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新年度が始まりました。「生涯現役生涯現役情報ステーション」も日に日に来場者が増えております、

これもひとえにみなさまのおかげと感謝しております。

これからも、区内の様々な情報を数多く集めて展示したいと考えております。

その一環として、ド議■テーiド 青].ド 主 券イベ1「 算を検討してまいりましたが、3月 に実現できました。

題してま糞l i一基三rtti妻馨霜許肇= 轟具子―路1このスクールは学校スタイルで、今回1時間目

は社会科の授業。「東京都23区の名前」を参加者に次々と尋ね、23区のすべてが出揃ったところで、

全員で声を出して区名を読み上げました。2時間日は国語、「いろはがるた」を題材に読み札をたずね

ました。3時間日は理科で、哺乳類のうち3文字の名前を上げて、その漢字をあげていただきました。た

とえばパンダ(熊猫)、 モグラ(土竜)、 ゴリラ(大狸 )々、 コアラ(袋熊)など。4時間目は音楽、「春に関す

る曲」をあげていただき、皆さんで歌つて終了となりましたが、皆さん好評で次回も参加したいというお

声をいただきました。

このように、新年度も新たな試みも取り入れて行く予定でおりますので、一度情報ステーションを覗い

ていただければ幸いです。

来て見て手に取って ! 生涯現役情報ステーション

新学期、新一年生、新社会人、新年度、気分も新たに何か

始めませんか。手始めに地図を片手にウォーキングなどい

かがでしょう。桜も満開です。

生涯現役情報ステーションでは、地図を特集しています。

「tohode」 という砧総合支所の健康づくり課が作つたかわい

い地図もあります。

花 桜やハナミズキなど並木の案内

銘木100選

崖 国分寺外線発見マップ

見て観て感じて世田谷の風景 ラリーもあります

是非是非おいでください。お待ちいたしております。一同

ひだまり友遊会館 館長 田村 弘
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世轟磐豊奢鐘蒔ご案錢

緑豊かな東京都立砧公園のなかに位置する世田谷

美術館は、公園の散歩がてら、気軽に立ち寄れる親

しみやすい美術館です。館内には、画集を広げなが

ら、ゆつくりと静かな時間を過ごせるアートライブラリ

ーや、カフェやレストランなどの施設も充実していま

す。建物とあわせてデザインされたベンチも点在し

ているので、疲れた時は一体みされるのもよいでし

ょう。

4月 14日 (土)～ 6月 17日 (日 )は、大分県出身で、世

田谷の成城で長年アトリエを構えて制作活動をおこ

なつていた日本画家の高山辰雄(1912… 2007)の 70

余年にわたる画業をご紹介する展覧会「人間日高山

辰雄展―森羅万象への道」を開催します。宇宙まで

も視野に入れた壮大なスケールで、人間の生死や

その存在の神秘をテーマにした作品は、高く評価さ

れ、1982年に文化勲章を受章。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。

6月 30日 (土 )～ 8月 26日 (日 )は、民芸陶器で第1回

重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された濱

田庄司(1894-1978)の作品を紹介する「没後40年

濱田庄司展 大阪市立東洋陶磁美術館 堀尾幹

雄コレクションを中心に」を開催します。現在の益子

焼の発展は、濱田庄司の活躍抜きには語れないで

しょう。

このほか、ミュージアム コレクション I「それぞれの

ふたり Jヽ堀四郎と村井正誠」も4月 14日 (土 )～ 7月

8日 (日 )に開催しています。是非、お出かけください。

開館時間 :10:00～ 18:00(展 覧会最終入場は

17:30まで)

休館日:月 曜日(但し祝・休日の場合は開館 翌平日

休館)観覧料は展覧会によつて異なります。詳細は

当館ホームページをご覧ください。

WWW.Setagayaartmuseum.oriip

奎鑽 ま墓奪董ゝ 尭

住宅街のイメージが強い世田谷区ですが、身近に様

々な魅力があふれています。活気ある商店街、個性的

なお店、豊かな自然、歴史ある寺社などなど…。

世田谷まちなか観光交流協会では、それらをつない

で回遊する「まちなか観光」をテーマに、世田谷の観光

に取り組んでいます。

<主な事業>
こ 轟 まなさ童ヽ 豊メ讐讐

平成27年度から年1回開催しています。平成29年度(

平成30年 1月 6日/三軒茶屋・キャロットタワー)は、グ

ルメをテーマにしたシンポジウムや、皆様からお寄せい

ただいた区内のおすすめスポットを紹介する「世田谷お

すすめスポット総選挙」など、楽しみながら世田谷の魅

力を知つていただく内容でした。観光メッセは平成30年

度も開催予定ですので、お楽しみに。
事まt き警F―一

区内の魅力的なスポットをめぐるまち歩きツアーを開

催しています。鳥山寺町めぐり、下北沢教会めぐり、ひ

な飾りめぐり(二子玉川周辺)など、歩く地域やテーマを

変え、バラエテイに富んだ内容です。今後も定期的に開

催していきますので、ぜひご参加ください。
彗 尭轟―真べ・―ジ

世田谷の魅力を集めた観光ホームページが平成30

年2月 28日にオープンしました。スポット紹介だけでなく

、様々なまち歩きコースの紹介、季節やトレンドに合わ

せた特集記事など、世田谷を楽しむ手助けになる内容

です。以下のURLまたはQRコードからご覧ください。

1浩三F 驚 ■     1l F r婁 織
=

世田谷まちなか観光交流協会

では、今後も、まち歩きやフォトコン

テストなど様々な観光事業を実施します。イベン

嚇 等は観光ホームページなどで発信してい

きますので、ご期待ください。

(左 )シンポジウム

で熱心に耳を傾ける参加者

(右 )まち歩きでは

ガイドの話も楽し

みのひとつ



活動団体の紹介

「ちぎり絵」ポピーの会へのお誘い
こんにちは。小さなちぎり絵、ポピーの会です。

ポピーの会は平成23年 1月 に社会福祉協議会の

サロンとして、地元野沢で発足しました。3年後の

平成26年 1月 からは、野沢に加え若林のひだまり

友遊会館でも月一回の活動を開始し、今に至つて

います。

ちぎり絵は、和紙の優しい色と風合いを楽しみな

がら描きます。初めての方はもちろん、絵はちょつと

苦手と感じる方でも、毎回分かりやすい図案と説明

書を用意しておりますので、安心して始めていただ

くことができます。

ポピーの会は「小さなちぎり絵専門」であることが特

徴で、台紙にはミニ色紙を使用します。ミニ色紙は

ハガキくらいのサイズですので、絵手紙のように気軽

に楽しんでいただけます。題材には、日本の風物

(お正月の干支、おひな様、七夕)や季節の花々を選

んでおります。

又年賀状や暑中見舞い、クリスマスカードなどをご

自身で手作りできます。

四季折々の作品をお茶の間や玄関に飾つて楽しん

でみませんか?

皆さま和気あいあいとおしゃべりしながら作品づくり

を楽しんでいらつしゃいます。

見学は随時受付をしております。下記までどうぞお

気軽にご連絡ください。

*開催日:第4月 曜日(都合により変更する回もござ

います)

*場所 :ひだまり友遊会館

*参加費:500円 +材料費

*連絡先 :オオハシ       (午 前9時～

午後5時 )

ハーモニー(ダンスサークル)

ハーモニーは1985年に設立され、当初は老大ダ

ンス同好会と称しておりましたが、生涯大学への

名称変更にともないハーモニーとして現在に至つ

ております。

竹末先生の厳しい指導のもと、楽しく和やかな明

るい雰囲気の中で社交ダンスを楽しんでいます。

ダンスは健康維持と1図の活性化に役立つと言わ

れておりますが、全くその通りだと思います。

親御さんがかつて入会されていたと聞き会員に

なられた方もおられます。

ダンスに興味のお有りの方は是非見学においで

下さい。

毎週火曜日 15:00～ 17:00ひだまり友遊会館

会員は現在 男性16名 女性17名 の合計33名

です。

連絡先 090…8042¨ 3861(山 口)25期生

4月 より始まる「歴史講座J(詳細は次頁)

伊藤寿講師の自己紹介

愛知県出身。最初は弁護士を志望して東京大学

法学部に入りましたが、自分の生き方について悩

み、卒業後、再ぴ東大教育学部(教育史・教育哲

学コース)に学士入学。卒業論文のテーマは「石

川啄木の青年期における自己の解体と再編成」。

自分の方向性が見えてから、この25年間世田谷

区の定時制高校(桜町、世田谷工業、総合工科)

で教育に携わつてきました。モットーはフランスの

詩人ルイ・アラゴンの「教えるとはともに希望を語

ること、学ぶとは誠実さを胸に刻み込むこと」。ま

た授業で教えた内容や長期休業日を利用して海

外を訪れた体験(イタリア、フランスを中心に海外

渡航は30回以上、20ヵ 国以上)や研究の成果を

世田谷区を中心とした講座等で講演してきました

(2018年 3月 6日 現在で176回 )。 テーマは、ヨー

ロッパ史、江戸文化、日本近代史が中心です。学

ぶことで視界が開けるような、楽しく刺激に満ちた

講演会にしたいと思つています。



～ひだまり友遊会館のご案内～

◇にいなな会の映 サロン◇

4月 13日 (金 )『トゥルーログリット』

4月 27日 (金 )『殿、利息でござる』

5月 11日 (金)『箱入り息子の恋』

5月 25日 (金)『ネブラスカ ニつの心を結ぶ旅』

6月 8日 (金)『父/パドーレ・パドレーネ』

6月 22日 (金)『超高速参勤交代 リターンズ』

時刻 13100か ら 参加費 300円 (お茶 お菓子付)

◆美術を楽しむ講座

第人部 ヨーロッ のヾ美術を変えた男たち

講師:谷岡 清

第4回 4月 23日 (月 )

フ77エロ

～優美なマリア像は一世を臨 巨匠たちの活躍した

フィレンツェの空気をたつぶり吸つて独自の甘美な世界

を拓いた画家。

第5回 5月 28日 (月 )

ルーベンス&ベラスケス

～二大巨匠の親交。それぞれの名作を追つて17世紀

バロックの世界を堪能する。

第6回 6月 25日 (月 )

アングル&クールベ

～裸婦の美を追つて・・・。1卿 のパリで活躍した二

人の画風は対照的。果たして二人の画風の連しヽま?

定 員:60名 (先割順)

鍋 回のシリーズ講座です力ヽ お好きな回に

自由に参加0ます。

時刻:13:30nヽら 参加費300円

◆公益社団法人世田谷区シルバー人材センターだより◆

センターは、60歳以上の方に紹介できる、

誰でも出来る簡単・短時間の仕事がいろい

ろあります。自分の都合に合わせて仕事が

選べます。楽しい同好会もあり、カラオケ

や囲碁、俳旬、ゴルフ、社交ダンスなど、

初心者でも楽しく参加できます。

公益財団法人世田谷区シルバー人材センター
丁EL:03…3426-9211

◆ひだまり歴史講座◆

第一部

｀
講師:伊藤 寿(講師プロフイニルは前貢参照)

第1回 4月 21日 (土)
ユリウス・カエサルの指導カ

第2回 5月 19日 (土 )

中世パリの魅カ

第3回 6月 16日 (土 )

世界の―体化と「新大陸発見」

時間 13:30～ 15:30参加費 300円

◆ひだま iPad講座◆

6月 開講 週1回 4回コース

日程 :6/2・ 9・ 16・ 23いずれも土曜日

14:00～ 16:30

定員:20名 (抽選)

申込:氏名・住所・年齢・電話・メール・iPadの貸し

出し希望か持ち込みかを明記の上,FAXまたは

はがきでお申込み

参加費:6,000円 (4回分)

講師:せたがやすまほ研究会

ひだまり友遊会館

丁EL:3419… 2341
世田谷区若林 4… 37… 8

FAX:3413…9444
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※馬主車 場 はございませ んので公 共機 関で

近隣 の有 料 パーキングをご利 用 ください。


