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公 情演 報
4月～6月、世田谷区内ではポップスやクラシックなど、
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。

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

※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

亀山法男・昭和を歌う　センチメンタルコンサート

　故・永六輔氏も認めたエンターテイナーが昭和の名歌謡をクラシックのテクニックで変幻
自在に歌い、奏でます！

出演  亀山法男（作編曲・ピアノ・歌）　 曲目  遠くへ行きたい、リバーサイドホテル 他　 料金  中学生以
上1500円、MUSIClub会員1000円、小学生以下500円、未就学児無料（全席自由／未就学児以外は
ワンドリンクつき）　 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

4/7（金）14:00
成城ホール

　声楽、ピアノ、フルート、ホルンによるカルテット。クラシック
から歌謡曲まで、さまざまな名曲をお届けします。

出演  淺沼美穂（ソプラノ）、日高麻子（ピアノ）、鈴木あや（フルート）、長
谷川明理（ホルン）　 曲目  Time to say Goodbye、愛の小径、私を泣か
せてください　 料金  一般2000円　 会場  オーキッド ミュージックサ
ロン（世田谷区玉川2-2-1 二子玉川ライズ バーズモールB1）　 問い合わせ  
Enchantée! －アンシャンテ－　enchantee.4bg@gmail.com

Enchantée!　～4人の個性が織り成すハーモニー～

4/22（土）13:00
オーキッド ミュージックサロン

MAP 40車いす指定 自由 親子

　コンサートソムリエ・朝岡 聡氏の曲目解説付き。
出演  北原幸男（指揮）、黒川 侑（ヴァイオリン）、新日本フィルハーモニー交響楽団
曲目  モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より序曲、ベートーヴェン：交響曲

第7番 他
料金  電話で問い合わせを
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  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120　http://hall.swu.ac.jp/

新日本フィルハーモニー交響楽団 名曲コンサート
MAP 17車いす指定 自由 親子

4/24（月）18:15
昭和女子大学 人見記念講堂

北原幸男（指揮）
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公演情報

『フリーステージ2017』音楽部門

　区内で活躍する音楽やダンスなどの文化団体の皆さまと、劇場スタッフが力を合わせてお
送りする夢のステージ！

出演  世田谷区民を中心とした音楽活動団体。器楽、声楽、合唱など、全15団体（予定）
曲目  未定　 料金  無料　 会場  シアタートラム（世田谷区太子堂4-1-1）

問い合わせ  世田谷パブリックシアター ☎5432-1526　http://setagaya-pt.jp/

MAP 48車いす指定 自由 親子

4/30（日）15:00
シアタートラム

松島トモ子コンサート　心に残る歌の贈りもの　vol.12

　松島トモ子が約1年ぶりに成城ホールに帰ってきます！　トモ子が歌って語って喋る2時間
をお楽しみください。

出演  松島トモ子、山下淳（ピアノ）
曲目  当日発表
料金  前売り4000円／当日4300円（全席指定）※未就学児のホール内入場不可
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

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

MAP 27車いす指定 自由 親子

5/17（水）15:30
成城ホール

第27回せたがや歌の広場コンサート

　世田谷ゆかりの詩人・作曲家による、この日限りの貴重なコラボレーションコンサートをお
楽しみください。
料金  1000円　 会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

問い合わせ  世田谷区文化・芸術振興課 ☎5432-2124　 チケット申し込み  チケットぴあ ※当日券あり

MAP 27車いす指定 自由 親子

5/19（金）19:00
成城ホール

平松混声合唱団 大地の歌 ～ふるさとを想ふ～

　いろいろなジャンルの曲をアレンジしてお贈りします。幅広
い合唱の魅力をお楽しみください。

出演  平松剛一（指揮）、平松混声合唱団
曲目  カンタータ「土の歌」より 大地讃頌、海の声（CMソング） 他
料金  電話で問い合わせを
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  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120　http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17車いす指定 自由 親子

5/19（金）18:15
昭和女子大学 人見記念講堂
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TOUR 17 “thickness”

　昨年の“LIBERTY”ツアー以来、およそ1年ぶりとなるバンド編成によるツアーの開催が決
定しました。

出演  中田裕二　 料金  6300円※3歳未満入場不可。3歳以上チケット要　※中学生以下、公演当日身
分証提示でキャッシュバック　 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  
SOGO TOKYO ☎3405-9999

MAP 17車いす指定 自由 親子

5/28（日）17:00
昭和女子大学 人見記念講堂

ボニージャックス＆ベイビー・ブー
ジョイント・コンサート
　コーラスってカッコいい！と思うこと間違いなし。ボニージャックスとベイビー・ブーの男
声コーラスをご堪能ください。

出演  ボニージャックス、ベイビー・ブー　 曲目  未定
料金  前売り4000円／当日4300円（全席指定）※未就学児のホール内入場不可
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

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

MAP 27車いす指定 自由 親子

5/25（木）14:00
成城ホール

朗読と箏「箏の音色にのせて日本の古典を読む
～今昔物語集より～」
　音楽と共に耳で「読む」日本文学。現代にも通じる感性を箏
の音色と共にお楽しみください。

出演  井沢英子（朗読・箏）、梶田恵臣（箏・地歌）
料金  一般2000円、学生1000円
会場  オーキッド ミュージックサロン（世田谷区玉川2-2-1 二子玉川

ライズ バーズモールB1）
問い合わせ  井沢英子／梶田恵臣　kajita-mp@etude.ocn.ne.jp

MAP 40車いす指定 自由 親子

5/20（土）13:30
オーキッド ミュージックサロン

井沢英子 梶田恵臣

Shimokitazawa SOUND CRUISING 2017

　今回で6回目の開催となる、サーキット型クルージングパーティー。ロックからダンスまで
幅広くフロアをにぎやかすアーティストが下北沢に一挙集結。

料金  前売り DAY・NIGHT通し5900円、DAY4800円、NIGHT3000円／当日 DAY・NIGHT通し6400円、
DAY5300円、NIGHT3500円 ※全券種ドリンク代別途要

会場  GARDEN／SHELTER／ERA／WAVER／Daisy Bar／ReG／ReG cafe／風知空知／BASEMENT BAR／
THREE／FEVER／MOSAiC／CAVE-BE／mona records／LIVEHOLIC／Music Bar ROCKAHOLIC
問い合わせ  DISKGARAGE ☎050-5533-0888　http://soundcruising.jp/

5/27（土）①14:00 ②23:00
下北沢のライブハウス16会場以上
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カジュアル クラシック コンサート vol.4
～初夏を彩る音のきらめき～

　カジュアルに楽しめるクラシック音楽を、声楽とピアノでお贈りします。
出演  小林絵里香（ソプラノ）、吉田幸央（ピアノ）
曲目  日本の歌メドレー、映画音楽など
料金  一般3000円、学生1000円
会場  オーキッド ミュージックサロン（世田谷区玉川2-2-1二子玉川ライズ バーズモールB1）

問い合わせ  グループ　フォルテピアノ ☎050-5586-9700　pianosachio@yahoo.co.jp

MAP 40車いす指定 自由 親子

6/11（日）14:00
オーキッド ミュージックサロン

オリジナル・ラブ　ETERNAL RETURN TOUR

　ORIGINAL LOVE 2017年夏のツアー。
出演  オリジナル・ラブ
料金  一般6480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  DISK GARAGE ☎050-5533-0888（平日12:00～19:00）

MAP 17車いす指定 自由 親子

6/11（日）17:00
昭和女子大学 人見記念講堂

世田谷フィル ポピュラーコンサート2017

　「情景」を描いた名曲と、世田谷区ゆかりの「ウルトラマン」「サザエさん」など。
出演  指揮とチェロ、お話　山本祐ノ介　 曲目  ベートーヴェン「田園」第1楽章、チャイコフスキー「白

鳥の湖」、ウルトラマンの歌 他　 料金  1500円　 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  世田谷フィルハーモニー管弦楽団　cat-suz@pop06.odn.ne.jp　 チケット申し込み  
区政情報センター（世田谷区民会館1F）、烏山・北沢・玉川各総合支所区政情報コーナー、烏山区民セン
ター、世田谷美術館ミュージアムショップ、世田谷パブリックシアターチケットセンター

MAP 17車いす指定 自由 親子

6/18（日）14:00
昭和女子大学 人見記念講堂

仲道郁代＆ミヒャエル・コフラー
デュオ・リサイタル
　ピアノとフルートで贈る美しい午後。仲道郁代が盟
友コフラーと約15年ぶりに共演。

出演  仲道郁代（ピアノ）、ミヒャエル・マルティン・コフラー（フルート）　
曲目  ドップラー：ハンガリー田園幻想曲 他
料金  電話で問い合わせを
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  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120
http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17車いす指定 自由 親子

6/13（火）18:15
昭和女子大学 人見記念講堂

ミヒャエル・マルティン・コフラー 仲道郁代
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ensemble libra 3rd Concert

　同世代の若手奏者で結成され、管弦混成の九重奏という珍し
い編成をメインとする室内楽コンサート。

出演  Vn.齋藤羽奈子、Va.柘植藍子、Vc.杉田一芳、Cb.柿沼隼、Fl.下
村祐輔、Ob.大隈淳幾、Cl.前山佑太、Fg.本田早紀、Hr.山田一輝　

曲目  ラヴェル：クープランの墓（門田和峻 編曲）、ニーノロータ：九
重奏曲 他　 料金  一般2500円、学生2000円　 会場  オーキッド ミュ
ージックサロン（世田谷区玉川2-2-1二子玉川ライズ バーズモールB1）　
問い合わせ  ensemble libra　libra.concert@gmail.com

MAP 40車いす指定 自由 親子

6/18（日）14:00
オーキッド ミュージックサロン

室内楽シリーズ 古部賢一&鈴木大介
―オーボエとギターのおしゃれな時間―
　実力と人気を兼ね備え、今、まさに充実の時を迎えている2人
による、おしゃれで素敵なコンサート。

出演  古部賢一（オーボエ）、鈴木大介（ギター）　 曲目  ピアソラ：リベルタ
ンゴ、マルチェロ（バッハ編）：オーボエ協奏曲BWV974 他　 料金  一般
3500円、 アーツ  3000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　
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車いす指定 自由 親子

6/18（日）15:00
成城ホール

古部賢一 Ⓒ土居政則 鈴木大介
ⒸMatsunao Kokubo

ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

　創設140周年以上の歴史を誇る、楽都ドレスデンが生んだ名門オーケストラ。
出演  ミヒャエル・ザンデルリンク（指揮）、小川典子（ピアノ）、ドレスデン・フィ

ルハーモニー管弦楽団　 曲目  ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 他　
料金  電話で問い合わせを　 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  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120　http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17車いす指定 自由 親子

6/29（木）18:15
昭和女子大学 人見記念講堂

「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。申し込み・詳細は下記URLで確認してください。

▶http://www.setagaya-bunka.jp/artscard/

チケット
料金割引も♪


