
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。

アーツ      
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MAP ●❷

MAP ●❶

4/6（金）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.14
歌って　喋って　語って　
いっしょうけんめい
松島トモ子は歴史の証人

出演 松島トモ子、山下 淳（ピアノ）、
清水玲子（ピアノ）
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
チケット申込み  
成城ホール 3482-1313
チケットぴあ、カンフェティ

指定

5/26（土）11:00、14:00 北沢タウンホール

5/19（土）12:00・20（日）10:00 松本記念音楽迎賓館

コトコトさんのドレミ図書館　 　　　　　　
～耳をすますときこえてくるよ♪～
耳をすますと“物語”と“音楽”がきこえてくるドレミ図書館にようこそ！  
いろんなおはなしをマリンバの演奏にのせてお届けします。
さぁ、おはなしの世界に飛びこもう！　
マリンバミニ・コンサートもお楽しみに♪

出演 コトコトさん・・・
　　西山琴恵（ナビゲーター＆うた）
　　ヨッポさん・・・
　　横田大司（マリンバ演奏）
料金 無料（直接会場へ）
会場 北沢タウンホール（北沢2-8-18）
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/ 

～チェンバロの日！  2018～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
フランソワ・クープラン生誕350年記念
フランス・バロックを代表する作曲家クープランにちなむコンサートやレクチャーのほか、
クープラン作品のリレーコンサートが行われるなど、充実の企画が目白押しの2日間です。
さらに、ペーパークラフト、グッズ販売、クイズなども。
チェンバロ初体験の方もお気軽にどうぞ！

出演 有田千代子（チェンバロ）、関根敏子（音楽学）　他
料金 一般4,000円　高・大学生2,000円　※中学生以下無料
会場 松本記念音楽迎賓館（岡本2-32-15）
問合せ・チケット申込み 
日本チェンバロ協会
cembaloday@yahoo.co.jp　080-9661-8196（火曜日10:00～17:00）
＊詳しくは協会HP https://japanharpsichordsociety.jimdo.com/ をご覧ください。

自由｜親子

自由

MAP ●❶

MAP ●❸

MAP ●❹

4/30（月・休）15:00 シアタートラム

5/18（金）19:00 成城ホール

「フリーステージ2018」 音楽部門
区内で活躍する音楽やダンスなどの文化団体の皆さまと、劇場ス
タッフが力を合わせてお送りする夢のステージ！

出演 世田谷区民を中心とした音楽活動団体。
器楽、声楽、合唱など、全15団体（予定）
料金 無料　
会場 シアタートラム（太子堂4-1-1）
問合せ 世田谷パブリックシアター 5432-1526　
http://setagaya-pt.jp/ 

第28回 せたがや歌の広場コンサート
区にゆかりのある詩人と作曲家によるコラボレーションコンサート
をお楽しみください。

料金 1,000円
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ 世田谷区文化・芸術振興課 5432-2124
チケット申込み  チケットぴあ

自由｜車いす

自由



公演情報
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マルシア

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/

せたがや音楽プロジェクト　音楽は自由をめざす vol.4
美空ひばりとブラジル～国境を越えた日本の歌～
国境を越えて歌い継がれている美空ひばり。ブラジルで生まれ、日本で歌手デビューをしたマルシア。
マルシアが美空ひばりを歌い、美空ひばりとブラジルのつながりを音楽とトークで紐解きます。
佐藤剛が語り、マルシアの歌と共にお届けするコンサートです。

出演 マルシア、　佐藤 剛
曲目 ふりむけばヨコハマ、待ちわびて哀愁、陽だまり　他
料金 一般2,000円／ アーツ  1,800円　※未就学児入場可（ひざ上のみ無料）　
会場 北沢タウンホール（北沢2-8-18）
問合せ せたがや音楽プロジェクト事務局 6804-9710  （株）アイラブ内
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 4/3（火）

指定｜車いす MAP ●●❸
6/2（土）15:00 北沢タウンホール

安藤裕子 

5/26（土）13:00、23:00 下北沢のライブハウス

5/27（日）18:00 キュルチュール・インターナショナル・クラブ5/26（土）17:30 昭和女子大学人見記念講堂

Shimokitazawa SOUND CRUISING 2018
昼夜ぶっ通しで下北沢中をジャックするサーキット・イベントが今年も開催。
バンド・アイドル・お笑いなど、ジャンルを問わない出演者が多数出演。

出演 BAND PASSPO☆、GANG PARADE、Lucie,Too、mudy on the 昨晩、Saucy Dog、
クリトリック・リス、平賀さち枝とホームカミングス、戸川純 with Vampillia　他
料金 DAY & NIGHT 通し 5,900円　
　　DAY TIME 4,800円　NIGHT TIME 3,000円
※DAY TIMEに限り中学生以上入場可、小学生以下は保護者同伴であれば入場可。
※通しチケット、 NIGHT TIMEチケットは20歳未満の方は購入出来ません。
会場 下北沢のライブハウス(GARDEN/SHELTER 他)
問合せ 
DISK GARAGE 050-5533-0888（平日12:00～19:00）
チケット申込み
http://soundcruising.jp/   

バロック・ランデブー　　　　　　　　　　
バロック・ヴァイオリンとチェンバロの夕べ
語学学校で楽しむバロック音楽の夕べ。
コンサート後は、特製ディナーを演奏家の皆さんと囲み、リラックス
した時間を楽んでみては？

出演 岡田龍之介（チェンバロ）、小池はるみ/片桐恵里（ヴァイオリン）
料金 4,000円〈コンサート＋ディナー＋会話〉 
※ご希望であれば、フランス語会話専用テーブルのご用意もあります。
会場 キュルチュール・
インターナショナル・クラブ
（野毛3-10-16）
問合せ・申込み 
5758-3875
（水-日 9:30～18:30 /月・火休）

安藤裕子 15周年 LIVE　　　　　　　　　
～長くなるでしょうからお夕飯はお早めに～
デビュー15周年イヤーに突入した安藤裕子。
デビューからこれまでの軌跡を凝縮した内容となる予定なので、
お夕飯はお早めに。

出演 安藤裕子
料金 6,800円〈プレゼント付き〉 
※3歳未満入場不可、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

指定

自由

指定

MAP ●❺・●❻

MAP ●❽MAP ●❼
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6/30（土）15:00 成城ホール

シリーズ和
わ

・華
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第1回「雅楽」
日本の伝統音楽をご紹介するシリーズ第１回は雅楽。
宮中の儀式の中で伝統が継がれてきた雅

みやび

な音楽の独特な音色と、不思議な浮遊感のある調べの神髄は何か、その魅力に迫る！

出演 伶楽舎
曲目 平調音取—越天楽残楽三返（管弦）、蘭陵王（舞楽）　他
料金 一般3,500円／ アーツ  3,000円　※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/
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

6/17（日）14:00 昭和女子大学人見記念講堂

世田谷フィル 第51回定期演奏会
千夜一夜物語を音楽にしたリムスキー＝コルサコフの「シェエラザード」に、モーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」ほか。

出演 小田野宏之（指揮）、世田谷フィルハーモニー管弦楽団
曲目 ニールセン：ヘリオス序曲、モーツァルト：交響曲第35番「ハフナー」、
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」 
料金 一般1,500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 
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）
チケット発売開始 4/18（水）

自由｜車いす MAP ●❼

MAP ●❶

7/1（日）15:00  昭和女子大学人見記念講堂

イングリット・フジコ・ヘミング コンサート
魂のピアニスト、フジコの今を聴く。

出演 フジコ・ヘミング
曲目 リスト：ラ・カンパネラ、他
料金 S 8,000円　A 7,000円　B 6,000円
会場 
昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）
問合せ 
青葉ピアノ 3670-5099
チケット申込み 
http://fuzjko.aoba.bz
チケットぴあ、イープラス

指定
7/7（土）18:00 昭和女子大学人見記念講堂

ORIGINAL LOVE　　　　　　　　　　　　
「Wake Up Challenge Tour」　
オリジナル・ラブ、夏のバンドツアーが決定しました！
全国7都市を回る「Wake Up Challenge Tour」の最終日。
ぜひお見逃しなく。

出演 オリジナル・ラブ
料金 6,480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 
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

指定

オリジナル・ラブ イングリット・フジコ・ヘミング 

MAP ●❼ MAP ●❼

©伊藤英司


