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） ※9ページ右下参照

7/8（日）17:00

昭和女子大学人見記念講堂
指定

live image 18 dix-huit

MAP ❶
●

リラクシング・ミュージック・コンピレーション『image』シリーズの
最新作とリンクした、音楽と映像の感動コラボレーションコンサート！
出演 沖 仁（フラメンコギター）
、小松亮太（バンドネオン）、ゴンチチ（ギター

、宮本笑里（ヴァイオリン）、LE VELVETS
デュオ）、羽毛田丈史（ピアノ）
（ヴォーカルグループ）
料金 8,640円（当日500円増） ※未就学児入場不可
会場

昭和女子大学人見記念講堂
指定

wacci

MAP ❶
●

あっち、こっち、そっち、わっちツアー 2018

〜 Wonderful Moments 〜

出演 wacci

料金 5,000円

※3歳未満入場不可

★学生・園児キャッシュバック：当日会場で学生証、身分証明書を提示され
た方は現金500円キャッシュバック
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

昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）
問合せ キョードー東京
0570-550-799

（平日12:00 〜19:00）
チケット申込み

チケット申込み

キョードー東京、チケットぴあ、
ローソンチケット、イープラス

7/21（土）17:30

7/16（月・祝）17:00

チケットぴあ、
ローソンチケット、
イープラス

昭和女子大学人見記念講堂
指定

渡辺美里 M・Evolution Tour 2018

MAP ❶
●

音楽活動だけでなく、ラジオパーソナリティー、ナレーション、ミュー
ジカルなど、様々な分野にチャレンジし続けている渡辺美里。
昨年に続き「M・Evolution Tour 2018」と題した全国ツアーが6月
下旬からスタートします！
出演 渡辺美里
料金 一般7,800円

ファミリー席（大人）7,800円
ファミリー席（小人）2,500円
（当日各500円増）
※３歳以下入場不可
会場 昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）
問合せ ソーゴー東京 3405-9999
チケット申込み チケットぴあ 他

wacci

7/22（日）・23（月）

昭和女子大学人見記念講堂 他
自由

MAP ❶
●

せたがやインクルージョンフェスティバル2018
音楽活動を通じて、子どもたちの人間力・共生力向上をめざす「せ
たがやインクルージョンフェスティバル2018」。高齢者から子ども
まで、多くの区民が一体となれるイベントです。7月23日（月）14
時から昭和女子大学グリーンホールでは、介護付有料老人ホーム
の入居者と近隣の方によるコーラス「フ
ルッソ四季の会＆流けい子のスペシャル
コンサート」も行われます。
出演 区内小学校、中学校、高等学校、大学、
その他団体 海上自衛隊音楽隊（特別出演）
料金 無料
会場 昭和女子大学 人見記念講堂、グリーン
ホール 他（太子堂1-7-57）
問合せ 事務局 6805-5901（担当：南北）
http://www.setagayainclusion.net

渡辺美里

7/31（火）14:30
台湾 高雄市青少年交響楽団・
せたがやジュニアオーケストラ
交流コンサート

世田谷区民会館
指定｜車いす

MAP ❷
●

話す言葉はちがっても、音楽は世界共通。演奏を通じた交流をお
楽しみください。
出演 高雄市交響楽団附設青少年交響楽団、
せたがやジュニアオーケストラ
曲目 ケルビーニ：歌劇「メデア」序曲、ドヴォルザーク：
「スラブ舞曲」よ

り 抜粋 他
料金 500円 ※未就学児入場可（0 〜 2歳児のみひざ上無料）
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）

8/4（土）17:00

昭和女子大学人見記念講堂
指定

伊勢正三 LIVE 2018
〜風が聴こえる〜

MAP ❶
●

「風」の楽曲達が蘇る！
ギターサウンドが奏でる時代を超越して心に残る名曲の数々をぜひ
会場で堪能してください。
出演 伊勢正三
料金 7,000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 キョードー東京
0570-550-799
チケット申込み

キョードー東京、チケットぴあ、
ローソンチケット、イープラス
伊勢正三
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公演情報

8/5（日）19:00

世田谷区民会館
自由｜車いす

せたがやふるさと区民まつり
中西圭三 ワンコインコンサート

MAP ❷
●

8/20（月）19:00

昭和女子大学人見記念講堂
指定

MAP ❶
●

川嶋あい
Ai Kawashima 15th anniversary 〜 BIRTH 〜
デビュー 15周年の記念すべき820ワンマンライブ！
みなさまのお越しをお待ちしております！

出演 中西圭三

料金 500円 ※８月４日（土）11時より区役所
第１庁舎正面入口前付近にて販売
（先着1,000名）
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ せたがやコール 5432-3333
http://www.setagaya-hkm.com/

出演 川嶋あい
料金 前売6,800円

当日7,500円 ※3歳未満無料、但しお席の必要な場

合は有料
会場 昭和女子大学人見記念講堂

［せたがやふるさと区民まつり その他の音楽イベント］
4日
（土）SETAGAYAスピリットライブ2018

（区民会館ホールステージ11:50〜12:50）

DREAM JAZZ BAND（中庭ステージ15:00〜15:40）
５日
（日） 無限−MUGEN−（区民会館ホールステージ11:00〜11:25）
世田谷区民吹奏楽団（区民会館ホールステージ12:30〜13:00）

（太子堂1-7-57）
問合せ キョードー東京
0570-550-799
チケット申込み キョードー東京、
チケットぴあ、ローソンチケット、
イープラス、CNプレイガイド、
楽天チケット、Yahoo!チケット

川嶋あい

8/18（土）15:00 日野皓正 Quintet Live ・19（日）14:00 Dream Jazz Band 14th Annual Concert

世田谷パブリックシアター
指定｜車いす｜親子

MAP ❸
●

せたがやこどもプロジェクト2018《ステージ編》
日野皓正 presents “Jazz for Kids”
8/18は世界的に活躍するミュージシャン、8/19は世田谷区立中学校の
生徒達による
「Dream Jazz Band」のコンサートなどをお送りします。
出演 日野皓正、Dream Jazz Band（19日のみ）他
料金［一般］おとな4,500円、4歳〜高校生2,250円、

U24 2,250円
（要事前登録）／ アーツ おとな4,300円
［2公演セット券］おとな8,000円、4歳〜高校生4,000円（世田谷パブリック
シアターチケットセンター／オンラインチケットにて前売のみ取扱）※高校生以下
当日要証明書提示 ※4歳未満もお席が必要な場合はチケットをお求めください
会場 世田谷パブリックシアター（太子堂4-1-1）

※詳細はhttps://setagaya-pt.jp/performances/201808jazzforkids.html
問合せ・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

（PC・スマホ）https://setagaya-pt.jp/ （携帯）https://setagaya-pt.jp/m/

8/24（金）19:00

昭和女子大学人見記念講堂
指定

清塚信也 presents
TBS系ドラマ『コウノドリ』コンサート

MAP ❶
●

ドラマ「コウノドリ」のピアノテーマをはじめ、劇中曲を清塚信也プ
ロデュースにより再現し、ドラマ「コウノドリ」を音楽を通して振り
返ります。

8/28（火）18:30

オーキッド ミュージック サロン

吉田 南 ヴァイオリン・リサイタル

会場

昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）
問合せ

出演 吉田 南
（ヴァイオリン）
、諸田由里子
（ピアノ）
曲目 ヨアヒム：ロマンス 作品2-1、ベートー

問合せ・チケット申込み

キョードー東京 0570-550-799

サウンド ＆ ミュージック クリエーション
5797-5415
チケット申込み チケットぴあ

チケット申込み

キョードー東京、チケットぴあ、イープラス、
ローソンチケット、CNプレイガイド
清塚信也

自由

MAP ❹
●

2015年シベリウス国際コンクール、2016年モントリオール国際音楽
コンクール最年少入賞者による珠玉の名曲集。

ヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第8番 作品
30-3、ヴィエニャフスキ：スケルツォ・タラン
テラ 作品16 他
料金 一般3,000円 学生2,000円
会場 オーキッド ミュージック サロン
（玉川2-2-1 二子玉川ライズ バーズモールB1）

出演 清塚信也（ピアノ） 他
料金 6,800円 ※3歳以下入場不可
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撮影：牧野智晃

8/30（木）19:00

オーキッド ミュージック サロン
自由

清水和音プロデュース コンサート vol.2

MAP ❹
●

世田谷区民会館
指定｜車いす

宮川彬良のせたがや音楽研究所#10

MAP ❷
●

〜これが俺のノスタルジー〜

巨匠と新進演奏家による名曲サロン・コンサート。

こども目線で思い出そう、まちのやさしさ、おもしろさを！ 合唱曲の
どこかに “ノスタルジー（郷愁）” を感じたこと、ありませんか。アキラ
所長と一緒に合唱曲を楽しみましょう！

出演 清水和音（ピアノ）、

藤江扶紀（ヴァイオリン）、森田啓佑（チェロ）
曲目 シューベルト：ヴァイオリンとピアノ

のためのソナチネ 第1番 ニ長調 D.384、
アルペジョーネ・ソナタ イ短調 D.821、
ピアノ三重奏曲 第１番 変ロ長調 D.898
料金 一般4,000円 学生2,500円
会場 オーキッド ミュージック サロン
（玉川2-2-1 二子玉川ライズ バーズモールB1）

出演 宮川彬良（作曲家・舞台音楽家） 他
料金 一般3,000円／ アーツ 2,800円

小・中学生 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（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

サウンド ＆ ミュージック クリエーション
5797-5415
チケット申込み チケットぴあ

9/30（日）16:30

9/15（土）17:00

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（10:00~19:00）

昭和女子大学人見記念講堂
指定

稲垣潤一 コンサート 2018

MAP ❶
●

和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤一。
昨年デビュー35周年を迎え、輝き続けるレイニーボイスで大人のラブ・
ソングをお届けします。
出演 稲垣潤一
料金 6,500円 ※未就学児入場不可
会場

9/30（日）18:00

©PACO

宮川彬良

キュルチュール・インターナショナル・クラブ
指定

バロック・ランデブー
リコーダーデュオの愉しみ

MAP ❺
●

上野毛にある一軒家の語学学校で、サロン形式のバロック・コンサー
トを開催致します。コンサート後はワインや特製ディナーを演奏家と
ともに囲みます。秋の夜長にリラックスしたひと時をお楽しみ下さい。
出演 森吉京子（リコーダー）
、中村友美（リコーダー）
料金 4,000円〈コンサート＋

昭和女子大学人見記念講堂
（太子堂1-7-57）

演奏家を囲んでのディナー〉
※ご希望であれば、フランス語
会話専用テーブルもございます
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

問合せ

キョードー東京 0570-550-799
チケット申込み

キョードー東京、チケットぴあ、
ローソンチケット、イープラス
稲垣潤一

（水-日 9:30 〜18:30 /月・火休）

9/30（日）14:00
せたがやジュニアオーケストラ オータムコンサート

世田谷区民会館
指定｜車いす

MAP ❷
●

森吉京子

中村友美

とってもお得！

せたがやアーツカード

昨年に引き続き、阿部未来さんを指揮者にお招きし、新たなメンバーで今年の秋を彩ります。
楽器体験やスペシャルシートなど、大好評企画も♪ どうぞお楽しみに！
出演 阿部未来
（指揮）
、せたがやジュニアオーケストラ
曲目 ドヴォルザーク：
「スラブ舞曲」
より 抜粋、

モーツァルト：3つのドイツ舞曲 K.605「そりすべり」 他
料金 500円
※未就学児入場可（0 〜 2歳児のみひざ上無料）
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
（10:00~19:00）
5432-1515
チケット発売開始 7/2（月）

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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