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MAP ●❷

MAP ●❹

大城バネサ オルリコ 

ジェロ 

木場大輔 

菅野祐悟 

1/21（日）14:00 烏山区民会館

～音楽は自由をめざす vol.3～ 
何故に私は日本で歌い続けるのか？
日本で歌い続ける理由・曲への想いを歌手の皆さんにお伺いしなが
ら進行する新たなスタイルのコンサート
です。

出演 ジェロ、大城バネサ、オルリコ
料金 一般1,000円
※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
会場 烏山区民会館（南烏山6-2-19）
問合せ せたがや音楽プロジェクト事務局
6804-9710  （株）アイラブ内
チケット申込み
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）

指定｜車いす

2/4（日）14:00 昭和女子大学人見記念講堂

2/10（土）14:30 三茶しゃれなあどホール

せたがや名曲コンサート「ラ・ボエーム」
故芥川也寸志氏の呼びかけで結成された2つの区民団体が、若手演
出家、若手ソリストらとお送りする「青春
オペラ」。セミ・ステージ形式で上演します。

演出 青木真緒
出演 新通英洋（指揮）、髙橋絵理（ソプラノ）/村上
公太（テノール）、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団  他
曲目 プッチーニ：ラ・ボエーム
料金 一般　S 4,500円　A 2,000円／
         S 3,500円（Aの割引はございません）  ※未就学児入場不可
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）
問合せ （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）

0歳からの親子で楽しむコンサート　　　　
～バレンタイン
クラシックの名曲から、ポップスや童謡も取り入れた0歳～3歳ぐら
いのお子様が楽しめる親子コンサートです。

出演 ソプラノ、ヴァイオリン、フルート、ピアノで演奏します。
料金 親子ペア1,500円〈追加券〉　大人1,300円　子ども500円
※お席を使用する・しないにかかわらず、0歳のお子様から参加費が必要です。
　二人目のお子様が参加される場合、追加券をお込み下さい。
会場 三茶しゃれなあどホール［世田谷区民会館別館］
（太子堂2-16-7 三軒茶屋分庁舎5階）
問合せ・チケット申込み 
三茶しゃれなあどホール 3411-6636
（受付窓口：三軒茶屋分庁舎１階）

指定｜車いす

自由｜親子

MAP ●❶

MAP ●❸

MAP ●❺

1/27（土）14:00 せたがや がやがや館

2/4（日）14:00 世田谷区民会館

弦奏の旅 vol.2 
「胡弓」～ピアノとともに～
江戸時代から伝わり、富山の「風の盆」や歌舞伎でも使われる日本
独特の弦楽器、胡弓。時には力強く、時にはセンチメンタルに、心
に沁み入るような胡弓の音色と、美しい旋律を奏でるピアノが織りな
すファンタジーをお楽しみください。

出演 木場大輔（胡弓）　大野理津（ピアノ）
曲目 こきりこ節（富山県民謡）
アメイジンググレイス
ラヘイカ（木場大輔作曲）　
つきかげ（木場大輔作曲）　他
料金 一般1,500円　中高生500円
会場 せたがや がやがや館（池尻2-3-11）
問合せ・チケット申込み
せたがや がやがや館 6450-7908

世田谷区民吹奏楽団  第24回定期演奏会
ブラスサウンドを愛する地域の人々による楽団。幅広い方々に楽しん
でいただける曲目ですので、是非お越しください！

出演 佐藤菊夫（音楽監督）　齋藤 充（指揮）
曲目 新世界 第2・第4楽章　他
料金 一般800円／前売500円
会場 世田谷区民会館
（世田谷4-21-27）
問合せ 世田谷区民吹奏楽団
080-5873-3383 
info@scwo.or.tv
http://scwo.or.tv/
チケット申込み 
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）、
区政情報センター、各総合支所区政情報センター（烏山・北沢・玉川・砧）

自由

自由｜車いす

アーツ

2/10（土）17:00 昭和女子大学人見記念講堂

菅野祐悟 バレンタインコンサート2018
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
お届けするプレミアムなバレンタイン・ナイト！

出演 菅野祐悟
料金  前売 S 7,000円　A 6,000円　B 5,000円　（当日券 各＋500円）
※未就学児入場不可
会場 昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）
問合せ 東京音協 
5774-3030（平日11:00～17:00）
http://t-onkyo.co.jp/
チケット申込み 
チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、
東京音協オンライン

指定｜車いす MAP ●●❸

公演情報
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
車いす…車いすスペースあり（定員あり・要予約）  料金：該当エリアの料金の10％割引、付添者1名無料  申込：ご希望日前日の19:00までに世田谷パブリックシアターチケットセンターへ
　　　 …「せたがやアーツカード」会員（事前登録）対象の割引価格（前売のみ）　 ※8ページ右下参照。

※日付横の時間は開演時間です。 ※「MAP」番号は14ページの地図を参照ください。

アーツ      
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2/24（土）17:00 昭和女子大学人見記念講堂

3/2（金）19:00 成城ホール

黒木渚 ～幻想童話～砂の城
梅の蕾もほぐれる早春、華やかなステージをご用意してお待ちしてお
ります。ほくほくと暖かな期待を胸にお集り下さい。こっそりと幻の
夜を分け合いましょう。

出演 黒木渚
料金 5,800円　※3歳以上有料
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）
問合せ DISK GARAGE  
050-5533-0888
（平日12:00～19:00）
チケット申込み 
チケットぴあ、ローソンチケット、
イープラス

異分野とのコラボレーション
お話と音楽で贈る「建築と音楽」
今年のテーマは、建築と音楽。建築家 澤岡氏を招き、多彩な演奏とともに、音楽と建築の密接な
結びつきをご紹介します。

出演 澤岡清秀（建築家／お話）、池辺晋一郎（作曲家／お話・ピアノ）、宮谷理香（ピアノ）、小林沙羅（ソプラノ）、
河野紘子（ピアノ）
曲目 モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」より（ピアノ連弾版）、ムソルグスキー：組曲『展覧会の絵』より 
「キエフの大門」、アルマ・マーラー：歌曲より　他 
料金 一般3,500円／ アーツ  3,200円　
※未就学児入場不可
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ （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）

指定

指定｜車いす

黒木渚

ボニージャックス

萱森直子

池辺晋一郎澤岡清秀

2/23（金）14:00、19:00 ・24（土）14:00 ブローダーハウス

ごぜ唄が聞こえる 2018
力強く歌い続ける声がありました。
凛と響く潔い唄声と三味線の音は、
聴く人の心に沁み入り楽しませてきました。
小林ハル直伝の技を引き継いだ萱森直子さんによる
日本人の心の奥底に響く、
ごぜ唄の調べをお楽しみください。

出演 萱森直子（越後ごぜ唄）
料金 各日2,500円  
※視覚障害者割引＆付き添い割引あり
会場 ブローダーハウス（松原5-27-10）
問合せ ブローダーハウス 3324-0919

指定 MAP ●❼

2/21（水）14:00 成城ホール

ボニージャックスと成城ホールで歌おう  2018冬　
ボニージャックス60周年記念コンサート
昭和歌暦
結成60周年のボニージャックスの歌声で、懐かしい昭和の日々が、
あなたの青春が甦る！　そしてあなたも一緒に歌いましょう！

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 前売3,000円　当日3,300円　
※未就学児入場不可
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ 成城ホール 3482-1313
チケット申込み 
成城ホール窓口・
北沢タウンホール窓口・
チケットぴあ・カンフェティ

指定 MAP ●❻

MAP ●❸

MAP ●❻

©東京オペラシティ文化財団  撮影：武藤 章

とってもお得！
せたがやアーツカード

15歳以上の世田谷区民の方なら
ば、どなたでも入会金・年会費無
料でご登録いただけます。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。お申込
み・詳細は下記へ。
（公財）せたがや文化財団 
せたがやアーツカード事務局
http://www.setagaya-bunka.jp/
artscard/

鈴木聖美 

第6回せたがやバンドバトル決勝大会
第6回を迎え、一段とパワーアップしたせたがやバンドバトル。音源審
査や2度の予選を経て決定する選りすぐりのバンドが、今年も世田谷
で熱いバトルを繰り広げます。

出演 予選通過の10団体（予定）
審査員：湯川れい子（音楽評論家・作
詞家）、鳴瀬喜博（カシオペア3rd）  他
ゲスト：鈴木聖美
料金 前売800円　当日1,000円　※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ （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）
チケット発売開始 1/9（火）

自由｜車いす MAP ●●❹
2/18（日）15:00 世田谷区民会館

公演情報
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3/3（土）14:00 ・4（日）14:00 世田谷区民会館

はじめてのオペラ（3日）／活動写真弁士が
ナビゲートしオペラ歌手が歌うアリア（4日）
オペラの美しく素晴らしい歌声を生で体験！　活動弁士によるわかりやす
い説明を交え、3日は日本伝統の物語を元にしたオペラを親子または３世
代の方に。4日は代表的なオペラのアリアを主に中高生や大学生、一般
の方を対象に。オペラ初心者の方にも楽しめるコンサートです。

出演 片岡一郎（活動写真弁士）、清水良一、田村麻子、丹呉由利子、
佐藤亜希子、澤﨑一了、仲田淳也、他　合唱団
曲目 オペラ「かぐや姫」竹取物語　ハイライト（3日）、ヴェルディ「椿姫」
ハイライト（3・4日）、ビゼー「カルメン」ハイライト（4日）
料金 3日／こども500円　大人2,000円　
　　　　  親子割引券2,000円（大人１名+こども１名）　
　　4日／こども1,500円、大人3,000円
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ 世田谷区民会館 5432-2837

自由｜車いす
3/21（水・祝）17:00 烏山区民会館

宮川彬良のせたがや音楽研究所＃9　　　
～世の中のことは音楽から学べ! ～　
アキラ所長のタメになる音楽ばなしを、研究員の“ダイナマイトしゃ
かりきサ～カス”のパワフルな歌声とともに楽しみます！

出演 宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、ダイナマイトしゃ
かりきサ～カス（ボーカルエンターテイメントグループ） 
料金 一般3,000円／  　　2,800円
※未就学児入場不可
会場 烏山区民会館（南烏山6-2-19）
問合せ （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）
チケット発売開始 1/11（木）

指定｜車いす

3/31（土）10:00、 14:00、 15:30、 16:30 松本記念音楽迎賓館

《せたがやでチェンバロを学ぼう！》シリーズSTART記念 
チェンバロと過ごす春の休日 in せたがや
多くの方々にチェンバロアンサンブルの楽しさを知っていただくために、《チェンバロでアンサンブルを学べる講座》シリーズをスタート。
第1回の講座を行うにあたり、桜咲く世田谷区の松本記念音楽迎賓館にて記念イベントを開催致します。
シリーズ最後には、発表会も設定されます！　楽しい一日をご一緒に♪

第1部 10:00～14:00　【通奏低音入門レッスン】　講師：曽根麻矢子、野澤知子
　　　受講料(1名1時間)/10,000円　聴講料(何時間でも可)/1,000円（学生500円）
第2部 14:00～15:00  【レクチャー：通奏低音とは？】　講演：野澤知子 
　　　受講料/3,000円(学生2,000円）
第3部 15:30～16:30  【若い芽のコンサート(無料)】　チェンバロのミニコンサート(曽根麻矢子門下生による) 。
第4部 & 懇親会 16:30～17:15  【有田正広（フルート奏者）vs曽根麻矢子対談～ passion 音楽】
　　　17:15～18:30　【懇親会～シャンパーニュ&ワインで乾杯】 
　　　対談+懇親会参加料/3,000円(大人：シャンパーニュ、ワイン込み) 　1,000円(学生：ソフトドリンク込み)　
★お得なセット券：第2部+第4部 / 5,000円 (学生2,000円) 　
会場 松本記念音楽迎賓館（岡本2-32-15）　問合せ 松本記念音楽迎賓館 tel:3709-5951 fax:3707-3751

自由

3/23（金）14:00 せたがや がやがや館

がやがや館で楽しむマンドリンの音色
２部構成でお送りします。
1部　小さいお子様からお年寄りの方が一緒に楽しめる全世代向けの
「みんなで楽しむ童謡集」（30分）
2部　80年代以前の懐メロ「懐かしのヒット曲集」（60分）

出演 東京農業大学　農友会マンドリン部
料金 200円　
会場 せたがや がやがや館
（池尻2-3-11）
問合せ・チケット申込み
せたがや がやがや館 
6450-7908

自由｜親子
3/31（土）15:00 世田谷区民会館

せたがやジュニアオーケストラ　　　　　　
第8回定期演奏会
今年で8回目となる定期演奏会。2年ぶりとなる田中祐子氏を指揮に招
き、3つの大曲に挑みます。どんな色で
彩られるのか、どうぞご期待ください。

出演 田中祐子（指揮）、
せたがやジュニアオーケストラ
曲目 W.A.モーツァルト：交響曲第25番 
ト短調 K.183、ブルッフ：ヴァイオリンコンチェルト第1番（ソリスト：大谷
真結子［卒団生］）、レスピーギ：交響詩「ローマの松」　他
料金 一般1,000円　会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ （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）　※3歳未満入場不可

指定｜車いす

MAP ●❽

宮川彬良 　　　  ©PACO

MAP ●❹ MAP ●❶

MAP ●❷ MAP ●❹

アーツ


