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聴き方教えます。
〜ジャズってかんたん　VOL.4 〜

コツが解ればジャズはもっと楽しくなる。メンバーによるジャズ講義とステージで聴く 
ジャズ演奏。ジャズをもっと聴いて欲しいというメンバーの熱意が伝わってきます！

出演  TRIO from quasimode（トリオ フロム クオシモード）：平戸祐介（ピアノ）、須長和広（ベース）、
今泉総之輔（ドラム）　 料金  前売り2700円、当日3200円（全席自由）※中学生以上

会場  世田谷区民会館（世田谷区世田谷4-21-27）　 問い合わせ  株式会社世田谷サービス公社（イベント
担当） ☎3419-3604 ※イープラスで前売りチケット販売中

MAP 43

1/17（日）13:00
世田谷区民会館

公演情報

第57回明治大学付属明治高等学校
吹奏楽班定期演奏会
大人から子どもまで楽しめるコンサートとなっておりますので是非ご来場ください。
出演  明治大学付属明治高等学校吹奏楽班
曲目  トゥーランドットより他　 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 Eメール：masato@meiji.ac.jp
http://meijibrass.web.fc2.com/ 

MAP 17

1/24（日）13:00
昭和女子大学人見記念講堂

古武道新年会 Vol.2
〜初春の狂詩曲（ラプソディー）〜

純邦楽、クラシック、ポップス…異なるジャンルのアーティストによる古武道のコンサート。
出演  KOBUDO−古武道−〈古川展生（チェロ）、妹尾 武（ピアノ）、藤原道山（尺八）〉
料金  一般6500円、世田谷パブリックシアター友の会会員6000円、
アーツ  6300円（全席指定）
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・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 http://setagaya-pt.jp/

MAP 48

1/17（日）17:00
世田谷パブリックシアター

第4回せたがやバンドバトル　敗者復活戦
LIVE IN NHK技研！
平均年齢40歳以上のアマチュアバンドが、決勝進出をかけて熱いバトルを繰り広げます。
出演  せたがやバンドバトル音源審査で決勝大会出場を逃したバンドの上位10組程度、特別審査員

　鳥山雄司（ギターリスト・音楽プロデューサー）、司会・ゲスト演奏／白崎映美（上々颱風ボーカル）　
料金  無料　 会場  ＮＨＫ放送技術研究所（世田谷区砧1-10-11）

問い合わせ  ＮＨＫ放送技術研究所 ☎5494-3399
※駐車場がないため、当日は公共交通機関の利用を

MAP 47

1/24（日）14:00
ＮＨＫ放送技術研究所
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歌って健康！ 歌声サロン

大ホールで、ピアノやバンドの生演奏にのせて思いっきり歌ってみましょう。
出演  歌心塾・杉山公章（講師）
料金  1000円（全席自由）
会場  北沢タウンホール（世田谷区北沢2-8-18）

問い合わせ  北沢タウンホール事務室 ☎5478-8006 http://kitazawatownhall.jp/
※次回は、2/29（月）に開催。詳細は問い合せを

MAP 1

1/28（木）14:00
北沢タウンホール

せたがや　がやがや　唄いましょう

「川の流れのように」や｢少年時代｣など、おなじみの歌を皆さんで楽しんでみませんか。
出演  田才靖子（スタジオヴォーカリスト）、大場唯（シンガーソングライター）
曲目  川の流れのように、少年時代　他　 料金  1500円
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 https://www.setagaya.co.jp/gayagaya/event.html
※終了後は17：00までカラオケを利用できます

MAP 49

1/31（日）13：00
せたがや　がやがや館

せたがや名曲コンサート

モーツァルト「レクイエム」
世田谷区で長く活動する区民団体がプロの演奏家と共演。三大レクイエムのひとつをお贈
りします。

出演  新通英洋（指揮）、［ソリスト］金持亜実／中野由弥／佐々木
洋平／中川郁太郎、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区
民合唱団　 曲目  W.A.モーツァルト：レクイエム　他　 料金  一
般S席2500円、A席1000円、アーツ  2000円（S席のみ）（全席指定）
※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  （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

MAP 17

1/31（日）14:00
昭和女子大学人見記念講堂

ⓒ青柳聡

新通英洋
ⓒToyohiko Fujita

金持亜実
（ソプラノ）

中野由弥
（メゾソプラノ）

佐々木洋平
（テノール）

中川郁太郎
（バリトン）
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公演情報

スペイン・ピカレスクと、墓地と、対位法の芸術

オルガン、チェンバロ　ピアノを駆使し、弦楽合奏や歌を配したコンサート。
出演  スペイン墓の魚　室内管弦楽団
料金  前売り2000円、当日2500円
会場  松本記念音楽迎賓館（世田谷区岡本2-32-15）

問い合わせ  松本記念音楽迎賓館 ☎3709-5951
http://mejillon.web.fc2.com/sukumicon.html

MAP 41

2/7（日）19:00
松本記念音楽迎賓館

ピーコ　シャンソン＆トーク
我が心の歌vol.18
成城ホールでしか聞けないピーコとゲストの『あんな話やこんな話』と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）、永六輔（ゲスト／体調がよければ出演）
曲目  未定　 料金  前売り3500円、当日3800円（全席指定）※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  成城ホール事務室 ☎3482-1313 http://seijohall.jp

MAP 27

1/31（日）14:00
成城ホール

歌って健康！歌声サロン

皆さまおなじみ『歌声サロン』。2月は10日（水）に開催です。歌心塾の杉山公章を講師に迎え、
楽器の生演奏をバックにして思いっきり歌いましょう！
出演  歌心塾・杉山公章（講師）
曲目  当日発表　 料金  1500円（全席指定）
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 ※3月以降の予定は問い合せを

MAP 27

2/10（水）14:00
成城ホール

成城「心のサプリ」コンサート

子どもからお年寄りまで楽しめるミニ・コンサート。クラシックからポップスまで名曲をお
届けします。
出演  神尾弥（マリンバ）、今野尚美（ピアノ）　 曲目  ストラウス：映画「ANNIE ／アニー」より「Tomorrow」他
料金  中学生以上1500円、MUSIClub会員1000円、小学生以下無料（全席自由／ワンドリンク付き）※

未就学児入場可　 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

2/17（水）14:00
成城ホール
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宮川彬良のせたがや音楽研究所 #5

宮川彬良（アキラ所長）が『音楽の三要素』を、独自の視点で読み解きながら愉快に楽しく大分析！
出演  宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）、ベイビー・ブー（ヴォー

カルグループ）、あごーズ（コーラスグループ）　 料金  一般3000円、 アーツ  2500円(全席指定） ※未
就学児入場不可　 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

MAP 43

2/20（土）17:00
世田谷区民会館

春かおるオーケストラの響演

国立音楽院の恒例の演奏会です。管弦楽の古典から、みなさんなじみ深い曲まで、幅広い
レパートリーをお楽しみください。

出演  国立音楽院生
料金  2000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  国立音楽院 ☎5431-8085 http://www.kma.co.jp 

MAP 17

2/20（土）14:30
昭和女子大学人見記念講堂

ダイアナ・クラール

ニューアルバム『ウォールフラワー』を携えて、実に11年振りとなる来日公
演が決定！
出演  ダイアナ・クラール
料金  S席1万5000円、A席1万4000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  ウドー音楽事務所 ☎3402-5999 http://udo.jp/

MAP 17

2/24（水）・25（木）19:00
昭和女子大学人見記念講堂

ボニージャックスと成城ホールで歌おう！
2016冬“雪の降る街を”
ボニージャックスの歌を聴き、そして彼らと一緒に歌って、あの懐かしい青春の日々を思
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）
曲目  雪の降る街を　他　 料金  前売り3000円、当日3300円（全席指定）※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  成城ホール事務室 ☎3482-1313 http://seijohall.jp 

MAP 27

2/18（木）14：00
成城ホール
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公演情報

WE3　LEGEND of JAZZ TRIO vol.2
ホワイトデーコンサート
日本が誇るジャズ界の巨匠3人によるコンサート。※完売の際はご容赦ください

出演  前田憲男（ピアノ）、荒川康男（ベース）、猪俣猛（ドラム）
曲目  未定
料金  前売り4000円、ペア6000円（前売りのみ）、当日4500円（全席指定）※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  成城ホール事務室 ☎3482-1313 http://seijohall.jp

MAP 27

3/18（金）19:00
成城ホール

「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♪

MAP 27

第4回世田谷区芸術アワード“飛翔”音楽部門受賞記念公演

末吉保雄作品個展 —内に秘めたる声を求めて—
音楽部門受賞の打楽器奏者・會田瑞樹が、世田谷在住の作曲家・末吉保雄に焦点をあてた
企画。末吉本人のピアノ演奏も交え、渡仏時代から最新作までを披露します。その作品の
魅力を存分にご堪能ください。
出演  會田瑞樹（打楽器）、末吉保雄（作曲・ピアノ） 他
曲目  スネアドラム・ソロによる五つの性格的エチュード（受賞記念

作品）、コレスポンダンスVII、VIII 他
料金  一般3000円［当日3500円］、学生1000円［当日1500円］（全

席自由）※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

3/24（木）19:00
成城ホール

會
田
瑞
樹

末
吉
保
雄

世田谷区芸術アワード“飛翔”とは…
世田谷区とせたがや文化財団による、文化・芸術分野で活躍する将来性のある
35歳以下の若手アーティストの創作活動を支援・奨励する芸術賞。


