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　　　 …「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ページ参照
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4/21（日）15:30 成城ホール

 岡田知之パーカッションアンサンブル　　　　　　　　　　　　　　　
～知られざる打楽器のルーツとリズム～
日本を代表する打楽器奏者 岡田知之が率いる打楽器アンサンブルのパイオニア登場！ 
様々に趣向を凝らした曲目をお楽しみに。

音楽監督 岡田知之　出演 岡田知之パーカッションアンサンブル　曲目 鼓、テーブル・ミュージック、三宅  他
料金 一般2,000円　中学生以下1,200円（当日要証明書提示）／ アーツ  1,800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  https://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）
こども向け企画！  岡田知之パーカッションアンサンブル　
～こどもからおとなまで、楽しい打楽器の世界～
日時 4/21（日）11:00～12:00（休憩なし）　曲目 ディズニー・メドレー、剣の舞、熊蜂の飛行、ジブリ・メドレー　他
料金 一般1,000円、3歳～中学生500円（当日要証明書提示）　※2歳以下入場不可
※託児サービス有〈イベント託児・マザーズ〉　4/14（日）17:00までに要予約（TEL.0120-788-222／平日10:00～12:00/13:00～17:00）
0～1歳児2,000円　2歳児以上1,000円

指定｜車いす

4/19（金）18:30 昭和女子大学人見記念講堂4/11（木）～21（日） シアタートラム

The Cinematic Orchestra 
12年振りの最新アルバム「TO BELIEVE」を引っさげて、単独公演
としては2008年以来11年振りの待望の来日公演が決定!

出演 The Cinematic Orchestra、原 摩利彦（Support act）
料金 S席8000円　A席7500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 
BEATINK 5768-1277
HOT STUFF PROMOTION 
5720-9999 
チケット申込み 
チケットぴあ、イープラス
ローソンチケット
楽天チケット、LINE TICKET
iFLYER

いつか～ one fine day
conSept初のオリジナルミュージカル！

日時 4/11(木)・12(金)・16(火)・18(木)・19(金)＝19:00
13(土)・20(土)＝13:00/17:30　14(日)・21(日)＝12:00/16:30
17(水)＝14:00/19:00　15(月) 休演
出演 藤岡正明、皆本麻帆
佃井皆美、和田清香、荒田至法
入来茉里、小林タカ鹿、内海啓貴
料金 平日19時公演  7,500円　
　　 平日14時・土日公演  8,500円
会場 シアタートラム（太子堂4-1-1）
問合せ info@consept-s.com
チケット申込み https://consept.shop
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） 
hp https://www.consept-s.com/itsuka

指定｜車いす指定｜車いす MAP ●2

MAP ●●3

MAP ●●1

The Cinematic Orchestra

MAP ●4
5/11（土）13:00・12（日）10:00 松本記念音楽迎賓館

チェンバロの日！ 2019
チェンバロを愛する人々が大集合するイベントです。
鍵盤楽器の発展と共にあった「いろいろな調律」をテーマに、
レクチャーやコンサートが開かれます。
お子様も楽しく参加できるペーパークラフト、グッズ販売コーナーもあり、
好奇心と探求心をくすぐる企画満載！
詳しくは協会ホームページ https://japanharpsichordsociety.jimdo.com/ をご覧ください。

出演 家喜美子・辰巳美納子（チェンバロ）、久保田慶一（音楽学）、加屋野木山（楽器製作家）　他
料金 一般4,000円　高・大学生2,000円 ※要学生証提示　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

  

自由



SURFACE（左右）、武部聡志（中）

公演情報
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6/1（土）14:00 北沢タウンホール

グローイングアップコンサート　　　　　　
「坂口昌優ヴァイオリン・コンサート」
次代をリードする若手演奏家が、下北沢をステップに大きく飛躍すること
を目指して開催するシリーズ。第２回は、オーケストラ・アンサンブル金沢、
東京フィルハーモニー交響楽団などと共演を重ね、いっそうの活躍が期
待される坂口昌優が、優雅で華麗なヴァイオリンの世界を構築します。

出演 坂口昌優（ヴァイオリン）
小澤佳永（ピアノ）
料金 前売/大人2,300円
              小・中学生1,000円
      当日/大人2,500円
             小・中学生1,000円
会場 北沢タウンホール
（北沢2-8-18 2階）
問合せ・申込み 北沢タウンホール２階事務室 5478-8006

指定｜車いす MAP ●5

6/1（土）15:00 成城ホール

シリーズ 和
わ

・華
はな

・調
しらべ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第2回「地歌・箏曲・京舞    富山清琴の世界」
関西で伝承されてきた三味線の弾き歌い音楽、地歌。京都のお座敷に代表されるしっとり、はんな
りとした調べを、 伝統を守り伝える富山清琴（人間国宝）の情感あふれる音色でお送りします。

出演 富山清琴（歌・三絃・箏）、富山清仁（歌・三絃・箏）、井上安寿子（舞）、小島美子（お話）
曲目 寛

かんかついっきゅう

濶一休、春
しゅんのうでん

鶯囀、八
や し ま

島　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  
https://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 MAP ●●3

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！
いろんなうたやおはなしをマリンバの演奏にのせてお届けします。
さぁ、みんなで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 西山琴恵（ナビゲーター＆うた）、横田大司（マリンバ演奏）
料金 無料　※①11:00～は2、3歳児向き、 
②14:00～は4、5歳児向きの内容ですが、 
どなたでもご覧いただけます。
会場 北沢タウンホール（北沢2-8-18 2階）
問合せ
 （公財）せたがや文化財団 音楽事業部 
5432-1535  
https://www.setagayamusic-pd.com/

自由｜車いす｜親子

指定

MAP ●5

MAP ●6

5/18（土） ①11:00 / ②14:00 北沢タウンホール               

5/26（日）18:00 キュルチュール・インターナショナル・クラブ

5/25（土）17:30 昭和女子大学人見記念講堂

バロック・ランデブー　　　　　　　　　　
リコーダーデュオ
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。

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＋
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
（水-日 9:30～18:30 /月・火休）

SURFACE×武部聡志　　　　　　　
Special Collaboration LIVE「SAIKAI II」
「SAIKAI」から10年。あのスペシャルなライブが再び！！

出演  SURFACE、武部聡志
料金 8,888円　学割チケット4,000円 ※小学生、中学生、高校生、大学
生、専門学校生対象  ※当日要写真入り証明書提示  ※３歳以上有料
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、イープラス
ローソンチケット
チケット一般発売開始 
3/30（土）10:00~

指定｜車いす MAP ●2

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
https://www.setagaya-bunka.jp/
artscard/

中村友美

井上安寿子

小澤佳永

森吉京子

富山清琴

坂口昌優



及川光博

indigo la End

チャラン・ポ・ランタン
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6/8（土）13:30 世田谷区民会館

第2回 避難訓練プラスコンサート　　　　
劇場テロを想定した避難訓練を行います。いざというときの心構えと、
どんな行動をすればいいのか体験してみてください。訓練後は警視庁
音楽隊の演奏をお楽しみください。警察による実演もあります。（予定）

出演 警視庁音楽隊、警視庁音楽隊カラーガード 
料金 無料　※要事前申し込み
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ・申込み
世田谷区民会館 
5432-2837

指定｜車いす MAP ●7

6/15（土）14:00 北沢タウンホール

外山喜雄とデキシーセインツ　　　　　　　
～サッチモとディズニー  楽しいデキシーランド・
ジャズの世界～
日本人で初めて「スピリット・オブ・サッ
チモ・アワード」生涯功労賞を受賞し
た、外山喜雄が送る、ルイ・アームス
トロングの世界。デキシーランド・ジャ
ズとディズニーの名曲をお届けします。

出演 外山喜雄とデキシーセインツ
曲目 ハロードーリー、リパブリック讃歌、聖者の行進、ディズニーメドレー  他
料金 一般2,500円／ アーツ  2,000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 2階）
問合せ  せたがや音楽プロジェクト事務局 6804-9710
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 4/10（水）

指定｜車いす

6/20（木）13:00 北沢タウンホール

歌って健康「歌声コンサート」
ピアノやギターなどの生演奏とともに、参加者全員で童謡や懐かしの
名曲を歌う“参加型”コンサート。巨大スクリーンに歌詞を写し、読み
やすく、誰もが参加しやすいコンサートです。

出演 杉山公章
料金 前売1,500円／当日2,000円
会場 北沢タウンホール（北沢2-8-18 2階）
問合せ・申込み
北沢タウンホール２階事務室
5478-8006
チケット発売開始 
北沢タウンホール２階事務室　
4/13（土）10:00～
成城ホール１階事務室
5/2（木）10:00～

指定｜車いす

6/1（土）18:00・2（日）16:00 昭和女子大学人見記念講堂

及川光博ワンマンショーツアー2019　　　　
「PURPLE DIAMOND」
今年もワンマンショーツアー開催決定！

出演 及川光博
料金 8,200円　
ゴーゴー！シート 5,500円 
サイコー！列シート 3,000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 DISK GARAGE 
050-5533-0888（平日12:00～19:00）
チケット申込み 
チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット
チケット一般発売開始 4/26（金）12:00~

指定｜車いす

6/16（日）18:00 昭和女子大学人見記念講堂

indigo la End　　　　　　　　　　
ONEMAN TOUR 2019「街路樹にて」
歌とギターのツインメロディとそれを支えるリズム隊、それらが絶妙
なバランスで重なり合う、indigo la Endライブツアー。

出演 indigo la End
料金 5,400円 ※小学生以上有料　※未就学児ひざ上無料
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、イープラス
ローソンチケット
チケット一般発売開始 
5/18（土）10:00~

指定｜車いす

7/7（日）17:30 昭和女子大学人見記念講堂

チャラン・ポ・ランタン　　　　　　　　　
2019ツアー追加公演「脱走の果て」
結成10周年を迎えるチャラン・ポ・ランタンの追加公演が決定。

出演 チャラン・ポ・ランタン
料金 4,800円 ※4歳未満入場不可
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）
問合せ 
HOT STUFF PROMOTION
5720-9999
https://www.red-hot.ne.jp/
チケット申込み 
チケットぴあ、イープラス
ローソンチケット
チケット一般発売開始 
4/21（日）10:00~

指定｜車いす

MAP ●5

MAP ●5

MAP ●2

MAP ●2

MAP ●2


