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P2 世田谷文学館

P2 世田谷美術館

P3 音楽事業部

P3 せたがや国際交流センター

P3 生活工房

P4 世田谷区スポーツ振興財団

P4 世田谷パブリックシアター

新型コロナウイルスの影響により掲載の内容が変更となる場合があります。最新の情報は各ホームページ等でご確認ください
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世田谷パブリックシアター
野村萬斎 六代目神田伯山
4,800 円 一般 5,000円
U24 2,500円

発売
開始

8/29（土）
一般 8/30（日）

高校生以下 2,500円（当日要証明書提示）

※1申込みにつき4枚まで
※未就学児入場不可

※世田谷パブリックシアターチケットセンターおよびオンラインでのお支払い方法は「セブ
ン-イレブン」または「オンラインクレジット決済」、お引取り方法は「セブン-イレブン発券」

◉解体新書とは

のみとなります
※世田谷パブリックシアターチケットセンター窓口での販売・発券はございません

現代芸術の世界を構成している様々な分野、要素をパーツに分け解体しな

世田谷パブリックシアターチケットセンター（

5432-1515）

がら、それぞれの成り立ちと根拠をあらためて問い直すシリーズです。新
たな「日本演劇」の創造と劇場の基礎づくりを目的に、野村萬斎がホスト役
となり、ゲスト・アーティストと
〈トーク＆パフォーマンス〉を繰り広げま
す。毎回多彩なゲストをお招きし、お互いの専門分野を駆使しながら、共
通する必要不可欠なもの＝「表現の本質」を探っていきます。舞台を「観る」
に留まらず、より深く舞台芸術を楽しみたいと願っているお客様に向けて、
その真髄を発信することを目指しています。

第31回目となる今回のテーマは、

〜語と読に通底するもの（トランスバーサル）〜
「伝」

狂言師×講談師
が探る

「表現の本質」とは？
是非ご期待ください！

つれづれ
トーク

コロナ禍、皆様たいへんな思いをされながらお過ごしかと思います。
世田谷パブリックシアターもかなりたいへんですが、
そんな時節だから
こそ、頼れるのは生きているからこその人間の力！それを掛け合わせる
ことで更なる力を生むのが劇場の使命。
今回のMANSAI解体新書は、毎度のことながら強力なゲストを迎え

て大盤振る舞いです。今回のゲストは現在社会現象ともなっている、講
談師・神田伯山さん！彼が作り上げる劇的世界は、舞台芸術の最小単
位「⼀⼈」
の力。その「伝える力」
を解体したいと思っています。とは言え、
一人の講釈を受け取るのは生きている皆さんの大きな想像力。景気良く
語って頂き、想像力の景気をup！乞うご期待！パパン！
（張り扇の音）
世田谷パブリックシアター芸術監督

発行
・
編集

公益財団法人
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

世田谷区スポーツ振興財団 〒154-0074 世田谷区大蔵4-6-1

5432-1501

3417-2811

https://www.setagaya-bunka.jp/
https://www.se-sports.or.jp/

野村萬斎

せたがや文化財団より

ご支援のお願い
詳しくはこちらのQRコードから

※本紙掲載の内容は7月15日時点の情報です

〒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）
https://www.setabun.or.jp/
［休館日］毎週月曜日
（月曜日が祝·休日の場合は翌日）

LITERATURE

世田谷 文学館

※小・中学生は、土、日、祝・休日、
「コレクション展」
の観覧料は無料です

コレクション展

お手数ですが、お出かけ前にHPや電
話で開催情報をご確認ください。
ご入場の際はマスクをご着用のうえ
検温にご協力ください。また、発熱
（37.5℃以上）等の症状があるお客様
は、ご来場をお控えくださいますよ
うにお願い申し上げます。
お客様の安全をはかるため、館内へ
のご入場を制限させていただく場合
がございます。

─ 綴じられた時間の物語 ─

ムットーニのからくり文学館
開催中～2021年3月31日
（水）
【予定】
1階展示室

企 画 展
安野モヨコ展 ANNORMAL
開催中～9月22日
（火·祝） 2階展示室
《月世界探検記》
1995年 原作：海野十三
「月世界探検記」

※感染症対策のため当面の間、ライブラリー〈ほんとわ〉は休室します

北の森 ノースウッズの世界」を世田谷区内外
の学校や図書館、区民センターに出張展示し、
多くの皆さまからご好評をいただいてきまし
た。今回展示するのは大竹さんの初の写真集
『ノースウッズ―生命を与える大地』
（クレヴィ
ス 2020年）から作品の一部をセレクトして
制作した新作パネルです。
焼野から芽を出すジャックパイン、厳しい自然
に適応しながら生きるカリブー、ムース、ビー
バー、ホッキョクグマ、アビなど野生動物たち
の一瞬の表情や先住民が残した謎の壁画……。
「動物も、草木も、人間も、さらには岩や水、火
や風や雪といったあらゆる存在が、この地球か
ら命を与えられ、生かされている」という大竹
さんの思いをきっと実感していただけること
でしょう。
皆さまのご来場をお待ちしております。
無料

どこでも文学館

オンライン講演会
「お家から行く世界探検！」
8月10日
（月·祝）15:00～17:00
ご自宅から参加いただきます

一般200円／高校・大学生150円／65歳以
上、小・中学生100円 ※障害者割引あり
【事前予約制】
※企画展「安野モヨコ展」チケットとは、別料金、別のご
予約となります。世田谷文学館
（

www.setabun.

or.jp）
をご覧ください
※ご覧いただける人数に限りがあるため、新型コロナウ

髙橋大輔氏 ニューヨークにて

イルス感染拡大防止の観点から大幅な入場制限をさせ

「物語を旅する」をテーマに日本中や世界各地
を旅する探検家・髙橋大輔さん。今回は写真や
動画、地図やグーグルアースを利用して、髙橋
さんの探検の舞台を一緒にめぐります。
髙橋大輔
（探検家、作家）
小学5年生以上
（大人可）
、ビデオ会議ツール
「Zoom」アプリをPC・タブレット・スマホ等
にダウンロードして参加ください
申込先着90名
無料
インターネット予約
世田谷文学館
（
www.setabun.or.jp）イベ
ントページをご覧ください。
【申込期間】
7月25日10:00～8月6日23:59

ていただきます。あらかじめご了承ください
「花とみつばち」2003年 ⓒMoyoco Anno/Cork

一般800円／65歳以上、高校・大学生600
円／小・中学生300円 ※障害者割引あり
【事前予約制】
ご入場には事前に日時指定のローソンチケット
購入が必要となります。
●インターネット予約
（
https://l-tike.com/）
のうえご来館前に発券
●全国ローソン・ミニストップ店内に設置の
LOPPiにて購入
Lコード7月分：31007
Lコード8月分：31008
Lコード9月分：31009
（8/18 12:00販売開始）
※当館では扱っておりません

新作パネル特別展示
写真展
〈写真家・大竹英洋
「ノースウッズを旅する」
〉
開催中～9月22日
（火·祝）
【予定】
1階文学サロン
大竹英洋さんは1975年京都府舞鶴市に生ま
れ、世田谷区で育ちました。1999年から20年
にわたって北米の湖水地方「ノースウッズ」を
フィールドに野生動物や人びとの暮らしを撮
影し、人間と自然とのつながりを問い続けてい
ます。
当館では、2011年から写真パネル「大竹英洋
〒157-0075 世田谷区砧公園1-2

ART

世田谷 美 術館

どこでも文学館

©大竹英洋

※定員に達し次第締切りますのでご了承ください

3415-6011 ハローダイヤル
050-5541-8600
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·休日の場合は翌日）

＊小・中学生は、土、日、祝･休日、次の観覧料は無料です。 ●世田谷美術館ミュージアム コレクション

ミュージアム コレクション
一般200円／高校・大学生150円／65歳以
上、小・中学生100円
※障害者割引あり

気になる、こんどの収蔵品
── 作品がつれてきた物語
開催中～8月16日
（日） 2階展示室

作品のない展示室

── 窓外の夏景色をどうぞ
開催中～8月27日
（木） 1階展示室
広々とした作品のない展示室で、窓枠を額
縁に見立て、夏景色をお楽しみください。
無料

夏休み！なんでも相談美術館
8月中の毎木金土曜日 10:00～16:00 創作室

鈴木治
《黒絵壷》
制作年不詳

第40回世田谷区民絵画展
第40回世田谷区民絵画展は、新型コロナウ
イルスの影響により、本年度は開催を中止い
たします
（来年度の予定は未定）

※申込期間終了後にメールにて参加案内をお送りします

美術館の見所案内や100円ワークショップの
実演と材料キット販売など。

ナイトツアーon-line
「展示室の白い影」
開催決定!!
当館HPにて予告編公開中。前編は8月1日配信
予定。8月15日
（土）
19時からはライブ配信！

入館の際の注意事項

●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

発熱や風邪、味覚、嗅覚障害の症状等、マスクを着用していないお客
様は入館をご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

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
Setagaya 2020 by GAKU ※29日〜公開

7/28〜8/2
8/10〜16

JQA地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展

休館日11日
（火）

子どもの造形絵画教室
「絵の寺子屋」
教室展2020 ※19日〜公開

8/18〜23

※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 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
一般200円／高校・大学生150円／65歳
日）
以上、小･中学生100円

清川泰次記念ギャラリー
3416-1202
〠157-0066 世田谷区成城2-22-17
http://www.kiyokawataiji-annex.jp/

※障害者割引あり

展覧会

清川泰次 絵と言葉

向井潤吉アトリエ館

開催中～10月4日
（日）

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

展覧会

向井潤吉 民家への旅路
開催中～10月4日
（日）

セタビ、美味しい出会い
世田谷美術館はアートを楽しむだけの空間ではありません。レストランやカフェもご好評をい
ただいております。ゆたかで、楽しいひと時を、ゆっくりとおすごしください。

《Painting No. 4190》
1990年

清川泰次記念ギャラリー内 区民ギャラリー
《山間草炎》
［山形県東田川郡
朝日村田麦俣］
1962年

8/4〜9

様々展

8/18〜23

子どもの創造画と大人の油絵展

※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）

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/

気軽に本格フレンチが味わえるレストラン ル・ジャルダン

引換券

（レストラン
ル・ジャルダン
セタビカフェ）

ガレットが人気のセタビカフェ

期間：2020年7月25日
（土）
～8月30日
（日）
コーヒーor紅茶 １杯無料券
本券のみのご利用はできません。お食事ご注文の方のみご利用いただけます。
本券をご注文時に係員にお渡しいただくと、1枚につき２名様までご利用になれます。

展覧会

宮本三郎 絵画、
その制作とプロセス
開催中～10月4日
（日）

展示室やおうちでできる鑑賞ワークシートを配布、公開予定
です。詳細は当館HP参照。
展示とあわせて、お楽しみください。

《農夫》
1957年

2

2020年7月25日

①イベント名
（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
▲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 ②住所 ③氏名
（ハガキ・FAX・
メールの申込み）
記入方法
●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
※記入には通常のインクペン等をご使用ください。こすると消える筆記用具は送信の際に文字が消えてしまうことがあります

※先着順のイベントは、本紙発行時点ですでに定員に達している場合があります

〒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
FAX 5432-1559
info@setagayamusic-pd.com

MUSIC

音楽事業部
せたおんより 皆さまへ

5432-1535（月〜金曜日：10:00〜18:00）
https://www.setagayamusic-pd.com/

チケットの申込み 世田谷パブリックシアターチケットセンター

せたおんでは、公演を安心してお楽しみいただけるように、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策を講じ、
また、ご来場のお客様へご協力をお願いしております。詳細はホームページをご覧ください。

宮川彬良の
せたがや音楽研究所#12

室内楽シリーズ

発売
開始

9月21日
（月·祝）15:00
成城ホール（小田急線 成城学園前駅）

8/26
（水）

（東急世田谷線 松陰神社前駅）

発売
開始

せたおん

検索

第6回世田谷区芸術アワード“飛翔”音楽部門

―児玉麻里＆児玉桃
4 44
２台ピアノの響演

〜#家族で音楽やってみた！！〜
9月12日
（土）17:00
世田谷区民会館

アラウンド・ザ・ピアノ

5432-1515

し い

じ

う た

四時の歌 秋編

受賞記念公演
発売
開始

８月下旬
予定

―ジャズ、いけばな、テクノロジー
（開演時間調整中）
11月14日
（土）・15日
（日）
シアタートラム（東急田園都市線・世田谷線 三軒茶屋駅）

8/3
（月）

若手芸術家を支援する第6回世田谷区芸術アワード
“飛翔”の音楽部門
受賞記念公演。「座・草月×UNT JAZZ Quartet」が、独創的な世界
を繰り広げます。
UNT JAZZ Quartet［平原慎士（ギター） 木村ともか（ピアノ）
會川直樹（ドラム）他］ 座・草月
※未就学児入場不可
3,500円 一般 3,800円

©Sergio Veranes

児玉麻里

宮川彬良

©武藤奈緒美

宮川彬良（アキラ所長）による、大マジメかつ奇想天外な
発想の音楽解釈をみんなで楽しむ、せたおん独自の音楽
バラエティ・コンサート。感染予防対策を講じた上で開
催します。今回のテーマは「家族」。詳細は次号に発表！ 乞
うご期待！
宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）
森由利子
（ヴァイオリン） 宮川知子
（ピアノ）
miyacawa Ari（朗読・歌・ダンス） 宮川大典（ピアノ）
他
宮川彬良：風のオリヴァストロ 他
一般 3,000円
※未就学児入場不可

「#今きずなを歌おう」、ただいま準備中！
コンサートの自粛が求められ、合唱や楽器演奏等の
練習も制限されている現在、音楽を愛する皆さんに
とって、大変苦しい状況が続いています。そこで今、
せたおんで歌い継がれてきた『きずな』という曲を、
みんなで歌い、楽しんでみませんか。直接顔を合わ
せられなくても、歌で一人一人がつながることがで
きます。詳細は次号をご覧ください。

平原慎士

座・草月

Let’
s Sing ゴスペル ! 2020

募集
！！

ワークショップ参加者
©Carolien Sikkenk

©Marco Borggreve

児玉桃

共にヨーロッパで研鑽を積み、ソリストとして第一線で活躍
するピアニスト姉妹。2台ピアノを全方位から取り囲んで聴く、
「アラウンド・ザ・ピアノ」
という特別な体験。
2016年に初めて共演CDを録音した時の演奏作品「くるみ割り
人形」
をはじめ、2人ならではの刺激的な選曲は聴き逃せない！
児玉麻里（ピアノ） 児玉桃（ピアノ）
S.バーバー：組曲「思い出」op.28
R.ブルノー=ブルミエ：エル・トルカル
J.アダムズ：ハレルヤ・ジャンクション
チャイコフスキー：組曲
「くるみ割り人形」
（2台ピアノ版）
より
整理番号付き自由席
3,600円 一般 4,000円
※未就学児入場不可

Ⓒ武藤奈緒美

ゴスペルハーモニーの美しさ楽しさ喜びを、仲間と一緒に！！
【応募期間】8月15日（土）～9月15日（火）
【応募方法】オンラインによる申込み
【ワークショップ】全4クラス、隔週4回、10月上旬スタート
新しい試みとして、オンラインを取り入れたワークショップを
実施します。
【本 番】11月28日（土）世田谷区民会館
【参加費】8,000円予定（教材費等含む）
※各クラス定員25名まで
※感染症拡大の状況により、中止・変更の場合があります
詳細はせたおんホームページや募集チラシをご覧ください

Intercultural Center

せたがや国際交流センター

5432-1538

〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー2F
5432-1570
https://www.crossing-setagaya.com
［開館時間］10:00〜18:00 ［休館日］毎週月曜日

9月13日
（日）
まで
世田谷区の姉妹都市をご存じでしょうか？カナダのウィニペグ市、オーストリアのウィーン市
ドゥブリング区、オーストラリアのバンバリー市と姉妹都市提携を結んでおります。子どもたち
が体験してきた交流や3都市の魅力などを紹介しますので、お気軽にお立ち寄りください。
無料 ※どなたでもご利用になれます

DESIGN

〒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
https://www.setagaya-ldc.net/

生 活工 房

生活工房アーカイブ展 part.2

おうちで

夏の子ども
ワークショップ2020

哲学対話

パ

ラ

シ

フ

PARA SHIF

開催中～8月16日
（日） 8月10日を除く月曜休
9:00～21:00 3F生活工房ギャラリー
哲学者と身近なテーマについて対話しながら、
当然と思っている考え方がガラリと変わるパ
ラダイムシフトを起こすことを目指すセミナー
「PARA SHIF」
。
哲学者の國分功一郎氏や批評家の福尾匠氏を
講師に迎え、開催した本企画の記録映像を上映
しています。
無料

リーフレット配布中！
生活工房の夏の恒例、子どもワークショップ。
今年はおうちで楽しめる紙上ワークショップ
のリーフレットをつくりました。

※8月18日
（火）
以降は、生活工房の歴代ポスター展を

家にある材料でつくれる工作や、ちょっと変

予定しています

わったクッキングのレシピ、ヘンテコなテス
トも付いています。世田谷区立の小学校で配

秋の世田谷アートフリマ開催中止のお知らせ

布するほか、区立図書館などでも配布します

9月に開催を予定しておりました世田谷アートフ
リマvol.34は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、開催を中止いたします。
これに伴い、出展者募集も行いません。
何卒ご理解のほど、お願いいたします。

（無くなり次第終了）
。
生活工房のホームページでもPDF版をご覧
いただけるので、ぜひご利用ください。
凡例

出演

講 講師

対象

定員

夏の子どもワークショップ2019の様子

料金

申込み

締切

問合せ先

会員先行発売・割引対象（前売のみ）

2020年7月25日

3

新型コロナウイルスの影響により掲載の内容が変更となる場合があります。最新の情報は各ホームページ等でご確認ください
〒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

THEATRE

世田谷パブリックシアター

チケットの申込み

世田谷パブリックシアターチケットセンター

https://setagaya-pt.jp/

当代随一の落語家・春風亭一之輔プロデュースによる寄席企画！

5432-1526

5432-1559

5432-1515
（10:00〜19:00）

チケット予約・購入はコチラから ▶︎

【世田谷パブリックシアター／シアタートラムは、
感染拡大予防のために、次の対策を講じています】

『せたがや 夏いちらくご』
8月8日
（土）
・9日
（日） 世田谷パブリックシアター

◦ロビーをはじめ、お客様の安全、館内の衛生管理のために、各所に消毒液
を配置し、洗面所には薬用石鹸を配置しております。
◦劇 場内の手すり、椅子、トイレなど、多くのお客様の手が触れる場所の消毒
を強化しております。
◦スタッフはマスクを着用し、お客様のご案内をさせていただいております。
◦入 場時のチケットの半券はお客様ご自身でお切りいただき、所定の場所に
お入れください。
◦客 席間隔は余裕をもった座席配置にしております。
◦会 場換気システムは十分な稼働状況を満たしております。

世田谷パブリックシアターから2日間にわたり寄席芸能をおおくりします！8日は紙切りの林家楽一と
音曲漫才のおしどりを迎えた、寄席のにぎわいをお楽しみください。9日はゲストに粋曲の柳家小菊を
迎え、春風亭一之輔独演会を開催。本格落語をおとどけします！
春風亭一之輔
8月8日（土）林家楽一（紙切り） おしどり
（音曲漫才）
／8月9日（日）柳家小菊（粋曲）
4,800円 一般 5,000円 高校生以下 2,500円
（当日要証明書提示） U24 2,500円

プロデュース・出演

8/8 9

14:00

※1申込みにつき1公演4枚まで
※未就学児入場不可
※世田谷パブリックシアターチケットセンターおよびオンラインで
のお支払い方法は「セブン-イレブン」または「オンラインクレジット
決済」、お引取り方法は「セブン-イレブン発券」
のみとなります
※世田谷パブリックシアターチケットセンター窓口での販売・発券
はございません
※発売中のチケットは、予定枚数を終了している場合がございま
す。ご了承ください

【下記の事項があてはまるお客様には、入館をご遠慮いただいております】
◦発 熱（37.5℃以上）
や風邪、味覚、嗅覚障害の症状等、体調がすぐれない
お客様
◦マスクを着用していないお客様
◦新 型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触があるお客様
◦感 染拡大している地域や国への渡航歴が14日以内にあるお客様

【入館されるお客様へのお願い】
◦入 館にあたっては、劇場に設置されている消毒液で手指の消毒をしてい
ただくとともに、検温をいたしますのでご協力ください（37.5℃以上の方
は入館できません）。洗面所内には薬用石鹸を配備してありますので、こ
まめな手洗いをお願いいたします。
◦基 礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方、未就学児童をお連れの方は関係機
関の情報を参考に、慎重なご判断をお願いいたします。
◦劇 場を含むすべての場所で、他のお客様との間隔をじゅうぶんにおとり
ください。
◦劇 場内での会話は可能な限りおひかえください。
◦劇 場内での混雑を避けるため、入退場時に制限を行う場合があります。
ご協力ください。
◦感 染症対策のため、お客様の購入時のご連絡先を保健所等の公的機関
に提供する場合があります。

撮影：山添雄彦

せたがやこどもプロジェクト2020 〈〈ステージ編 〉〉は、新型コロナウイルス感染症の拡散防⽌のため、
やむなく一部の公演を延期、または中止とすることが決定いたしました。
公演を楽しみにされていた皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
延期公演につきましては、詳細は後日お知らせいたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上
げます。

子どもとおとなのための◎読み聞かせ『お話の森』
ＲＯＬＬＹ 片桐仁 会場 シアタートラム

公演
延期

せたがやこども
プロジェクト2020
〈〈ステージ編〉
〉

※詳細は決定次第、劇場HPにてお知らせします

フォルモサ・サーカス・アート
（FOCA）
『 悟空～冒険の幕開け～』
フォルモサ・サーカス・アート
（FOCA）
会場 世田谷パブリックシアター

公演
中止 『日野皓正 presents“Jazz for Kids”』
日野皓正 Dream Jazz Band 他 会場 世田谷パブリックシアター

皆様に安心してご来場いただけますよう、
ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

※「Dream Jazz Band Workshop」
も中止となりました

SPORTS

世田谷区スポーツ振 興 財団

7.25 9:00
SAT

申込

スポーツ教室
スマイルバルシューレ体験会
8月25日
（火）
①9:20～10:10②10:30～11:30
大蔵第二運動場体育館

バルシューレとは、ボールを使った全身運動
です。
①幼児②小学1年～3年生
抽選各20名
600円
8月24日

3417-2811

当財団ホームページから申込み
（要登録）

スタート

※ハガキ・FAX申込みも可
（別途手数料220円）

いずれも軽度の知的障害のある小学生以上。
トイレを使用する際、介助を必要とせず、教室
開催中に付添人の会場待機が可能な方
①②③若干名
（抽選）
①高校生相当以上
4,000円、中学生以下1,700円②③高校生相
当以上8,000円、中学生以下3,400円
障
害の内容をその他の欄に明記
8月10日
（必
着） ※参加の可否については、事前に個別面
談を行います

生涯健康づくり体操
9月3日～12月10日
（9月17日・24日・11月26日を除く） 毎週木曜
13:30～15:00
（全12回） 希望丘地域体育館

50歳以上
30名
8月26日
（必着）

3,300円

いきいきリズム体操
9月27日～11月22日 隔週日曜
13:30～15:00
（全5回） 千歳温水プール集会室

障害児
（者）
水泳教室

※一部内容が変更になる場合がございます

①ペンギン水泳教室

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
障害の内容をその他の欄に
明記
8月23日（必着）

大蔵第二運動場で行うスポーツ教室

9月8日～10月27日
（9月22日を除く）
毎週火曜 18:00～20:00
（全7回）
烏山中学校温水プール

第2期デイタイムテニススクール

A月曜コース 9月7日～11月2日
B金曜コース 9月18日～11月6日
10月10日～2021年5月22日 原則毎月第2・4・ ※初心者から上級者のクラス分けあり
※除外日あり
（5）
土曜 13:00～15:00
（全14回）
※詳細はお問合せください
太子堂中学校温水プール
18歳以上
先着順
10,500、15,300円
③ラッコ水泳教室
10月3日～2021年5月29日 原則毎月第1・3・ （クラスにより異なります）
（5）
土曜 14:00～16:00
（全14回）
■ゴルフレッスン
玉川中学校温水プール
①グループレッスン／②個人レッスン

②マンボウ水泳教室

問合せ先
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2020年7月25日

大蔵第二運動場
凡例

出演

講 講師

3416-1212
対象

定員

その他
ハガキ・FAX

3417-2813

〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1
https://www.se-sports.or.jp/

下記必要事項を明記の上、各申込先へ
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

4人のプロが初心者の方にも丁寧に指導します。 ■ゲートボール競技
①12,500円～②20分2,100円～
（第70回秋季区民GB大会）
9月3日
（木）9:00～15:00
レディースフットサル
総合運動場陸上競技場
ビギナーズクラス
※予備日9月4日
（金）
9月3日～24日 毎週木曜
2,000円／チーム
10:00～11:30
（全4回） 総合運動場体育館
申込用紙を持参・郵送・FAXで区ゲート
高校生相当以上の女性でフットサル未経験者
ボール協会・村石
（〒154-0017 世田谷1-23-3
及び初心者
3439-1108）
8月19日（必着）
抽選20名
6,300円
8月20日
■陸上競技
※10月にレギュラークラスの実施を予定して
9月21日
（月・祝）9:00～
います
総合運動場陸上競技場
※1人1種目までとする。（リレーは除く）
一般・高校生500円／種目（小学100円・中
学200円）、リレー400円
※参加料の払込は、主催者からメール連絡が
あってから行ってください
詳細は協会
http://www.setagayarikujyo.
org/をご覧ください。
（申込ファイルは7月下旬
にHPに掲載）
8月13日（木）
～20日（木）15:00厳守
大 会（ 共 催 事 業 な ど ）
setagayarikujyou@gmail.com

※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 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止または変更になる場合がございます ※詳細は
各問合せ先へ
その他

第70回区民体育大会

■軟式野球競技

9月20日
（日）
～10月11日
（日）
総合運動場野球場 他
区軟式野球連盟登録チーム
7,000円／
チーム
FAX
事務局・武井（
34162985）
8月9日（必着）

■バスケットボール競技

※詳細は未定のため、協会HPをご確認ください
http://sbaa-net.jimdo.com/

■バドミントン競技

6月25日発行の情報ガイドに掲載したバドミ
ントン競技の内容に誤りがございました。訂
正してお詫び申し上げます。こちらの内容が
最新となります。
①8月30日
（日）②9月20日
（日）③9月27日
（日）
9:00～ いずれも総合運動場体育館
①一般②中学生③高校生
①1,000円 ／ペ ア ②400円 ／ペア ③ 800
円／ペア
郵送
（所定の申込用紙に参加費振込済みの
コピーを添付して、区バドミントン協会・安藤
〒157-0074 大蔵5-8-6
3415-0692）
①8月14日②9月4日③9月11日
（必着）

3416-1777
料金

申込み

締切

問合せ先

次回
（8月25日号）
は
「区のおしらせ」
に折り込まれます
再生紙を使用しています

