
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ページ右上参照

※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。
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MAP ●❶

MAP  ●●❹

10/5（金）15:00 世田谷区民会館

せたがやみどりいっぱいカラオケ大会
大ステージで、スポットライトを浴びて思いきり歌ってみませんか。
グランプリ獲得者は翌日のコンサートに前座出演のご褒美があり
ます。

出演 司会：田才靖子（スタジオヴォーカリスト）
料金 無料　
※カラオケ大会参加の方は3,000円
使用機器：DAMカラオケ（モニターあり）
（申込みは下記問合せ先まで先着30名）　
※未就学児入場可
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ・申込み 
世田谷サービス公社イベント事務局
3418-5599

自由｜車いす

10/8（月・祝）14:00 昭和女子大学人見記念講堂 10/14（日）13:00 下北沢 440

10/21（日）・11/23（金・祝） 昭和女子大学人見記念講堂

世田谷区民合唱団  創立30周年記念コンサート 
第28回定期演奏会
世田谷区民合唱団は、故芥川也寸志先生の提唱で1989年に設立。
本年には記念すべき創立30周年を迎えた150名余の世田谷区で
最大の混声合唱団です。　

出演 金川明裕音楽監督（指揮）、
世田谷区民合唱団（合唱）、
30thアニバーサリーオーケストラ、
神谷明美（ソプラノ）、辻 裕久（テノール）、坂本秀明（バリトン）
曲目 J.ハイドン:オラトリオ「四季」 日本語字幕付き
料金 前売1,200円／当日1,500円　※未就学児入場可
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）
問合せ 世田谷区民合唱団事務局 3429-0903　
https://setagayakuminnchorus.web.fc2.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

せたがやバンドバトル  グランプリライブ
第1次予選（音源審査）、第2次予選（ライブハウス演奏）を勝ち抜き、
世田谷区民会館で行われた本選（2016年、2017年）で見事グランプ
リを獲得した2バンドが共演します。洗練されたテクニック、魂を
揺り動かす大迫力、ぜひお越しください。

出演 TV JUDY SHOW PROGRAMS（第5回グランプリ）
Runnin’ with the devil（第6回グランプリ）
料金 無料  ※入場者はワンドリンク￥500をオーダーいただきます ※未就学児入場可
会場 下北沢 440（four forty）（代沢5-29-15 SYビル1F）
問合せ せたがや音楽プロジェクト事務局 6804-9710

10th Anniversary 　　　　　　　　　　　
LE VELVETS コンサート2018  Teatro Clásic
今年もこの季節がやってまいりました！　LE VELVETSコンサート 
秋ツアー開催です。

出演 LE VELVETS
日時 10/21（日）16:00開演
　　11/23（金・祝）14:00開演
料金 8,000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 キョードー東京
0570-550-799
チケット申込み  キョードー東京、
チケットぴあ、ローソンチケット、
CNプレイガイド、イープラス

指定 自由

指定

MAP ●❶

MAP ●●❷ MAP ●●❸

MAP ●❷

10/6（土）14:00 世田谷区民会館

10/16（火）14:00 梅丘パークホール

第12回　世田谷にみどりいっぱい　　　
チャリティ講演＆コンサート
「世田谷みどり33」の達成に向けた区民応援イベント。環境について
の講演会とコンサート、秋田、山形、福島、川場、熊本の物産展
をお楽しみください。

出演 涌井史郎（東京都市大学特別教授）、野村
将希、羽山みずき、くれないぐみ、柿沢美貴
料金 3,300円　※学生無料　
※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 世田谷サービス公社イベント事務局 
3418-5599
チケット申込み イープラス、世田谷区民会館、
北沢タウンホール、三茶しゃれなあどホール、
梅丘パークホール

楽しく歌おう  うたごえパーク
うたごえ喫茶ともしびのリーダー（司会）とピアノ伴奏の楽しいス
テージです。
気分もリフレッシュ！ お一人様も大歓迎です！ 
新しい歌も貸本を見ながらみんなで楽
しく歌えます！

出演 ともしび
料金 参加費:1,000円（定員８０名）
会場 梅丘パークホール（松原6-4-1）   
問合せ・申込み 
会場へ事前にお電話でご予約ください
梅丘パークホール 5300-3220

指定｜車いす

自由

LE VELVETS

Runnin' with the devilTV JUDY SHOW PROGRAMS

野村将希田才靖子

©フォトライフ
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黒田亜樹

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/

槇 小奈帆コンサート　ひと粒の麦
シャンソン、オリジナル曲、ブレヒトからピアソラ作品まで、ジャン
ルを超えて、”いのちの讃歌”を歌いつづります。

出演 槇 小奈帆（Vo）、美野春樹（Pf）、
齋藤 順（Bs）、八木秀樹（Ds）、
桑山哲也（Ac）
料金 前売3,500円　当日4,000円
※未就学児入場不可
会場 北沢タウンホール（北沢2-8-18）
問合せ
北沢タウンホール２階事務室
5478-8006
チケット申込み 
北沢タウンホール２階事務室、
チケットぴあ

自由 MAP ●❻

MAP ●❼～●❾

10/27（土）18:00 北沢タウンホール

11/3（土・祝）  ・ 18（日） ・23（金・祝） 

10/28（日）14:00 昭和女子大学人見記念講堂

商店街アートプロジェクト
「せたおん（せたがや文化財団 音楽事業部）」が商店街に音楽アーティストを派遣し、商店街のイベントをさらに盛り上げます！ 
今年は各商店街で、オートクチュール サックスカルテットの4本のサックスがバラエティ豊かな音色を奏でます！

出演 オートクチュール サックスカルテット　※出演時間は変更される場合があります
料金 無料／事前予約不要
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/

■山下 秋の味覚まつり2018（11:00～16:00）  ～商店街パレード～
日程 11/3（土・祝）　11:20～13:00（時間内でパレ―ド20分×3回／雨天中止）
会場 山下商店街特設ステージ  他
■第20回喜多見商店街感謝祭  イルミネーション点灯式  ～商店街コンサート～
日程 11/18（日）  ①14:30  ②16:00（各回30分／雨天中止）　※点灯式は17：00
会場 喜多見駅南口駅前広場（喜多見9-2）
■からすやま光のページェント＆ウィンターイルミネーションセール点灯式  ～商店街コンサート～
日程 11/23（金・祝）　16：00～（小雨決行）　※点灯式は16：30
会場 烏山区民センター入口脇（南烏山6-2-19）

世田谷フィル 第52回定期演奏会
バルトーク晩年の最高傑作「管弦楽のための協奏曲」に、ブラームス
円熟期の「ヴァイオリン協奏曲」、それにバーンスタインの作品を。

出演 新通英洋（指揮）、佐藤慶子*（ヴァイオリン）
曲目 バーンスタイン：「キャンディード」序曲、ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 
ニ長調*、バルトーク：管弦楽のための協奏曲
料金 1,500円
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）
問合せ 世田谷フィルハーモニー管弦楽団 http://setagaya-phil.net 
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）　

自由｜車いす MAP ●❷

アレッサンドロ・カルボナーレ

MAP ●❺
10/25（木）15:00 シアタートラム

午後の音楽会　カルボナーレ！ 変幻自在のクラリネット
イタリアから驚異の超絶技巧クラリネット奏者の登場！ カルボナーレと個性派ピアニスト黒田亜樹、
二人ならではの思いっきり楽しめる華麗で多彩なコンサートです。

出演 アレッサンドロ・カルボナーレ（クラリネット）、黒田亜樹（ピアノ）
曲目 F.プーランク：クラリネットとピアノのためのソナタ、G.ガーシュイン：ガーシュイン！！、A.パスクッリ：蜂、
F.ザッパ／A.チェンナ編：FZ フォー・アレックス 他
料金 一般3,000円／ アーツ  2,800円
※未就学児入場不可 ※託児サービス有（定員有・要予約・
料金2,000円・生後6か月以上9歳未満・公演3日前の正午
までに、劇場 5432-1526へ）
会場 シアタートラム（太子堂4-1-1）  
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｜車いす

オートクチュール サックスカルテット

撮影：伊藤英司
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12/15（土）15:00 世田谷区民会館

Let’s Sing ゴスペル！2018コンサート　　
with ワークショップクワイア
世田谷からゴスペルを通じて歌う喜びを発信！ ワークショップで歌声を
磨いたクワイアと、ゴスペルアーティストのステージをお楽しみください。

監修 フィリス・マッコイ・ジョベルト　出演 のはらヒロコ、吉田華奈、腰 知典、
岩崎ひろき、Let’s Sing ゴスペル！ ワークショップクワイア　他
曲目 My life is in your hands、Oh happy day 他 
料金 前売1,500円／当日2,000円　※未就学児入場不可
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10/11（木）　

指定｜車いす MAP ●❶

12/1（土）15:00 昭和女子大学人見記念講堂

JVC国際協力コンサート2018　　　　　　
30周年記念東京公演
オランダ古楽界の至宝ヨス・ファン・フェルトホーフェン指揮による
最後の国際協力コンサート！

出演 ヨス・ファン・フェルトホーフェン（指揮）、マリアナ・ピメンタ（ソプラノ）、
青木洋也（カウンターテノール）、新井俊稀（テノール）、ベーレント・エイクハウト
（バス）、ＪＶＣ合唱団、ＪＶＣ東京公演30周年記念オーケストラ
曲目 G.F.ヘンデル『メサイア』（全曲）
料金 SS 10000円  A 5000円  B 4000円  
C 3000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・チケット申込み JVCコンサート事務局 
3836-4108　concert@ngo-jvc.net
チケット申込み チケットぴあ、イープラス

指定

11/26（月）15:30 成城ホール

松島トモ子コンサート　　　　　　　　　
心に残る歌の贈りもの　Vol.15
笑って 歌って 涙して　あんな歌とこんな話　そんな歌とこんな話
トモ子の歌は世代を越えて　あなたの心をノックする

出演 松島トモ子（歌とおしゃべり）　他
料金 前売4,000円／当日4,300円
※未就学児入場不可
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ 成城ホール事務室 3482-1313
http://seijohall.jp
チケット申込み  
成城ホール窓口、カンフェティ、
チケットぴあ

指定

12/9（日）18:00 昭和女子大学人見記念講堂

超歌手 大森靖子「クソカワ PARTY」TOUR
新少女世代言葉の魔術師。超歌手・大森靖子のニューアルバムを
引っさげてのツアー。

出演 大森靖子
料金 5,500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 
HOT STUFF PROMOTION 
5720-9999 
http://www.red-hot.ne.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

指定

12/23（日・祝）17:30 昭和女子大学人見記念講堂

城 南海  ウタアシビ2018冬
大河ドラマ「西郷どん」の劇中歌で話題のシンガー、奄美民謡「シマ
唄」をルーツに持つ城南海のライブツアー。

出演 城 南海
料金 6,500円  
※３歳以下のみひざ上無料 
会場 昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）
問合せ 
HOT STUFF PROMOTION 
5720-9999 
http://www.red-hot.ne.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

指定

ヨス・ファン・フェルトホーフェン

松島トモ子 

大森靖子 

城 南海

MAP ●❷

MAP ●15

MAP ●❷

MAP ●❷

11/11（日）～12/2（日） 世田谷区内ライブハウス

第7回 せたがやバンドバトル（予選）
いよいよ第二次予選がスタートします。第一次予選（音源審査）を通
過したバンドが、ライブハウスで直接対決！　
会場でお気に入りのバンドを見つけて、
思いっきり応援しよう！

第二次予選　ライブハウス演奏
・11/11（日） 下北沢 近松
・11/17（土） ろくでもない夜
・11/18（日） 三軒茶屋GRAPEFRUIT MOON
・11/24（土） 下北沢 440
・11/25（日） SHELTER
最終予選　ライブハウス演奏
・12/2（日） CLUB 251
料金 無料　※ドリンク代別途      
※詳細は順次、HP・チラシ等でお知らせします
※決勝大会は2019年2/17（日）

自由 MAP ●❸・●10～●14

©中西多恵子


