
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）　 ※9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。
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MAP ●❸

1/13（日）16:00 昭和女子大学人見記念講堂

Atelier YOSHINO Presents 
NEW YEAR CONCERT 2019   宮川彬良 バレエの世界
宮川彬良の音楽とバレエの世界をお届けします。
誰もが聴いたことのある曲、オリジナル曲、そしてディズニーのパレードをシンフォニーでお楽しみください。

出演 宮川彬良、東京オーケストラMIRAI、ミニーストーリーダンス
DANCE WORLD made in TAKANE、studio all in One 他
曲目 ポール・ギャリコ「雪のひとひら」より、ディズニー・シンフォニック・パレード 他
料金 一般 S席4,500円 A席3,500円／ アーツ  S席4,000円 A席3,000円
※２歳までひざ上無料　　
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）
問合せ （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

1/14（月・祝）16:00 成城ホール

2/3（日）17:00 昭和女子大学人見記念講堂2/3（日）14:00 世田谷区民会館

クミコと英介のおしゃべりコンサートvol.6
『わが麗しき恋物語』で音楽をあきらめていた大人たちから絶大な
支持を得ているクミコと、秀麗な女形として演劇をあきらめていた
人たちに希望と感動を与え続けている篠井英介の、他では話せない
本音トークを交えたコンサート。

出演 クミコ、篠井英介
大貫祐一郎（ピアノ）
料金 前売4,300円／当日4,800円
会場 成城ホール（成城6-2-1）   
問合せ 
成城ホール（アクティオ株式会社）
3482-1313 
チケット申込み 
成城ホール窓口、カンフェティ
イープラス、チケットぴあ

SKY-HI TOUR 2019  -The JAPRISON- 
約2年ぶりとなるオリジナル4thアルバム『JAPRISON』を引っ下
げてのツアー決定！

出演 SKY-HI 
料金 7,560円　
※3歳以上チケット必要
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
チケット一般発売開始 
1/12（土）10:00~

世田谷区民吹奏楽団　　　　　　　　　　
第25回定期演奏会  SONG & DANCE
アルメニアの民謡を題材とした曲や、ミュージカル音楽、聞き馴染
みのある童謡をアレンジした曲など。

曲目 アルメニアンダンス パート1,パート2
サウンドオブミュージックセレクション、はとポッポの世界旅行！　他
料金 前売500円／当日800円　※小学生以下無料
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
info@scwo.tokyo
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

指定｜車いす自由｜車いす

MAP ●❶

MAP ●❷MAP ●❷

MAP ●❶MAP ●❸

2/2（土）14:00 成城ホール

音楽は自由をめざす Vol.5  一人芝居“劇励”公演 
～高山広の「アレサ・フランクリン物語」
ローリングストーン誌が選ぶ「歴史上最も偉大なシンガー100人」の第
1位、女性解放運動と公民権運動を象徴する存在となった伝説の歌手、
アレサ・フランクリンの生涯を一人芝居の第一人者、高山広が全ソウル
を傾けて描きます。

出演 高山 広（アクターディレクトライター）
案内 湯川れい子（音楽評論家・作詞家）
吉岡正晴（音楽ジャーナリスト）
料金 一般2,000円／ アーツ 1,500円
※未就学児入場不可
会場 成城ホール（成城6-2-1）   
問合せ せたがや音楽プロジェクト事務局 6804-9710 
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

高山 広篠井英介、クミコ

SKY-HI



公演情報
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澤村祐司

2/24（日）14:00 昭和女子大学人見記念講堂

せたがや名曲コンサート ヴェルディ「レクイエム」
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、1989
年から毎年開催している演奏会。今回は、宗教音楽に造詣が深く、
情熱的な音楽創りで知られる黒岩英臣氏を指揮に迎えます。

出演 黒岩英臣（指揮）
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 ヴェルディ：レクイエム 
料金 一般 S席2,500円 A席1,000円／
アーツ  S席2,000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 （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 MAP ●❶

小林ハル

萱森直子

田村麻子

原 きよ

メロディー イン・ザ・スカイサロン Vol.5
朗読とピアノで贈る  愛のものがたり  　　　　
～ 太宰治生誕110年によせて～
世代を超えて今なお読み継がれている太宰治は、2019年6月19日に
生誕110年を迎えます。太宰作品朗読をライフワークとしている原
きよ。バレンタインデーにあたるこの夕べ、渡辺秋香の奏でるピアノとと
もに、太宰の愛の珠玉作品を朗読します。

出演 原 きよ（朗読）、渡辺秋香（ピアノ）
朗読作品 「葉桜と魔笛」ほか
料金 1,500円
会場 北沢タウンホール スカイサロン
（北沢2-8-18  12階）
問合せ・申込み  
北沢タウンホール２階事務室受付
5478-8006

自由

自由

MAP ●❺

MAP ●❻

2/14（木）18:00 北沢タウンホール               

2/22（金）14:00/19:00 ・23（土）14:00 ブローダーハウス2/17（日）15:00 世田谷区民会館

3/2（土）14:00 世田谷区民会館

ごぜ唄が聞こえる  最終回
届け　瞽

ご ぜ

女の心　続け　瞽
ご ぜ

女唄の道
小林ハル直伝の技を引き継いだ萱森直子
と、越後ごぜうたグループ「さずきもん」が
贈ります。

出演 萱森直子
越後ごぜうたグループ「さずきもん」
料金 3,000円 （上演時間 105分）
※予約制　当日精算
会場 
ブローダーハウス（松原5-27-10）
問合せ・申込み
専用受付 080-5055-3251
ブローダーハウス 3324-0919
http://broaderhouse.info/gozeuta.html

第7回 せたがやバンドバトル決勝大会
平均年齢35歳以上！ 激しい予選を勝ち抜いてきたバンドが、最後の熱
戦をくり広げます！ 観客審査による賞もありますので、ぜひご来場ください。

出演 予選通過の10団体　
審査員 湯川れい子（音楽評論家）
井上 鑑（作編曲家・キーボード奏者）
鳴瀬喜博（ベーシスト・カシオペア3rd）　
ゲスト演奏 サンプラザ中野くん
料金 前売800円／当日990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）　

落語の語り口が導くオペラ　　　　　　　
～輝ける歌手のアリア～
橋本恵史の絶妙な語りが導くオペラ作品の名曲を、世田谷区出身、世界
で活躍するソプラノ田村麻子が、前回音鑑コンサートで絶賛を博した
テノール澤﨑一了と歌い上げます。

出演 田村麻子（ソプラノ）、澤﨑一了（テノール）
仲田淳也（ピアノ）、橋本恵史（語り手）
料金 大人3,500円　高校生以下1,000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 世田谷区民会館 5432-2837  
チケット申込み 
チケットぴあ、世田谷区民会館
三茶しゃれなあどホール 3411-6636 他

自由｜車いす MAP ●❸

永井由里

MAP ●❹

MAP ●❸

2/11（月・祝）14:00 梅丘パークホール

弦奏の旅Vol.4　　　　　　　　　　　　　
世界のヴァイオリン 永井由里 ＆　　　　　
生田流箏 澤村祐司
世界のヴァイオリン 永井由里と生田流箏曲家 澤村祐司が魅惑的な
弦を奏でます。

出演 
永井由里（ヴァイオリン）
澤村祐司（箏）
料金 1,500円
会場 梅丘パークホール
（松原6-4-1）  
問合せ・申込み
梅丘パークホール 
5300-3220  

自由

自由｜車いす

©中西多恵子
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3/15（金）18:30 北沢タウンホール

東北賛歌・白崎映美
山形出身にして、「上々颱風」のヴォーカル、歌姫白崎映美、そして仲間
たちが、遠く大和朝廷の昔から、幾多の厄災に見舞われながら、「まづ
ろわぬ民」（迎合せず、抗う者）として生き抜いてきた東北人の魂をトリ
ビュートし、たぎる思いを体現する、躍動の音楽絵巻を繰り広げる。

出演 白崎映美　他 
料金 前売3,500円／当日4,000円　
会場 北沢タウンホール　ホール・ホワイエ（北沢2-8-18 2階）
問合せ  
北沢タウンホール２階事務室受付
5478-8006
チケット申込み
北沢タウンホール２階事務室受付
チケットぴあ

指定｜車いす MAP ●❺

3/16（土）15:00 北沢タウンホール

異分野とのコラボレーション ～お話と音楽で贈る～　　　　　　　　
エジプト、クレオパトラと音楽
古代エジプト文明は多くの人の心を惹きつけ、美女クレオパトラは広く音楽の題材に。
エジプト考古学者の吉村作治さんと、せたおん音楽監督 池辺晋一郎がエジプトの魅力に迫ります。

出演 吉村作治（考古学者／お話）、池辺晋一郎（作曲家／お話）　他
曲目 池辺晋一郎：無伴奏混声合唱のための古代エジプト恋愛詩集による5つのマドリガル
池辺晋一郎：タンブリンとピアノのための3つの小品
ドビュッシー：前奏曲集第2巻より 第10曲「エジプトの壺」　
他（予定）
料金 一般3,500円／ アーツ  3,200円　※未就学児入場不可
会場 北沢タウンホール（北沢2-8-18 2階）
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

3/3（日）プログラムA 13:30 / プログラムB 14:40 / プログラムC 16:00 / プログラムD 17:30（予定） 世田谷区民会館

クラップクラップカーニバル特別公演 タイムマシン編
夢の旋

メロディー

律で時空を超えよう！  オリンピック・パラリンピックミュージックツアー

●障害のある子もない子も赤ちゃんから大人まで楽しめるコンサート
プログラムA  音楽で体験するオリ・パラの歴史。曲目（予定）／「セイキロスの墓碑銘」「左手のためのピアノ曲 ノクターン」　他
プログラムB  オリンピックソングを歌おう！ 「パプリカ」を踊ろう！ ステージで踊りたい子集まれ！  ゲスト：長谷川士透（キッズドラマー）
※ステージで一緒に「パプリカ」を踊ってくれる子ども（20名）を募集。当日午前中のリハーサル参加必須。詳しくはお問い合わせください。
●４歳以上で静かに楽しむコンサート
プログラムC　クラシック音楽で綴る竹取物語。朗読と各国のクラシック音楽の融合。
　　　　　　　曲目（予定）／「亡き王女のパヴァーヌ」「月光」
プログラムD　オリンピック・パラリンピックに祈りを込めて ～ソリストたちが厳選したクラシック名曲集～
　　　　　　　曲目（予定）／ショパン「ノクターン遺作」、メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲」
出演 谷口艶子（ソプラノ）、永井由里／平本小都実（バイオリン）、鵜川久美子（フルート）、湯浅ちさ（ピアノ）、保谷町子（朗読）、やまもとふみ（アクター）
料金 １公演：大人2,500円  子ども500円　選べる２公演：大人3,000円  子ども1,000円　※３公演、全公演チケットもあります。
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）　問合せ 音楽工房アトリエMINS 042-798-1728、世田谷区民会館 5432-2837　
チケット申込み 世田谷区民会館、三茶しゃれなあどホール、オンラインチケットサービス  他

自由｜車いす｜親子

3/21（木・祝）15:00 世田谷区民会館

せたがやジュニアオーケストラ 第9回定期演奏会
輝かしい活躍で注目を集める指揮者・田中祐子氏を再び迎え、１年間
の集大成を披露します。今回は、
華麗でロマンティックな音の世
界に挑戦！  どうぞお楽しみに♪

出演 田中祐子（指揮）
せたがやジュニアオーケストラ
曲目 ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
チャイコフスキー：交響曲第１番「冬の日の幻想」　他
料金 一般1,000円　高校生以下500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） 

指定｜車いす

吉村作治              ©AKHT 池辺晋一郎©東京オペラシティ文化財団 撮影：武藤 章 

永井由里（左上） 、鵜川久美子（右上）
湯浅ちさ（左下）、谷口艶子（右下）
©テミックフォト・三澤哲也

MAP ●❺

MAP ●●❸

MAP ●●❸

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/


