
9アーツ  …「せたがやアーツカード」会員対象の割引価格（前売りのみ）

公 情演 報
1月～3月、世田谷区内ではロックやクラシックなど、
多彩な公演がそろいます。子どもと一緒に楽しめるものも！
気になる公演を見つけて足を運んでみてはいかがでしょうか。
※公演名横の日時は開演日時です
※「MAP」番号は�〜�ページの地図を参照ください

世田谷区民吹奏楽団 第23回定期演奏会

　各国の映画やオペラの曲から、世界を一周しているような吹奏楽の旅をお届けします。
出演  齋藤 充（指揮）、世田谷区民吹奏楽団（演奏）　 曲目  G.プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より、

「GR」よりシンフォニック・セレクション、魔女の宅急便コレクション 他　 料金  当日800円、前売
り500円、小学生以下無料 ※0歳から入場できます　 会場  世田谷区民会館（世田谷区世田谷4-21-
27）　 問い合わせ  世田谷区民吹奏楽団 ☎080-5873-3383　http://scwo.or.tv/

MAP 43

1/29（日）14:00
世田谷区民会館

車いす指定 自由 親子

古楽器バンド「タブラトゥーラ」

　ヨーロッパの古楽器を使って、変幻自在・不思議な音楽を聴かせ
る世界に類を見ないアンサンブル。

出演  タブラトゥーラ［つのだたかし（リュート／ラウタ／ウード）、田崎瑞
博（フィドル）、江崎浩司（リコーダー／ショーム）、近藤郁夫（パーカッシ
ョン／ハンマーダルシマー）、山﨑まさし（ビウエラ）］　 料金  一般3000
円、 アーツ  2800円 ※未就学児入場不可　 会場  成城ホール（世田谷区成
城6-2-1）　 問い合わせ  （公財）せたがや文化財団音楽事業部 ☎5432-1535　
http://www.setagayamusic-pd.com/　 チケット申し込み  世田谷パブリックシ
アターチケットセンター ☎5432-1515（10:00～19:00）

MAP 27

1/29（日）15:00
成城ホール

車いす指定 自由 親子

Photo Kohei Take

第58回 明治大学付属明治高等学校　吹奏楽班
定期演奏会
　だれでも楽しめるコンサートです。
出演  明治大学付属明治高等学校　吹奏楽班
料金  無料　
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  明治大学付属明治高等学校　吹奏楽班 ☎042-444-9100　http://meijibrass.web.fc2.com/

MAP 17車いす指定 自由 親子

1/29（日）13:00
昭和女子大学 人見記念講堂



10 指定  …全席指定　 自由  …全席自由　車いす …車いすスペースあり　 親子  …親子向け
※該当するものに色を付けています

　美しい音楽と生命力溢れる歌と演技で老若男女を魅了し大好評を得た本作を新演出にて公演。

オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』
MAP 48

2/3（金）～2/5（日）
世田谷パブリックシアター

車いす指定 自由 親子

日時  2/3（金）19:00　2/4（土）①13:00 ②18:00　2/5（日）
①11:00 ②15:30　 出演  オペラシアターこんにゃく座歌役者
12人、橋爪恵一（クラリネット）、津留崎直紀（チェロ）、服部真理
子（ピアノ）　 料金  A席（1階と2階中央1列目）／おとな6000円　
おとなペア1万1000円　こども・学生4000円　U25（25歳以
下）4500円　 B席（2階）／おとな5000円　おとなペア9000
円　こども・学生3000円　U25（25歳以下）3500円　 C席（3
階）／おとな3500円　こども・学生2000円　 劇場友の会（おと
な）A席5500円　B席4500円　 アーツ  （おとな）A席5700円　B
席4700円　 会場  世田谷パブリックシアター（世田谷区太子堂
4-1-1）　 問い合わせ  オペラシアターこんにゃく座 ☎044-930-1720　http://www.konnyakuza.com　
チケット申し込み  オペラシアターこんにゃく座 ☎044-930-1720　世田谷パブリックシアターチケット
センター ☎5432-1515 ※託児サービスあり。要予約・有料。申し込みは☎5432-1526（世田谷パブ
リックシアター） ※劇場友の会・アーツ は要事前登録・前売りのみ

2010年初演写真

　音源審査や2度のライブ演奏を経て決定した選りすぐりのバンドが、地元・世田谷で熱い演
奏バトルを繰り広げます。

出演  予選通過の10団体＋昨年度グランプリバンド、
審査員：湯川れい子 他、ゲスト演奏：上田正樹
料金  1000円（前売り800円）
会場  世田谷区民会館（世田谷区世田谷4-21-27）

問い合わせ  （公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535　
http://www.setagayamusic-pd.com/
チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎5432-1515（10:00～19:00）

第5回せたがやバンドバトル決勝大会
MAP 43車いす指定 自由 親子

2/5（日）15:00
世田谷区民会館

前回グランプリ

ボニージャックスと成城ホールで歌おう！　2017冬

　男声コーラスグループの草分け的存在のボニージャックスが再び成城ホールに登場。ボニ
ーの歌を聴き、ともに歌って青春の日々を思い出しましょう。

出演  ボニージャックス（西脇久夫、吉田秀行、鹿島武臣、玉田元康）
料金  3300円（前売り3000円） ※未就学児はホール内入場不可（親子観覧室は問い合わせを）
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

問い合わせ  成城ホール事務室 ☎3482-1313　http://seijohall.jp

MAP 27車いす指定 自由 親子

1/30（月）14:00
成城ホール



11アーツ  …「せたがやアーツカード」会員対象の割引価格（前売りのみ）

公演情報

異分野とのコラボレーション

お話と演奏で贈る「医学と音楽」
　池辺晋一郎をホストに、医師でピアニスト
でもある上杉春雄の演奏とお話で構成。

出演  池辺晋一郎（作曲家）、上杉春雄（医師／ピア
ノ）、檀ふみ（女優）、幸田浩子（ソプラノ）

曲目  J.S.バッハ：平均律1巻より　第22番、第23
番、成田為三：浜辺の歌、中田喜直：悲しくなっ
た時は 他
料金  3500円、 アーツ  3200円 ※未就学児入場不可
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

問い合わせ  （公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎
5432-1535　http://www.setagayamusic-pd.com/
チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケットセ
ンター ☎5432-1515（10:00～19:00）

2/18（土）15:00
成城ホール

MAP 27車いす指定 自由 親子

星
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　映画・テレビドラマ・アニメの音楽を菅野祐悟が生のオーケストラ
でお届けする、ハートウォーミングな音楽バレンタイン！

出演  菅野祐悟（指揮、ピアノ）
曲目  軍師官兵衛メインテーマ 他
料金  前売りS席7000円、A席6000円、B席5000円

※未就学児入場不可 
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  東京音協 ☎5774-3030　http://t-onkyo.co.jp

菅野祐悟　バレンタインコンサート2017

2/12（日）16:30
昭和女子大学 人見記念講堂

MAP 17車いす指定 自由 親子

菅野祐悟

春かおるオーケストラの響演

　国立音楽院恒例のオーケストラ公演です。1年間の集大成としてマニアの方にも聴き応え
ある大編成のオーケストラサウンドをお届けします。

出演  飯吉 高（指揮）、国立音楽院生（演奏）
曲目  チャイコフスキー：荘厳大序曲1812年、ラフマニノフ：交響曲第2番 他
料金  2000円 ※5歳未満入場不可
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  国立音楽院　Eメール contact@kma.co.jp　www.kma.co.jp
チケット申し込み  チケットぴあ　Pコード：314-943

MAP 17

2/25（土）13:30
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子



12 指定  …全席指定　 自由  …全席自由　車いす …車いすスペースあり　 親子  …親子向け
※該当するものに色を付けています

MAP 17
BEGIN コンサート 2016-2017

　BEGIN39本目のツアー。各メンバーのソロ活動が進んでいる中で、また3人そろった
BEGINでの活動もどうぞお楽しみに！

出演  BEGIN
料金  一般（高校生以上）6500円、小中学生2000円 ※未就学児はひざ上無料 ※未就学児童・小学生

は当日、保護者同伴で専用入口から入場 ※小中学生は購入時および当日入場時、身分証明書（学生証）
等が必要な場合があります
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  ホットスタッフ・プロモーション ☎5720-9999　http://www.red-hot.ne.jp/

3/5（日）17:00
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子

ピーコ　シャンソン&トーク
我が心の歌　vol.21
　ピーコのシャンソン&トークも今回で21回目。ゲストとの楽しいトークと、ピーコでなけれ
ば歌えないシャンソンをお楽しみください。

出演  ピーコ、森若三栄子（ピアノ）、椿太陽（ヴァイオリン）、大宅映子（ゲスト）
料金  3800円（前売り3500円） ※未就学児のホール内入場不可（親子観覧室は問い合わせを）
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）　

問い合わせ  成城ホール事務室 ☎3482-1313　http://seijohall.jp

MAP 27

3/4（土）14:00
成城ホール

車いす指定 自由 親子

　アキラ所長がより深～く研究したいテーマをゲストと
共に掘り下げ分析する、音楽研究所初の特別版。童謡を
愛するアキラ所長（宮川彬良）独自の視点で、名曲の秘密
を愉快に楽しく大分析します！

出演  宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、平原まこと（サックス）、
ベイビー・ブー（ヴォーカル・グループ）

料金  3000円、 アーツ  2500円 ※未就学児入場不可
会場  玉川区民会館（世田谷区等々力3-4-1）

問い合わせ  （公財）せたがや文化財団 音楽事業部
☎5432-1535　http://www.setagayamusic-pd.com/
チケット申し込み

世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎5432-1515

宮川彬良のせたがや音楽研究所スペシャル！
～だれもが知っている童謡をおもしろ大分析！Part2～ MAP 37

3/4（土）17:00
玉川区民会館

車いす指定 自由 親子

『ステージでうたおう！』
せたがや音楽研究所合唱団 参加者募集
募集期間  1/4（水）～1/31（火）

詳細は「せたおん」ホームページ（http://
www.setagayamusic-pd.com/）、または
左記、せたがや文化財団 音楽事業部へ
問い合わせを



13アーツ  …「せたがやアーツカード」会員対象の割引価格（前売りのみ）

公演情報

MAP 41
マンドリンとパイプオルガンの調べ

　マンドリンの独奏とオルガンの演奏会。
出演  平 丈恵（マンドリン）、酒井 多賀志（オルガン）
曲目  E.バルベーラ：ソナタ　ニ長調、A.ヴィヴァルディ：マンドリン協奏曲　ハ長調
料金  3000円（飲み物と和菓子付き） ※未就学児入場不可
会場  松本記念音楽迎賓館　Aホール（世田谷区岡本2-32-15）

問い合わせ  酒井多賀志後援会 ☎042-637-1345

3/26（日）13:30
松本記念音楽迎賓館

車いす指定 自由 親子

がやがや館で楽しむマンドリンの音色

　今年もがやがや館に農友会マンドリン部がやってきます！
マンドリンの音色と共に楽しいひとときをお楽しみください。
①0歳から入場可の子ども向け　②じっくり聴かせます（3歳以下入場不可）

出演  東京農業大学農友会マンドリン部
料金  無料 ※施設使用料（中学生以上200円）がかかります
会場  せたがや がやがや館　3階交流室（世田谷区池尻2-3-11）

問い合わせ  せたがや がやがや館 ☎6450-7908

3/25（土）①11:30 ②14:00
せたがや がやがや館

MAP 49車いす指定 自由 親子

「せたがやアーツカード」って？
　世田谷区民のアート体験を応援する「せたがやアーツカード」。
15歳以上の世田谷区民であればだれでも登録できるお得なカー
ドです。登録による入会金・年会費は無料。せたがや文化財団の各
施設でさまざまな特典が受けられます。
※一部対象外の公演、企画展があります

■特典1  世田谷パブリックシアター・音楽事業部の公演チケット先行発売。一般発売に先が
けて予約・購入できます（前売りのみ）

■特典2 世田谷パブリックシアター・音楽事業部の公演チケットが会員割引に
■特典3 世田谷美術館・世田谷文学館の観覧料割引。4名まで団体料金に
■特典4 生活工房のセミナー・ワークショップの受講料割引
■特典5 各施設の耳より情報をメールマガジンでお届け

チケット
料金割引も♪

申し込み・詳細 ▶http://www.setagaya-bunka.jp/artscard/

せたがやアーツカード事務局 ☎5432-1548（10:00～19:00、年末年始をのぞく）問い合わせ




