー展示

小堀四郎《無限静寂
（宵の明星―信）》1977年

舟越直木
《作品》1986年

村井正誠《二人》1984年

《（編み物）》1945～48年頃

〠158-0083　世田谷区奥沢5-38-13　 5483-3836　
http://www.miyamotosaburo-annex.jp/

《北国街道白雨》
［新潟県西蒲原郡巻町稲島］1975年

宮本三郎 親密な空間
開催中～8月26日（日）

《Painting No.381-B》1981年

宮本三郎記念美術館

《朝》1973年　個人蔵

《少女》1949年　個人蔵 《星辰》1983年　世田谷美術館蔵 《由布の里道》1998年 大分県立美術館蔵

割　引
引換券

　　　　  世田谷美術館　１階展示室　4月14日（土）～6月17日（日）
　　　　  「人間・髙山辰雄展――森羅万象への道」
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

世田谷美術館rtA 〒157-0075 世田谷区砧公園1-2　 3415-6011　ハローダイヤル 5777-8600　 https://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）

関 連 企 画

プロムナード・コンサート
山下裕賀

メゾ・ソプラノ・リサイタル
5月26日（土） 14:00～（開場13:30）　講堂

企 画 展

ミュージアムコレクション 

会員割引対象

それぞれのふたり
小堀四郎と村井正誠

4月14日（土）～7月8日（日）　2階展示室



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、昨年20周年を迎えた生活工房のこれまでの事
業を、1997年から各年ごと20組の協力いただいた方々とともに振り返る特集企画
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

武正秀治（プロダクトデザイナー、多摩美術大学教授）
潮田登久子（写真家）
下中菜穂（造形作家、もんきり研究家）
本橋成一（写真家、映画監督）
金子金次（コミュニケーションメディア・アドバイザー）
浜井弘治（服飾デザイナー）　
中根大輔（ギャラリー世田谷233オーナー）
舘内端（日本ＥＶクラブ代表理事、自動車評論家）
小山奈々子（クリエイティブディレクター）
中山晴奈（フードデザイナー）
髙田唯（グラフィックデザイナー）
増田多未（こぐ コド・モノ・コト主宰）
COCHAE（デザインユニット）
小野雅子（ダンス・アーティスト）
池田晶紀（写真家、株式会社ゆかい主宰）
飛田正浩（ファッションデザイナー、spoken words project主宰）
眞田岳彦（衣服造形家）
林のり子（パテ屋店主、〈食〉研究工房主宰）
といのきデザイン事務所
岸井大輔（劇作家）

今年も生活工房では、報道写真誌『DAYS JAPAN』が主催する「DAYS
国際フォトジャーナリズム大賞」の最新受賞作を中心とした写真展を開
催します。
本写真展で紹介する約70点の作品を通して、世界、そして日本が直面し
ている問題と向き合い、一歩でも前に踏み出すきっかけになることを願
います。

無料　［共催］（株）デイズジャパン　［企画］（株）世田谷社

■関連トークイベント&上映会
「日本人看護師が見てきたシリアの市民たち」
6月3日（日） 14:00〜16:00　生活工房5Ｆ
第89回アカデミー短編ドキュメンタリー賞受賞作「ホワ
イトヘルメット　シリアの民間防衛隊」の映像を観なが
ら、白川さんにシリア市民のリアルな日常について、お話
しいただきます。

白川優子（国境なき医師団／手術室看護師）
［上映作品］ 短編映画「ホワイトヘルメット　シリアの民間防
衛隊」　 申込先着100名　 参加無料　 4月25日10時
以降、電話かメール（欄外記入方法参照）で生活工房へ　

鈴木まもるさんは、代表作『ピン・ポン・バ
ス』『がんばれ！ パトカー』（偕成社）などで知
られる絵本作家であり、鳥の巣の収集と研究
を重ねる鳥の巣研究家でもあります。本講演
会では、実物の不思
議な鳥の巣を見なが
ら、自然や絵本、子育
てなどについて、お
話しいただきます。

鈴木まもる（絵本
作家・鳥の巣研究家）　

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19
日（必着）

5.19｜土｜―6.10｜日｜※月曜休み　
11:00-19:00
（最終日は17:00まで）

3F生活工房ギャラリー＆生活工房4F

特集企画インタビューパーソン　※敬称略

デザイン：大原大次郎 　特集写真：ゆかい 　体裁：B5判4色76ページ

3F 生活工房ギャラリー
9:00-20:00開催中― 5.13 日

DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2018　1位「イラク・モスル　逃げ惑う人々」
ローレン・ファン・デル・ストック（Le monde / Getty Reportage）

DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2018
2位「ロヒンギャ難民　迫害から逃れて」
ポーラ・ブロンスタイン（Getty images）

配 布
場 所
生活工房5Ｆ受付
郵送は致しません

第42回世田谷おはなしネットワーク講演会
絵本と鳥の巣の不思議

6月21日（木） 13:00〜15:30　生活工房5F

14歳のワンピース展

14歳の気持ちは
どんな色？形？1 シルクスクリーンの技法

を応用して布にプリント
デザインについて
発表しよう

昨年の夏休みに開催した14歳女子限定のワークショップの報告展を開催します。
ファッションデザイナーの飛田正浩氏（spoken words project）を講師に迎え、今
を生きる14歳女子が思春期の心模様を洋服生地にデザインしました。
オリジナルテキスタイルを制作する3日間のワークショップのプロセスと、完成したワ
ンピースを身にまとって行った撮影会の写真を展示いたします。

「私を表現すること」「デザインすること」にじっくり向き合った14歳たちの夏の記録を
ご覧ください。

無料　【協力】spoken words project 、ゆかい

次 企回 画 展

子どもワークショップ2017報告展

企 画 展

2 3

が完成しました

配 布
期 間 9:00～20:00　※配布部数（100部）に達し次第終了

※無休4.25     - 5.24水 木

鳥の巣：キムネコウヨウジャク講師：白川優子

写真：ゆかい
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esign 〒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esign 〒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　 Tel 5432-1543

Mail info@setagaya-ldc.net　 HP http://www.setagaya-ldc.net/生活工房

▲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）

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。

世界の未来をつくるために

DAYS JAPAN写真展2018 
地球の上に生きる



凡例　 出演　 講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

雅楽は、日本の古い時代の音楽に、奈良時代から平
安時代頃にわたって大陸から渡来した音楽や舞いが加
わって融合した芸術で、皇室の保護の下で伝えられて
きました。管楽器（笙、篳篥、龍笛など）、絃楽器（琵琶、
箏など）、打楽器（鞨鼓、太鼓、鉦鼓など）の合奏です。
西洋音楽とは全くことなる拍子の取り方や楽器の音色
は、天空から舞い降りてきた「この世のものとも思えな
いような」不思議な時空間を繰り広げます。フィギュアス
ケートの羽生結弦選手が『SEIMEI』という演目で使っ
ていた音楽も雅楽を元に作られたもの。日本を表現す
るために欠かせない音楽ともいえます。

雅楽とは

伶楽舎　 越天楽 残楽三返（管絃）　蘭陵王（舞楽） 他
 3,000円　一般 3,500円　 　

※未就学児入場不可

日本の伝統音楽をご紹介するシリーズ「和・華・調」を始
めます。なんとなく知っていても、なかなか聴く機会に恵
まれない日本の伝統音楽の中に、驚くような魅力が潜ん
でいます。日本伝統音楽再発見の旅を提案いたします。
第1回は雅楽。宮中の儀式の中で伝統が継がれてきた雅

みやび

な音楽の独特な音色と、不思議な浮遊感のある調べの神
髄は何か、その魅力に迫ります！

6月30日（土） 15:00 
成城ホール

美空ひばりとブラジル 
〜国境を越えた日本の歌〜

せたがや音楽プロジェクト

国境を越えて歌い継がれている美空ひばり。ブラジルで生ま
れ、日本で歌手デビューをしたマルシア。
マルシアが美空ひばりを歌い、美空ひばりとブラジルのつな
がりを佐藤剛が語り、音楽とトークで紐解きます。

マルシア 佐藤剛

マルシア　佐藤剛　
司会伊藤美裕

ふりむけばヨコハマ
　待ちわびて哀愁
　陽だまり 他

 1,800円　一般 2,000円　 　
※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）

6月2日（土） 15:00 
北沢タウンホール

音 楽 は 自 由 を め ざ す vol.4
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#
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♪～

耳をすますと“物語”と“音楽”がきこえてくるドレミ図書館によ
うこそ！ いろんなおはなしをマリンバの演奏にのせてお届けし
ます。さぁ、みんなでおはなしの世界に飛びこもう！ マリンバ ミ
ニ・コンサートもお楽しみに♪

コトコトさん・・・西山琴恵（ナビゲーター＆うた）　
　ヨッポさん・・・横田大司（マリンバ演奏）

幼児　
無料（申込不要、直接会場へ）　※定員超えの場合、入場制限有り

5月26日（土） 11:00／14:00
北沢タウンホール 

西山琴恵 横山大司

第1回

龍笛（りゅうてき）

箏（そう）

鉦鼓（しょうこ）

鞨鼓（かっこ）

笙（しょう）

篳篥（ひちりき）

太鼓（たいこ）

主な楽器

琵琶（びわ）

雅楽演奏グループ 伶楽舎メン
バーへのインタビューほか、情報
ガイド4月号掲載の各事業を取
材記事や写真などでより詳しく
紹介しています。

【配架場所】
世田谷文化生活情報センター、
世田谷美術館・分館、世田谷
文学館などのせたがや文化財
団施設

せたがや文化財団広報誌

Vol.13（4月20日発行）

音楽事業部 〒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）
FAX5432-1559　Mail info@setagayamusic-pd.com　 HP http://www.setagayamusic-pd.com/usic

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。

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 Tel 5432-1515チケットの申込み



エンダ・ウォルシュ　翻訳小宮山智津子　
演出白井晃　 草彅剛　松尾諭　小林勝也

6,800円　一般 7,000円　
高校生以下、U24 一般料金の半額　
トラムシート 6,500円
※トラムシートは座席ではなく、客席最後部の壁に備えつけられたバー
に寄り掛かれる半お立見のスペースです。通常の座席とは異なります
※未就学児入場不可

【当日券情報】
下記の方法で、各公演日の前日に「当日券購入整理番号」の電話受付を行います。
■受付電話番号：0570-783-738 (チケットぴあ当日券専用ダイヤル)
■受付日時：各公演前日の12:00～14:00　昼夜2公演ある場合は昼公演・夜公演ともに12:00～15:00
■枚数制限：お1人様1公演2枚まで（1回の通話で1公演分のみのご予約とさせていただきます）

※高校生以下料金以外の各種割引チケット、車いす席の販売はございません
※受付は先着順です。予定枚数に達した時点で受付を終了、キャンセル待ち整理番号の受付を行います
※お席は離れる場合もございます。また席種が分かれる場合もございます。席種の指定はできません
※当日券の詳細については世田谷パブリックシアターＨＰをご覧ください

×

KAAT神奈川芸術劇場と世田谷パブリックシアターの初の共同制作作品として『バリーターク』を、
演出・白井晃×草彅剛×松尾諭×小林勝也という驚きの顔合わせで上演いたします。

14:00
:00

18:00

13

19:00
＝視覚障害者のための舞台説明会あり

　（無料・要予約・お申込みは世田谷パブリックシアター　　  5432-1526へ）　 

5/12 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311314 6/1 2 3

Tel

神奈川公演あり　詳細は HP http://www.kaat.jp/

2018年4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。

世田谷パブリックシアター 〒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/heatre

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515

5月12日　〜6月3日土 日

― 狂言劇場  特別版 ― 

能『鷹姫』・狂言『楢山節考』

出野村万作　野村萬斎　野村裕基／大槻文蔵　片山九郎右衛門／観世喜正　大槻裕一／万作の会 他
S席（1階席・2階席） 7,800円　一般 S席 8,000円　A席（3階席） 5,500円　

高校生以下 ・U24 各一般料金の半額
セット券　一般 S席 15,000円　高校生以下 S席 7,000円（AプログラムとBプログラムを１
公演ずつ選択、世田谷パブリックシアターチケットセンターとオンラインチケットのみ取扱）
※先行のみ1申込みにつき1公演4枚まで　※先着順、各発売初日は窓口販売なし　※未就学児入場不可
※字幕タブレット付S席券販売あり、詳細はHPをご覧ください

古典芸能に出自を持ちながら現代舞台芸術創作にも成果を残してきた野村萬斎芸術監督により、古典芸能の技法や発想を、
現代的な演出技術と融合させながら、新たな舞台芸術表現として狂言の新演出版を創作します。

プログラム＝狂言「呼
よび

声
ごえ

」　狂言「楢
なら

山
やま

節
ぶし

考
こう

」

　＝ポストトーク（出演：野村萬斎）
　＝視覚障害者のための舞台説明会・音声ガイ
　　ド貸出あり　
※聞こえにくい方のための音声サポートあり
（日程、詳細についてはHPをご覧ください）

6/23

18:00
:0014

3024 7/1

 4/29（日・祝）
一般 4/30（月・休）

発売
開始

は先着順
電話・オンラインにて受付

狂言『呼
よびごえ

声』
留守居を使い家から出てこない太郎冠者を、主人と次郎冠者は、あの手この手でおびき
出そうとするのだが…。太郎冠者を出てこさせようと、次から次へ面白い節の謡を謡っ
ているうちに、どんどん盛り上がってくるところが見どころです。

狂言『楢
ならやまぶしこう

山節考』
おりんの村には、70歳になると供の者に背負われて深い山奥の「楢山さん」へ行き、二
度と戻らない「楢山まいり」の風習があった。当年69歳のおりんは、一日も早く楢山ま
いりに行こうとするのだが、孝行息子の辰平は複雑な心境である。一方、辰平の息子け
さ吉は、自分の子供が生まれるのが近いこともあり、おりんに早く楢山まいりに行った
方がいいという。村には70歳になってもなかなか楢山へ行こうとしない又やんのよう
な者もいる…。
舞台は、主人公・おりんの回想を交えた形で展開します。野村万作が門弟とともに、笑
いの要素が一切ない、シリアスな作品世界を狂言の手法で描き出します。
原作：深沢七郎、脚色：岡本克己、演出：野村万作。

プログラム＝舞囃子「三
さん

番
ば

叟
そう

」　舞囃子「山
やまんば

姥」　能「鷹
たか

姫
ひめ

」
（6/23、7/1 ＝「三番叟」「鷹姫」、6/30 ＝「山姥」「鷹姫」）

舞囃子『三
さん

番
ば

叟
そう

』
三番叟とは、能の『翁』の後半に狂言方が演じる舞のことで、
五穀豊穣を祈る。通常の三番叟は剣先烏帽子に直

ひたたれ

垂の装束を
まとい、「鈴ノ段」では黒式尉の面をかける。今回の舞囃子で
は紋付袴を着て直

ひた

面
めん

で三番叟（揉ノ段・鈴ノ段）を踏みます。

舞囃子『山
やまんば

姥』
月の光の中、鬼女・山姥が春夏秋
冬の山の景色を語りながら山谷
を駆け巡る…。能『山姥』のクライ
マックスを、紋付袴姿で演じます。

能『鷹
たかひめ

姫』
物語の舞台は絶海の孤島。飲むと永遠の命を得ることができるという“不老長寿の泉”を巡り、その
泉の守り役の鷹姫、何十年もの間、泉から湧く水を待ち続ける老人、そして、新たに水を求めに来た
若き王子・空

くう

賦
ふ

麟
りん

、それぞれの水を求める苦悩を嘆き謡う…。
今から100年以上も前、ノーベル文学賞を受賞したアイルランドの詩人ウィリアム・バトラー・ 
イェイツは能の世界に影響を受け、劇作品『鷹の井戸』を執筆しました。その後この作品は日本に渡
り、新作能『鷹姫』（1967年）として生まれ変わり、今日まで様々な上演を経て参りました。この度は
萬斎版の新たな演出でおおくりします。原作：Ｗ・Ｂ・イェイツ、作：横道萬里雄、演出：野村萬斎。

“舞台芸術＝パフォーミング・アーツ”としての
能・狂言を、特設能舞台で！

6月23日　〜7月1日土 日

過去公演『鷹姫』より
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Theatre世田谷パブリックシアター

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

世田谷パブリックシアター 〒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/heatre

世田谷パブリックシアターチケットセンター　 5432-1515

世 田 谷 パ ブ リッ ク シ ア タ ー 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。

演出・振付・デザイン天児牛大　 竹内晶　市原昭仁　
長谷川一郎（『金柑少年』のみ）　松岡大　石井則仁　百木俊介　
岩本大紀（『卵熱』のみ）　  S席（1・２階） 4,300円　一般 S席 4,500円　
A席（3階） 3,000円　U24 2,500円　高校生以下 2,500円（前売のみ、当日要証明
書提示）　 山海塾　 3498-9622

振付 演出 横山彰乃　 asamicro　北川結（モモンガ・コンプレックス）　
後藤ゆう　菅彩夏　菅原理子　仁科幸

全席自由整理番号付　  3,100円　一般 3,300円／当日 3,800円　
学生 2,500円／当日 3,000円（当日要証明書提示）　

瀧本　 090-2626-6954

演 劇 Ⓐ6/1（金）〜3（日）
Ⓑ6/5（火）〜6（水） 演 劇

演 劇

lal banshees 『ムーンライトプール』6/8（金）〜10（日）

 日本文学シアターVol.5
【江戸川乱歩】『お蘭、登場』

6/16（土）〜
7/16（月・祝）

●予約したチケットはお近くのセブン-イレブンでも受取が可能です。手数料108円／1枚　●先行・割引はチケットセンターまたはオンラインチケット（「せたがやアーツカード」に要事前申込）にて、前売のみ取扱い。

 電話で ５４３２-１５１５ 10:00〜19:00（年末年始除く）  オンラインで （要事前登録・登録料無料） http://setagaya-pt.jp/P C 携帯

TICKET

 4/26（木）
一般 4/27（金）

発売
開始

 5/11（金）
一般 5/12（土）

発売
開始

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：ご希望日の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：ご希望日の前日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
18歳から24歳まで対象

（要事前登録・枚数限定）

せたがやアーツカード会員先行発売・割引対象（前売のみ）
●登録料・年会費無料  ●対象は世田谷区在住で15歳以上の方  ●オンラインでご予約・ご購入可能

高校生以下割引あり
 （要年齢確認証提示）

http://setagaya-pt.jp/m/

世田谷パブリックシアター 

フリーステージ 2018
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62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！

日時 4月29日（日・祝） 16:00開演　
会場 世田谷パブリックシアター

日時 4月30日（月・休） 15:00開演　
会場 シアタートラム

日時 5月4日（金・祝）/5月6日（日） 15:00開演
会場 世田谷パブリックシアター

4月29日（日・祝）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。

※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

劇場「フリーステージ」担当 5432-1526

Ⓐ『卵を立てることから―卵
う

熱
ねつ

（リ・クリエーション）』
Ⓑ『金柑少年（リ・クリエーション）』山海塾

S席 8,000円　トラムシート 4,000円（一般発売日より取扱い）　
シス・カンパニー　 5423-5906（平日11:00〜19:00）　※1申込みにつき1公演2枚まで　※各発売初

日は窓口販売なし

3 4 5 6

19:00
15:00 休

演

6/1 2

A
AA

B B

10

19:30
15:00

6/8 9

14:30
18:30

6/16 7/117 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 101112131415162 3 4 5 6 7 98

◎ 世田谷クラシックバレエ連盟当日券について

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

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

世田谷クラシックバレエ連盟

音楽部門

ダンス部門

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

作北村想　
演出寺十吾 　

小泉今日子　
高橋克実　堤真一

地域の物語2018
『生と性をめぐるささやかな冒険』

発表会レポート

学芸活動報告

3月18日（日）に地域の物語2018『生と性をめぐるささやかな冒険』発表会が開催され
ました。「地域の物語」は世田谷パブリックシアター開場当初から約20年間毎年開催し
ているワークショップで、募集によって集まってくださった方たちとワークショップを通じ
て様々な人や物事と向き合い、舞台をつくり上げるプロジェクトです。今年度は一昨年、
昨年に引き続き「生と性をめぐるささやかな冒険」を大きなテーマに、〈セックスをめぐる
冒険部〉〈男と子育てをめぐる冒険部〉〈女らしさ男らしさをめぐる冒険部〉という三つの
部活を設け、部活ごとおよび合同で約3カ月間全11回のワークショップを行いました。そ
れぞれの活動の中で紡ぎ出された言葉やシーンをつなぎ合わせ、一つの作品を立ち上
げた約100分間の本発表会はテーマに関する質問に答える“YES／NOゲーム”を挟み
ながら進んでいきました。〈男と子育て～〉では、社会的子育て、つまりゲイのカップル
や子どものいない人が子育てにどう関わり得るか、また子育てにかかる費用の問題など
をユーモラスに演じました。〈セックス～〉では、参加者たちが話し合ったセックスに関す
る悩みを、モノローグや歌、身体表現などで披露。そして〈女らしさ～〉では、知らず知ら
ずのうちに浴びせられている街中にあふれる“女らしさ”“男らしさ”にまつわる言葉をス
タートに、社会からの抑圧と解放を表現しました。
発表会は、11時の回、15時の回とも満席となり、お客様からも様々な意見や感想が
寄せられました。世田谷パブリックシアターでは、このほかにも様々なテーマでワーク
ショップやレクチャーを開催しています。開催情報は随時HPに掲載していますので、ぜ
ひ皆さまも、観劇だけではない演劇や表現との関わりを楽しんでみませんか？

illust：Masahiro Yamanaka

世田
谷区民

だから、アート三昧 !

せたがやアーツカード事務局お問合せ:

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/☎03-5432-1548       03-5432-1559

音楽事業部企画・お問合せ:
☎03-5432-1535       03-5432-1559

お申込みには
現住所を確認できる
書類をご用意ください

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

寄付のお願い
世田谷区民のアート体験を応援する「世田谷アーツカード」。
15歳以上の世田谷区民の方ならどなたでも登録できます。
せたがや文化財団の各施設で多彩な特典をご用意しています !

●特典
○世田谷パブリックシアター／音楽事業部 ⇒チケット先行予約・会員割引（※1）（※2）
○世田谷美術館／世田谷美術館分館　○世田谷文学館 ⇒観覧料団体割引
○生活工房 ⇒講座受講割引（※2）　
○メールマガジン配信　○会員限定イベント（予定）（※1）前売りのみ　（※2）一部を除く

せたがや文化財団
各施設の窓口、
FAX、郵送で
入会受付中!

入会金
年会費
無料

『せたがや音楽通信 vol.11』配布中！

■巻頭インタビュー
　ジャズ・ピアニスト　
　　　　　    山下 洋輔さん
■その他　区内の主な公演情報、
　ライブのできるお店紹介　等

世田谷区役所、区内の支所・出張
所・まちづくりセンター・図書館、
その他一部区の施設・区内店舗等
に配架しています。もちろん音楽
事業部のあるキャロットタワーの
3階～ 5階のラックにもございま
すので、ぜひ、ご一読ください。
（年 4回発行）

バックナンバーも読むことができます（PDFデータ）

せたがやアーツカード 検 索

せたおん 検 索
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高校生相当以上　 先着各20名　 300円 
当日受付（10:30〜）　

座禅＆ヨガ体験教室
5月29日（火）、6月26日（火） 18:00～19:30

千歳温水プール健康運動室

高校生相当以上　 先着各30名　 1,000
円　

脂肪燃焼講座
～運動不足を解消しよう～

6月2日～7月7日　毎週土曜
10:00～11:45（全6回）　千歳温水プール集会室

［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　 先着20名　

3,600円

運動と食に関する講座
6月12日（火） 10:30～12:00

千歳温水プール集会室

65歳以上　 先着30名　 無料　

ライフセービング体験会
6月3日（日） 10:00～12:00　千歳温水プール

小学生とその保護者（25m程度泳げる方）　　
先着25組50名　 小学生700円、大人1,400

円　

体組成測定会
4月29日（日・祝） 10:00～12:00

（最終受付11:00）　千歳温水プール集会室

測定結果に合わせてトレーナーが運動アドバイ
スをします。

どなたでも参加可能　 無料　 当日受付　

第56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（木・祝） 10:00～15:00　
総合運動場体育館

　

　
　
　
　　
　　
 
楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひご家族
みなさまでお越しください。　

無料　※室内履きをご持参ください。

ゴルフ教室・個人レッスン
①ゴルフ教室②個人レッスン
4人のプロからきめ細やかなワンポイント、テ

当日参加型フィットネス教室開催中
事前申込不要　当日直接会場へ

①総合運動場（体育室・会議室兼軽運動室）
ズンバ（ラテン系の音楽に合わせてエアロビクス）

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、ボクシングエクササイズ、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）
ヨガ、ピラティス、ズンバ、ペルビック（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　 　

各種スポーツ教室
■初心者・初級者ソフトテニス
5月20日～6月24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　 先着40名　 3,600円

（中学生以下1,800円）
■ソフトバレーボール
6月2日～30日　毎週土曜 18:30～20:30（全5
回）　京西小学校体育館

小学1年生以上　 先着30名　 3,000円
（中学生以下1,500円）
■初心者弓道
6月12日～21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　 先着30名　 4,200円（中

学生2,100円）
■ショートテニス
6月9日～7月7日　毎週土曜 19:00～20:30

（全5回）　八幡中学校体育館
小学1年生以上　 先着40名　 3,000円

（中学生以下1,500円）　
■ボウリング
6月3日～24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　 先着30名　 4,000円　
※靴代は自己負担

青空太極拳教室
5月12日（土）・19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
※雨天中止

初心者の方におすすめ！気持ちのいい青空の
下、太極拳を体験しよう！　

クニックなどを学ぶことができます。　 ①
12,000円〜②20分2,000円〜　

 トレッキング
新潟-松之山温泉と群馬-赤城山

6月3日（日）～4日（月） 7:00　
区役所第三庁舎前集合

［コースレベル］:★☆☆（初級）
［目的地］松之山ハイキングコース・松之山温泉
（新潟県）、赤城山出張山〜陣笠山（群馬県）　
※詳細はHPをご確認ください　［宿泊地］松之
山温泉（新潟県十日町市松之山湯本）

18歳以上　 先着40名　 22,000円　
※初日弁当・水筒・雨具持参、登山靴必須（物
品の貸し出しはありません）

親子スポーツ観戦デー
女子サッカー　

2018プレナスなでしこリーグカップ1部
～日テレ・ベレーザ VS 浦和レッズレディース～

6月9日（土） 13:00キックオフ
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

区内在住・在学の小・中学生とその家族　
小・中・高校生、65歳以上の方は無料（その

他の方は特別価格にてご招待）　 東京ヴェ
ルディチケット事務局（ 3512-1969）　

https://f.msgs.jp/webapp/form/20146 
_wudb_47/index.do  　 5月28日（必着）

ふれあいボウリングスクール
5月19日、6月2日、16日、30日　隔週土曜
10:00～11:30（全4回）　オークラランド

軽度の知的障害のある中学生以上　 先着
36名　 1回1,400円（ゲーム代、貸靴代、保
険料含む）　 ハガキか （上記申込方法参
照、参加できない日、年齢も明記）で世田谷サー
ンズ・北口（〒156-0044 赤堤4-42-2 090-
9010-2275　 3323-8250）へ

わくわくサッカー教室
6月2日（土）、24日（日）、30日（土）、7月1日（日）

9:30～11:00（全4回）
池尻小学校第2体育館

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　 先着25名　 1,000円　

障害の内容も明記　

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室
 第2期デイタイムテニススクール

A 月曜コース　6月4日～7月9日
  B 金曜コース　6月8日～7月13日

※初心者から上級者のクラス分けあり
※詳細はお問い合わせください
ABとも 18歳以上　 先着順　 7,500、
11,000円（クラスにより異なります）　

いきいきリズム体操
6月3日～7月29日　隔週日曜（全5回）

13:30～15:00　千歳温水プール集会室
　　

軽度な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　 5月6日（必着）

大 会（共催事業など）
※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ご確認ください

第20回世田谷区水泳記録会
6月3日（日） 10:00～　玉川中学校温水プール

［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8日（必着）　
※当日、玉川中学校温水プールは18:00から一
般開放

第103回世田谷区民バドミントン大会
（前期）

6月3日（日）～7月29日（日） 9:00～　
大蔵第二運動場体育館

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18日（必着）

第68回世田谷区民体育大会
■テニス競技（中学・高校）
7月27日（金）～8月10日（金） 9:00～
 総合運動場テニスコート

［種目・定員］すべて先着順①中学男子:（単）
240名・（複）80組②中学女子:（単）128名・（複）
80組③高校男子 :（単）216名・（複）104組④ 
高 校 女 子:（単）160名・（複）104組　 （単）
500円／人・（複）1,000円／組　 5月22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24日（木）、
25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4日（土）～12月24日（月・休）
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 で区少年サッカー連盟事

務局（ 3417-1777）へ　 6月30日（必着）

凡例　 出演　講講師　 対象　 定員　 料金　 申込み　 締切　 問合せ先

申込方法 はホームページで4月25日9:00から申込開始
※教室等申込システムへの登録が必要となります

その他は必要事項（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）を明記し、各申込先へ　
※個人情報は目的以外に使用することはありません

※先着順のスポーツ教室・イベントは定員に達し次第締め切ります
※�今後、7月以降に開催される教室をFAX・ハガキで申込む場合、別
途事務手数料（216円）がかかります

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  3417-2811  3417-2813  http://www.se-sports.or.jp/

スポーツ教室・イベント

～お母さんの似顔絵を描こう！～　

母の日似顔絵展 4月22日（日）～5月13日（日）
総合運動場温水プール、千歳温水プール

募 集・展 示 期 間 小学生以下　 無料　
各施設にある専用の用紙にお母

さんの似顔絵を描き、各施設受付へ　

※展示終了後、参加賞を進呈します

▶問合せ先　 総合運動場 3417-4276 3417-1734　 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　 大蔵第二運動場 3416-1212 3416-1777

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
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