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公 情演 報
この時期、世田谷区内では多彩な公演がそろいます。
気になる公演を見つけて、足を運んでみませんか。
※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

　日本が世界に誇るハープ奏者吉野
直子が登場。ベルリン・フィルなどの
トップ・オーケストラや、小澤征爾、
アバドといった世界的指揮者、一流
ソリストと共演してきた彼女が、今
回は、日本の若手チェリストの中で
もとりわけ際立つ逸材、横坂源と組
んで、とびきりのステージをお届け
します。　※公演詳細は9ページ参照

室内楽シリーズ　吉野直子＆横坂源
「ハープとチェロのアンサンブル」

10/10　　　15:00月 祝

プログラム
�J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲より�
〈チェロ・ソロ〉

E.クルシェネク：ハープのためのソナタ�
〈ハープ・ソロ〉

�J.ブラームス：間奏曲�イ長調�� �
作品118-2〈ハープ・ソロ〉

�F.リスト（H.ルニエ編）：愛の夢（第3番）�
〈ハープ・ソロ〉

�C.サン=サーンス：白鳥〈チェロ、ハープ〉

�F.deブルギニヨン：前奏曲と舞曲�作品74�
〈チェロ、ハープ〉

�F.シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ��
イ短調�D.821〈チェロ、ハープ〉
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9アーツ  …「せたがやアーツカード」会員対象の割引価格（前売りのみ）

公演情報

世田谷区民合唱団第26回定期演奏会

　「歌力（ウタヂカラ）を高める」というテーマを掲げて曲目を選びました。
出演  金川明裕・坂本秀明（指揮）、中館伸一（客演指揮）、平田夕貴（ピアノ）、松田琴子（ピアノ）　 曲目  

シューベルト：「冬の旅」、モーツァルト：「戴冠ミサ」K317、木下牧子「アカペラ・コーラス・セレクション」 
他　 料金  950円（前売り800円）　 会場  世田谷区民会館ホール（世田谷区世田谷4-21-27）　 問い合わせ  
世田谷区民合唱団 ☎3468-3368　http://setagayakuminchorus.web.fc2.com/

10/9（日）14:00
世田谷区民会館ホール

MAP 43車いす指定 自由 親子

子どもと楽しむコンサート

～栗コーダー＆ビューティフルハミングバード
　「ピタゴラスイッチ」でおなじみの栗コーダーカルテットと、NHKみんなのうた「ウメボシ 
ジンセイ」のビューティフルハミングバードによる、子どもも大人もにっこりのコンサート。

出演  栗コーダーカルテット、ビューティフルハミングバード　 料金  一般（中学生以上）1500円、3
歳～小学生500円※要事前申し込み　 会場  世田谷区立笹原小学校　体育館（世田谷区桜丘5-19-1）  
問い合わせ  子ども文化キャンペーンせたがや事務局（NPO法人こども劇場せたがや内） ☎3422-8928

10/9（日）14:00
笹原小学校 体育館

車いす指定 自由 親子

室内楽シリーズ

ハープとチェロのアンサンブル－吉野直子＆横坂源－
　気持ちの良い秋の季節にぴったりの、ハープとチェロのアンサンブル公演です。
出演  吉野直子（ハープ）、横坂 源（チェロ）　 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　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（10:00～19:00）

MAP 27

10/10（月・祝）15:00
成城ホール

車いす指定 自由 親子

mimi et meme vol.5

　ヴァイオリン・チェロ・ピアノ・サックスによるポストチェンバーミュージック×アニメーショ
ンのシアターコンサート。重厚感ある生演奏とふしぎな少女のアニメーションを楽しんで。

出演  深谷莉沙（アニメーション）、大嶋世菜（ヴァイオリン)、林田順平.JP（チェロ）、ヒラセドユウキ
（ピアノ）、近藤祐加（サックス）　 料金  前売り2500円、当日3000円　 会場  ギャラリースクエア（世
田谷区成城2-17-14）　 問い合わせ  ギャラリースクエア ☎3749-0784

10/10（月・祝）①15:00 ②18:00
ギャラリースクエア

車いす指定 自由 親子



10 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

せたがや秋の音楽まつり in NHK技研

　世田谷区内の音楽家を中心に、地元のアマチュア
音楽愛好家も交えて開催する音楽まつりです。

出演  ①クラシックステージ／
高井敏弘（N響第一ヴァイオリン）、ヴィタリ（ヴァリト
ン）、平尾祐紀子（ハープ）、日野真奈美（フルート）、大
蔵てんぐ太鼓（太鼓）、山野小学校合唱団（合唱）、世田
谷フィルハーモニー・木管五重奏、益子侑（バイオリン）、
宮本あゆみ（ハープ） 他　
②フリージャンルステージ／
構康憲（ボーカル）、めおと楽団ジキジキ（面白音楽）、
おがさわらあい（ボーカル）、Kato Shoji（ボーカル・ピアノ）、Be-m（ギターユニット）、J・collections

（歌謡ロック）、じょーじ＆こーじ（ギターユニット）、山野太鼓（太鼓） 他　
料金  無料 ※満席の場合は入場制限あり　
会場  NHK放送技術研究所 講堂・1階エントランス（東京都世田谷区砧1-10-11）※駐車場なし 

問い合わせ  ☎5494-3399（平日10:00～18:00）※12:00～13:00は除く

MAP 47

10/23（日）①11:00 ②11:30
NHK放送技術研究所

車いす指定 自由 親子
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0歳からの音楽会＠烏山ななつのこ「ヘンゼルとグレーテル」
～木管アンサンブルと朗読、イラストによる～
　0歳から入場OK。地域のスペースで気軽に楽しめるファミリーコンサート。木管五重奏の
アンサンブルを生で、間近で楽しんでください。

料金  一般2000円、子ども500円、親子ペア2500円（追加の大人1500円）、0～2歳無料※要事前
申し込み　 会場  コミュニティカフェななつのこ（世田谷区南烏山 6-12-12）　 問い合わせ  0歳からの音
楽会実行委員会 ☎6751-0235

10/16（日）14:00
コミュニティカフェななつのこ

車いす指定 自由 親子

前橋汀子カルテット

　前橋汀子の呼びかけにより誕生した夢のカルテット。至高の
オール・ベートーヴェン・プログラム。

出演  前橋汀子（ヴァイオリン）、久保田 巧（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィ
オラ）、原田禎夫（チェロ）  曲目  ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第2番 ト
長調 Op.18-2「挨拶」、第11番 ヘ短調op.95「セリオーソ」 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

10/17（月）18:15
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子



11アーツ  …「せたがやアーツカード」会員対象の割引価格（前売りのみ）

公演情報

せたがや音楽プロジェクトvol.7

All You Need Is Love～音楽は自由をめざす
　来日50周年を迎えるビートルズの「All You Need Is Love」をテーマに、世界中のメッセー
ジソングを取り上げます。

出演  白井貴子、三宅伸治、松崎ナオ、津田大介、宍戸留美 他　 料金  一般2000円、 アーツ  1000
円、中学生以下500円（要年齢確認証）※幼児はひざ上は無料　 会場  世田谷区民会館（世田谷区世田
谷4-21-27）  問い合わせ  せたがや音楽プロジェクト事務局 ☎5432-1535　http://www.facebook.
com/setagaya.music　 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

11/5（土）14:00
世田谷区民会館

車いす指定 自由 親子

世田谷区文化祭
世田谷クラシックバレエ連盟創立20周年記念公演
　チャイコフスキー作曲　バレエ「くるみ割り人形」全幕。
出演  川島麻実子、西野隼人 他　指揮：福田一雄　演奏：世田谷フィルハ－モニー管弦楽団／世田谷

ジュニア合唱団　 演出・振付  坂本登喜彦　 音楽  P.チャイコフスキー　 料金  SS席7000円、S席6000
円、A席5000円、B席4000円、C席3000円、D席2500円、自由席1000円 ※3歳以下は入場不可  
問い合わせ  世田谷クラシックバレエ連盟　事務局 ☎3484-2469

MAP 17

11/6（日）16:00
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子

Step Into My World TOUR

　ストレイテナーの全国ツアー最終公演。
出演  ストレイテナー　
料金  4200円 ※1人4枚まで ※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  HOT STUFF PROMOTION ☎5720-9999　http://www.red-hot.ne.jp/

MAP 17

11/10（木）19:00
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子

「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♪



12 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

MAP 17
JVC国際協力コンサート2016　第28回東京公演

　この公演の「チケット1枚」が、国際協力・被災地復興支援につながります。
出演  青木洋也（指揮・カウンターテノール）、リィム知由紀（ソプラノ）、澤江衣里（ソプラノ）、スコット・メロ（テ

ノール）、フリアン・ミヤン（バリトン）、合唱団：JVC合唱団、管弦楽：フィルハーモニーカンマーアンサンブル  
曲目  J.S.バッハ「クリスマス・オラトリオ」（第1,5,6部）、「マニフィカト」　 料金  SS席1万円、A席5000円、B席

4000円、C席3000円※学生券3000円（当日券がある場合に限り販売。要学生証） ※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・チケット申し込み  日本国際ボランティアセンター 
JVCコンサート事務局 石川 ☎3836-4108 ／ concert@ngo-jvc.net　http://www.ngo-jvc.net/concert/

12/4（日）15:00
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子

Let’s Sing ゴスペル！2016
with ワークショップクワイア

　ゴスペル界の重鎮・亀渕友香氏監修によるワークショップを経た区民らが歌う喜びを発信！
出演  亀渕友香、のはらヒロコ、岩崎ひろき、The Voices of Japan

（VOJA）、Let's Sing ゴスペル！ワークショップクワイア　 曲目  
Amazing Grace、きずな、クリスマス・ソング 他　 料金  1500円 
※未就学児入場不可　 会場  烏山区民会館（世田谷区南烏山6-2-
19）  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 31

11/27（日）15:00
烏山区民会館

車いす指定 自由 親子

チェコ・フィルハーモニー・ゾリステン 
スペシャルコンサート
　チェコ・フィルが誇る珠玉のアンサンブル。味わい深い室内楽の
醍醐味を感ぜずにはいられない。

出演  チェコ・フィルハーモニー・ゾリステン、ピアノ共演：木田左和子、柴田民子、
白川千香子　 曲目  ハイドン：セレナーデ 他　 料金  電話で問い合わせを ※
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  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120　http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17

12/1（木）18:15
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子

ザ・フィルハーモニクス

　ウィーン・フィルのメンバーを中心に結成されたスーパー・アンサンブ
ル。時代やジャンルを超越した、驚愕と興奮のコンサート。
出演  ザ・フィルハーモニクス　 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

12/12（月）18:15
昭和女子大学 人見記念講堂

車いす指定 自由 親子



13アーツ  …「せたがやアーツカード」会員対象の割引価格（前売りのみ）

公演情報

クラップ　クラップ　クリスマスカーニバル

　お話と音楽で楽しむクリスマスコンサート。障害のある子もない子も、大人から赤ちゃん
まで楽しめるコンサート。［第1部］お話と音楽 ［第2部］音楽を体験しよう

出演  谷口艶子（ソプラノ）、永井由里（ヴァイオリン）、鵜川久美子（フルート）、保谷町子（朗読）、ピアノ・構成（湯
浅ちさ）　 料金  一般（高校生以上）2000円　子ども1000円（ひざ上無料）　障がい者２割引　 会場  玉川区民会
館　ホール（世田谷区等々力3-4-1）　 問い合わせ  玉川区民会館 ☎3702-1675　http://www.atelier-mins.com/

MAP 37

12/17（土）14:00
玉川区民会館

車いす指定 自由 親子

INSPi 15周年記念コンサート「15（イゴ）ヨロシク」

　日立CMソング「この木なんの木」でおなじみのアカペラグループ、INSPi。確かな実力に裏
付けされたハーモニーと、一体感のあるステージは必見！

出演  INSPi：吉田圭介（Bass Vocal）、北剛彦（Vocal）、大倉智之（Vocal）、杉田
篤史（Vocal）、奥村伸二（Vocal）、渡邊崇文（Vocal Percussion）  曲目  この木な
んの木、ドミソはハーモニー 他　 料金  一般5400円　学生3000円 ※2歳以下
入場不可※11/5（土）発売予定　 会場  玉川区民会館　ホール（世田谷区等々力
3-4-1）　 問い合わせ  玉川区民会館 ☎3702-1675　http://www.inspi.cc/

MAP 37

12/18（日）15:00
玉川区民会館

車いす指定 自由 親子

せたがやジュニアオーケストラ 第7回定期演奏会

　指揮は2度目の共演となる伊藤翔氏。成長したせたがやジュニアオーケストラとの新たな
化学反応に乞うご期待！
出演  伊藤翔（指揮）、せたがやジュニアオーケストラ（演奏）  
曲目  ベートーヴェン：交響曲第1番、ドリーヴ：「コッペリア」より

抜粋、グリーグ：ホルベルク組曲 他　 料金  1000円（4歳以上チ
ケット要）※3歳以下は入場不可　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（10:00～19:00）

MAP 43

12/17（土）17:00
世田谷区民会館

車いす指定 自由 親子

クリスマスコンサート in 技研 2016
～今宵は大人のNew York City～
　出演者はニューヨークにあるソウルの殿堂アポロシアターでの「アマチュアナイト」
で準優勝した経験を持つ実力派。本場が認めた歌声を大人の雰囲気で楽しめます。

出演  NAO YOSHIOKA　 料金  無料 ※往復はがきでの事前申し込みが必要。締め切
り11/28（月）、応募多数の場合抽選 ※中学生以下は入場不可　 会場  NHK放送技術
研究所 講堂（世田谷区砧1-10-11）※駐車場なし※詳細はhttp://www.nhk.or.jp/strl/
へ　 問い合わせ  ☎5494-3399（平日10:00～18:00）※12:00～13:00は除く

MAP 47

12/18（日）①14:00 ②17:00
NHK放送技術研究所

車いす指定 自由 親子

NAO YOSHIOKA
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街中で気軽に楽しめる無料コンサート
だれもが気軽に参加できる無料のコンサートも、

区内各所で開催されます。街角から音楽のリズムが聞こえてきたら、
ふらりと立ち寄ってみて！　※いずれも料金は無料（事前申込不要）

　秋の夕暮れ時、かがり火の中、神社の神楽殿を舞台に、オーケストラを含む総勢60名の出
演者で展開する本格的なオペラ。無料サービスのワインを飲みながらお楽しみください。
会場　赤堤六所神社（世田谷区赤堤2-25-2）
問い合わせ　赤堤に文化を！六所の森の会 ☎090-3248-9802（担当・窪田）

六所の森クラシックコンサート「神社でカルメン」
10/9（日）
16:30

10/16（日）
13:00

　上祖師谷中吹奏楽部の演奏で開演。クラリネット鈴木直樹、バンジョー青木研をはじめ、
注目の奏者によるJAZZナンバーや映画音楽をお聴き逃しなく。（雨天中止）
会場　都立祖師谷公園親水テラス周辺（世田谷区上祖師谷3丁目）
問い合わせ　親水テラス音楽会実行委員会 ☎6382-4224

第16回 祖師谷公園 いこいのコンサート

　耳をすますと“物語”と“音楽”が聞こえてくるドレミ図書館へようこそ！　軽快なマリンバの
生演奏＆ナビゲートで、わくわく楽しい時間を過ごしませんか？※幼児対象

出演　西山琴恵（ナビゲーター＆うた）、横田大司（マリンバ）　
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　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535

せたおん まちなかコンサート

コトコトさんのドレミ図書館
11/13（日）
①11:00
②14:00

10/30（日）
13:00

出演　ロス・インディオス＆Nina、シキーニョ、TORIO MAR（トリオ マル）　会場　小田急線経堂駅北口広場
問い合わせ　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535

　毎年恒例となった「秋のすずらん祭り」でのラテン
フェスティバル。今年も多彩なゲストを迎えて会場
を盛り上げます。

商店街とアートプロジェクト

秋のすずらん祭り

昨年のイベントから

※定員を超えた場合、入場を制限
する場合があります
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公演情報

　三茶の街角で耳を澄ませば天使の歌声がこだまするコンサート。午前中から「クリスマスツ
リーを描いて飾ろう」他、子ども向けワークショップも多数開催。※親子向け
出演　世田谷ジュニア合唱団、Let’s Sing ゴスペル！ワークショップクワイア 他
会場　三軒茶屋ふれあい広場（世田谷区太子堂2-17）
問い合わせ　三軒茶屋銀座商店街振興組合事務局 ☎3412-6554

三茶クリスマスナイト　三茶ワンサンタがやってきた
12/18（日）
15:00

　「イルミネーション点灯式」のプレイベント。野外でのビッグバンド演奏とジャムセッション。
会場　烏山区民センター前広場（世田谷区南烏山6-2-19）
問い合わせ　烏山ミュージックホリデー実行委員会 ☎080-8716-1896（担当・志茂）

第3回烏山ジャムホリデー
11/20（日）
11:00

　徳富蘆花の旧宅（かやぶき家屋）でヴァイオリンとピアノのコンサートを開催。
会場　都立蘆花恒春園 梅花書屋前（世田谷区粕谷1-20-1）
問い合わせ　芦花公園しあわせの野音の会 ☎090-9365-1575（担当・竹本）

蘆花恒春園「かやぶきコンサートPlus＋」
11/19（土）
13:30

11/20（日）
17:00

　豪快かつ繊細なパーカッションパフォーマンス！
出演　男群（打楽器アンサンブル）
会場　小田急線喜多見駅南口駅前広場　
問い合わせ　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535

商店街とアートプロジェクト

第18回喜多見商店街感謝祭

　オーケストラやビッグバンドで活躍する、実力派5人組に
よるブラスアンサンブル。男ならではの迫力と多彩な音色で
観客を盛り上げる！
出演　男Brass（金管アンサンブル）　会場　烏山区民センター前広場　
問い合わせ　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535

商店街とアートプロジェクト

イルミネーション点灯式
11/20（日）
16:00

提供 公益財団法人 日本室内楽振興財団
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