公 演 情報

※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。

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
アーツ

…
「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） ※本ページ右下をご参照ください。

10/9（月・祝）15:00

成城ホール
指定｜車いす

山崎伸子 チェロ・リサイタル

MAP ❶
●

リサイタル、室内楽などまさに第一線で活躍し続けている日本が誇る
山崎伸子。今秋、その音楽の豊かさを地元世田谷で披露します。
出演 山崎伸子（チェロ）
、加藤洋之（ピアノ）
曲目 R.シュトラウス：チェロ・ソナタ ヘ長調 op.6、

10/14（土）17:00

昭和女子大学人見記念講堂
指定

MAP ❷
●

H ZETTRIO IN TOKYO~秋の大感謝祭〜

「モントルー・ジャズ・フェスティバル」への出演をキッカケに大ブレイ
ク！ 「リオデジャネイロ・オリンピック」の閉会式での感動の記憶も
新しいスーパー・ピアノトリオ！
！
出演 H ZETTRIO
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）

ドビュッシー：チェロ・ソナタ ニ短調 他
料金 一般3,500円／ アーツ 3,000円（前売のみ）
※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/

問合せ ・チケット申込み

サンライズプロモーション
東京 0570-00-3337
（10:00~18:00）

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

© 武藤 章

山崎伸子

10/15（日）17:30

昭和女子大学人見記念講堂
指定

MAP ❷
●

HARVEST 10th Anniversary Special Live
〜 The Harvest Time 〜
出演 Caravan（Vo&Gt）
、小林洋太（Gt）、

高桑 圭/Curly Giraffe（Ba）、
椎野恭一（Dr）、堀江博久（Key）
料金 5,000円 ※3歳以上有料
Caravan
★ハーベスト10周年記念オリジナルフルアルバム「The Harvest Time」
会場にて特別先行販売！
★HARVEST 10th Anniversaryメモリアルチケット プレゼント！

※事前に発券したチケットとメモリアルチケットを当日会場にてお引き換えいたし
ます。
※引換時間は開場1時間前より予定しております。
※メモリアルチケットの引換えは当日のみとなります。
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）

H ZETTRIO

10/22（日）11:00〜16:00

NHK放送技術研究所
自由

せたがや秋の音楽まつり in NHK技研

MAP ❸
●

世田谷区内の音楽家を中心に、心温まる音楽まつりを開催します。
出演（予定）髙井敏弘（Ｎ響第１ヴァイオリン）、横島礼理（Ｎ響第２ヴァイオ

リン）、岡部綾音/益子 侑（ヴァイオリン）、大辻ひろの（ヴィオラ）、石崎美

雨（チェロ）、 高木美里/日野真奈美（フルート）、 今川裕代/神津かおり/
久保田千陽/山川瑠璃子/吉村隆行（ピアノ）、
宮本あゆみ（ハープ）、めおと楽団ジキジキ（面白
、川村南魅（女優・
音楽）
、なげのあやか（童謡歌手）
歌手）
、 山野小合唱団、砧中吹奏楽部、山野
太鼓、大蔵天空太鼓、和響太鼓
料金 無料 ※満席の場合は入場を制限する場合があります。
会場 ＮＨＫ放送技術研究所（砧1-10-11）

※駐車場はございません。
問合せ「せたがや秋の音楽まつり」係

5494-3399（平日10:00 〜18:00）

髙井敏弘

第6回せたがやバンドバトル 予選

MAP ❹
● 〜●
❾

とってもお得！

せたがやアーツカード

恒例となったせたがやバンドバトル、今年も始まりました！ 決勝大会への切符を手に入れるのは、どの
バンドなのか？！ いよいよ戦いの火ぶたが切られます！ライブハウスでイチオシのバンドを見つけよう！
〈第二次予選〉

10/28（土）＠三軒茶屋GRAPE FRUIT MOON
10/29（日）＠music bar rpm
11/3（金・祝）＠下北沢CLUB251
11/4（土）＠下北沢 近松
11/5（日）＠下北沢 ろくでもない夜
〈最終予選〉

12/9（土）＠下北沢CLUB251
（予選はチケット不要。時間はお問い合わせください）
（※決勝大会は2018年2/18（日）＠世田谷区民会館）
出演 音源審査を通過したバンド
（応募は締め切られました。各バンドの出演日程はせたおんHPでお知らせいたします）
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/

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/
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10/23（月）15:30

成城ホール
指定

松島トモ子コンサート
心に残る歌の贈り物 vol.13

MAP ❶
●

松島トモ子が歌って語る、素敵な２時間をお楽しみください。

10/24（火）19:00

昭和女子大学人見記念講堂
指定

ソウェト・ゴスペル・クワイア

MAP ❷
●

グラミー賞2年連続受賞！
！ 世界中でチケット即日完売の超人気ゴス
ペル、ソウェト・ゴスペル・クワイア8年振りの来日公演決定！
出演 ソウェト・ゴスペル・クワイア

出演 松島トモ子、山下 淳（ピアノ）

曲目「明日に架ける橋」
、
「This Little Light of Mine」、
「Avulekile Amasango」 他
料金 S 8,000円 A 7,000円
※未就学児入場不可

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 3482-1313

会場

昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）
問合せ

テイト・コーポレーション
6379-3144

11/5（日）14:00

せたがやがやがや館
自由

弦奏の旅 Vol.1「琵琶」〜音と語りと〜

MAP ●
❿

今から千年以上も昔、琵琶はシルクロードを通って日本に伝来しま
した。その音色の美しさはもちろんの事、
その表現は日本における “語
り物”文化の代表的存在です。声に寄
り添う楽器“琵琶”。その魅力をさまざ
まなカタチでお聴きいただきます。

11/5（日）14:00

オーキッド ミュージック サロン
自由

ノグチ＝ジラウド・タンゴ・プロジェクト
熱情の放つ光

MAP ●
⓫

光と闇、氷と炎。そんな世界観を持つ ノグチとジラウドの拡げる
極上のタンゴの世界観。
出演 ヒロ・ノグチ（Tp）
、ペドロ・ジラウド（B）、久保千尋（Pf）
料金 一般4,000円 高校生以下2,000円
会場 オーキッド ミュージック サロン

出演 川嶋信子（薩摩琵琶／鶴田流）

曲目 祇園精舎、壇ノ浦〜平家物語より〜

（玉川2-2-1 二子玉川ライズ バーズモールB1F）
問合せ NGTP実行委員会 090-4598-1259

花嫁人形、音戸の舟唄〜広島県民謡〜
他
料金 一般1,000円 中・高校生500円
会場 せたがやがやがや館（池尻2-3-11）

チケット申込み

チケットぴあ

問合せ・チケット申込み

せたがやがやがや館 6450-7908
川嶋信子

11/8（水）14:00

ヒロ・ノグチ

成城ホール
指定｜車いす

午後の音楽会

MAP ❶
●

塩田美奈子のおはなしオペラ『蝶々夫人』
夜の外出が難しい方のための平日午後の演奏会。世田谷在住の塩
田美奈子が、語りと歌による「おはなしオペラ」を披露します。

11/16（木）12:00、17:00

指定

石川さゆり45周年記念リサイタル
デビューから45周年、
数々の名曲を歌い上げてきた石川
さゆりが、その集大成を魅せる！
S 8,500円
A 7,500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）

、E. グラナドス：
村田さち子／企画・構成：塩田美奈子）
「恋愛歌曲集」
料金 一般3,000円／ アーツ 2,800円
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/

問合せ ・チケット申込み

塩田美奈子

世田谷パブリックシアターチケットセンター 5432-1515
※未就学児入場不可（託児あり・要事前予約：マザーズ 0120-788-222）

サンライズプロモーション東京
0570-00-3337（10:00~18:00）
チケットぴあ、ローソンチケット、
イープラス
石川さゆり
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久保千尋

昭和女子大学人見記念講堂

出演 石川さゆり
料金 SS 10,500円

出演 塩田美奈子（ソプラノ）、伊藤美佐（ピアノ）
曲目 G.プッチーニ：オペラ
「蝶々夫人」より
（台本：

チケット申込み

ペドロ・ジラウド

MAP ❷
●

11/18（土）17:30

昭和女子大学人見記念講堂
指定

藤巻亮太 Polestar Tour 2017

MAP ❷
●

2012年にソロ活動を開始した藤巻亮太。ニュー・アルバム「北極星」
をひっさげてのライブ・ツアー。見逃すことのできないツアーのラス
ト・デイ。
出演 藤巻亮太
料金 5,500円 ※3歳以上有料
会場 昭和女子大学人

11/19（日）14:00

成城ホール
指定｜車いす

かわさきジャズ2017連携プログラム

MAP ❶
●

せたがやジャズクラブ
―世田谷のミュージシャンたち―
世田谷在住のミュージシャンを中心とした「せたがや音楽プロジェク
ト」
。今回は川崎市のメンバーと気軽に楽しむジャズをお届けします。
出演 ピアノトリオ（Pｆ 石井 彰、B 金澤英明、Dr 田中徳崇）
、湯川れい

子、G 萩谷 清、Cl & Sax 鈴木直樹、Vo 美歌、Pf 堺 敦生、川崎ゲ
ストバンド・DT Jazz Unit（Sax 立野修史、B 松木 誠、Dr 藤井知義、
Pf 和田忠也）
料金 1,000円 ※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）
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

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
藤巻亮太

11/26（日）13:30

松本記念音楽迎賓館
親子

MAP ●
⓬

12/9（土）15:00

昭和女子大学人見記念講堂
指定

MAP ❷
●

こどものための茶の湯と邦楽のワークショップ

JVC国際協力コンサート2017
第29回東京公演

秋の日曜日、お茶室と音楽ホールのある素敵な場所で、茶の湯と邦楽
を体験しながら、和の文化をたのしもう！

“メサイアを聴く・・これも一つの国際協力”
地支援に貢献します。

対象 小学校4年生から6年生
募集人数 先着30名
（同伴の保護者1名見学可）

出演 ベンジャミン・グッド
サン
（指揮）
、エリザベス・ク
ラッグ
（ソプラノ）
、サイモン・
ポンズフォード
（カウンター・
、新井俊稀
（テノー
テノール）
、篠部信宏（バス）
、フィルハーモニーカンマーアンサンブル、JVC合唱団
ル）
料金 SS 10,000円 A 5,000円 B 4,000円 C 3,000円
ユース券 2,000円（22歳以下対象、当日販売のみ） ※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 JVCコンサート事務局 3836-4108
https://www.ngo-jvc.net/concert/

茶の湯と音楽1

出演 茶道家：吉野亜湖

邦楽演奏家：日原暢子（箏）、渡部祐子（三味線・箏）、川村葵山（尺八）
曲目 池辺晋一郎：たどるかたち、中能島欣一：さらし幻想曲 他
参加費 1,000円 ※未就学児入場不可
会場 松本記念音楽迎賓館（岡本2-32-15）

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/

申込み 所定の申込書（チラシ裏面あるいはせたおんHPよりダウンロード）

でFAXまたは郵送 ※詳細はHPまたは電話にてお問合せください

12/16（土）15:00
Letʼs Sing ゴスペル！2017コンサート with ワークショップクワイア

音楽で国際協力・被災

世田谷区民会館
指定｜車いす

MAP ❾
●

「この世田谷から、ゴスペルを通じて歌う喜びを発信！」をキーワード
に、ワークショップの成果発表を兼ねたスペシャルなコンサートを開
催します。
監修 亀渕友香

出演 中山栄嗣、岩崎ひろき、のはらヒロコ、

The Voices of Japan（VOJA）
、Kaho（ピアノ）
Letʼs Sing ゴスペル！ ワークショップクワイア
曲目 Oh Happy Day、きずな 他
料金 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
チケット発売開始日 10/5（木）
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