
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
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ページ参照

※日付横の時間は開演時間です。 ※「MAP」番号は17ページの地図を参照ください。
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8/17（土）15:00 日野皓正 Quintet Live  ・ 18（日）14:00  Dream Jazz Band 15th Anniversary Concert 世田谷パブリックシアター

せたがやこどもプロジェクト2019《ステージ編》
日野皓正 presents “Jazz for Kids”
世界的ジャズ・トランペッター日野皓正と、世田谷区の中学生によるビッグ
バンド「Dream Jazz Band」が迫力のジャズコンサートを開催いたします。

出演 日野皓正、Dream Jazz Band（18日のみ） 他
料金 ［一般］ おとな4,500円、4歳～高校生・U24 2,250円（当日要証明書提示、
U24要事前登録）

［2公演セット券］ おとな8,000円、4歳～高校生・U24 4,000円（世田谷パブリック
シアターチケットセンター、世田谷パブリックシアターオンラインチケットにて前売のみ取扱、
当日要証明書提示、U24要事前登録）／ アーツ  おとな4,300円
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/201908jazzforkids.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（10:00~19:00）
https://setagaya-pt.jp/

指定｜車いす｜親子 MAP ●●❸

Negicco「世田谷コンサート 第２幕」

出演 Negicco　バンドメンバー：sugarbeans(Key)、末永華子(Key)、
設楽博臣(G)、千ヶ崎学(B / KIRINJI)、岡本啓佑(Dr/黒猫チェルシー )
料金 一般6,800円　女性エリア6,800円　
親子エリア（2F）12,000円 ※中学生以下１名＋大人１名の2枚セット
※4歳未満ひざ上のみ無料　
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ 
SOGO TOKYO 3405-9999 
http://sogotokyo.com/
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、
SOGO TOKYOオンラインチケット

指定｜車いす

指定｜車いす

MAP ●❶

MAP ●❶

7/28（日） 17:00 世田谷区民会館               

8/12（月・休）16:00 世田谷区民会館

8/8（木）10:30 北沢タウンホール

～ 2020カウントダウンコンサート～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
せたがや和の音楽祭
東京2020応援プログラムとして、世田谷区の子どもたちとアーティストが日本の伝統文化に挑みます。
世田谷から世界へ向けて日本文化の魅力を発信します！

出演 林 英哲、英哲風雲の会、Setagaya太鼓塾　他
曲目 林 英哲 作調／宮川彬良 ブラスパート作曲：千の海響　他
料金 無料（全席指定・要事前申込）　※3歳以下入場不可
※入場にはチケットが必要です　※１回の申込みにつき4枚まで
※チケットセンター窓口以外での発券は発券手数料108円／枚が必要です
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  
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）　
チケット申込開始 7/7(日）

新感覚！ 親子で楽しむサマーコンサート
３歳から小学生までの親子を対象にクラシックの名曲や童謡、
ポップスなどを取り入れた新感覚の参加型コンサート。コミカ
ルな音楽劇や楽器体験コーナーもある盛りだくさんな内容です。

（約１時間）

出演 ムジカトウキョウ・サロンオーケストラ
料金 前売／大人1,500円  ３歳～小学生800円
 　　当日／大人1,800円  ３歳～小学生1,000円
会場 北沢タウンホール

（北沢2-8-18 2階）
問合せ・チケット申込み
北沢タウンホール２階事務室
5478-8006 

自由｜車いす｜親子 MAP ●❷

英哲風雲の会

Negicco ムジカトウキョウ・サロンオーケストラ
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9/14（土）17:00 世田谷区民会館

宮川彬良のせたがや音楽研究所#11　　　
～せたがや音楽研究所的“かなり大胆な”音楽史～
せたおん独自の音楽バラエティ・コンサートの第11弾！ 
音楽史の認識を新たにするような大発見をお楽しみください！ 

出演 宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、茂木健一郎（脳科学者）、
ダイナマイトしゃかりきサ～カス、VOJA-tension　他
料金 一般3,000円／ アーツ  2,800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  
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 ●●❶

8/17（土）14:00 下北沢SHELTER・下北沢MOSAiC・下北沢RéG・下北沢ERA・下北沢CLUB251

KITAZAWA TYPHOON 2019
下北沢のサーキットイベント「キタザワタイフーン」が3年ぶりに開催！！
ライブハウスを根城に、夜な夜な盛り上げてくれているバンド、期待のニューカマーが大集結！

出演 ank、BAN'S ENCOUNTER、Cloque.、EVERLONG
FOUR GET ME A NOTS、GIZMO、Jacob Jr.、LINK、街人
Mr.ふぉるて、Mrs.WiENER、NO BRIGHT GIRL、Not So Hard Work 
OCEANS、Organic Call、999999999、QUICKDEAD
STRIKE AGAIN、シロとクロ、The Chorizo Vibes、THE SIXTH LIE
TNX、突然少年
料金 一般 2,300円　高校生以下1,800円　※2ドリンク別途1,200円
※チケット予約制限:お1人様4枚まで   ※6歳以上有料／6歳未満入場不可 
※高校生以下チケットはリストバンド交換時、身分証明書提示
会場 下北沢SHELTER /下北沢MOSAiC /下北沢RéG /下北沢ERA /下北沢CLUB251
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

9/16（月・祝）14:00 世田谷区民会館

世田谷区民合唱団 第29回定期演奏会
安らぎの天上界と迷いの人間界を問うブラームスの歌曲、心の奥に息づく日本の歌。
今年は原点に立ち返り気持ち新たに聴かせます。

出演 坂本秀明（音楽監督・指揮）、杉山範雄（指揮）、松田琴子（ピアノ）、世田谷区民合唱団
曲目 高田三郎：混声合唱組曲「心の四季」、Ｊ.ブラームス：「運命の歌」
源田俊一郎編曲：混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」
料金 前売800円／当日950円　※未就学児入場可 （無料） 
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ 世田谷区民合唱団事務局 3429-0903  
https://setagayakuminnchorus.web.fc2.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）
区政情報センター（世田谷区民会館1F）
北沢、玉川各総合支所区政情報センター
烏山区民センター
チケット発売開始 7/20(土）

自由｜車いす

8/17（土）13:00 成城ホール

踊ろう！ 唄おう！「童謡101年 未来に向けて」
未来に繋いでいきたい童謡の輪！眞理ヨシコさん（初代歌のお姉さ
ん）や田中琴乃さん（元新体操日本代表選手）ほか出演者と遊ぼう・
踊ろう・じっくり聴こう・唄おうと童謡の魅力いっぱいでお届けする
コンサート。世代を超えてお楽しみいただけます。

出演 眞理ヨシコ（初代歌のお姉さん）
田中琴乃（元新体操日本代表選手）　他
料金 無料　※要事前申込
会場 
成城ホール（成城6-2-1）
問合せ・申込み 
成城ホール１階事務室
3482-1313

指定｜車いす

MAP ●●❶

MAP ●❾

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/

自由 MAP ●❹～●❽

眞理ヨシコ 宮川彬良

第28回定期演奏会・創立30周年記念コンサート

©PACO

©フォトライフ
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10/20（日）14:00 昭和女子大学人見記念講堂

世田谷フィル 第54回定期演奏会　　　　　　
音楽監督、新通英洋さんの指揮で、ドヴォルザークの作品を3曲採り上
げます。まず、序曲「自然の中で」。次に名作のチェロ協奏曲。そして最後
は交響曲第8番です。

出演 新通英洋（指揮）、宮澤 等（チェロ）
曲目 ドヴォルザーク：序曲「自然の中で」、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第8番
料金 1,500円
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 8月下旬予定

自由｜車いす MAP ●⓫指定｜車いす MAP ●❾
10/14（月・祝）15:00 成城ホール

室内楽シリーズ　　　　　　　　　　　　
竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル
“世界のKYOKO TAKEZAWA”として国際的スターダムを不動なものとし
ている竹澤恭子。その実力を成城ホールで堪能できる、またとない機会！

出演 竹澤恭子（ヴァイオリン）、エドアルド・ストラッビオーリ（ピアノ）
曲目 R.シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ短調op.121
E.グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第2番ト長調op.13　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）  
チケット発売開始 7/16(火）

竹澤恭子 ©松永 学

撮影：伊藤英司

NIGHT RANGER
待望の来日公演！ 1stアルバム『ドーン・パトロール』と2ndアルバム

『ミッドナイト・マッドネス』を完全再現し、さらにヒット曲を加えたプ
レミアム・ライブ！

出演 NIGHT RANGER
料金 
S 9,500円　A 8,500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
ウドー音楽事務所 
3402-5999

指定｜車いす MAP ●⓫
10/7（月）・8（火）各日19:00 昭和女子大学人見記念講堂 10/13（日）14:00 世田谷区民会館

せたがやジュニアオーケストラ 　　　　　
オータムコンサート
今年は設立10年目。今回は、どこかで聴いたことのあるメロディがた
くさん出てきますのでお楽しみに♪ お客さまもオーケストラの一員にな
れるスペシャルシート、そして終演後には楽器体験も予定しています。

出演 鈴木 衛（指揮者）、せたがやジュニアオーケストラ
曲目 ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」第2楽章、第4楽章　他
料金 500円　※3歳以上入場可（2歳以下託児スペース有・要予約）
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  
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｜親子 MAP ●❶

9/27（金）13:00 成城ホール

歌って健康「歌声コンサート」
主役はお客様！思い出の唱歌・民謡・歌謡曲など、世代をこえて一
度は口ずさんだことのある楽曲を、プロの生演奏をバックに楽しく元
気に、思いっきり歌える参加型コンサート。

出演 杉山公章
料金 前売１５００円　当日２０００円
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ 
成城ホール１階事務室
3482-1313
チケット申込み 
成城ホール１階事務室
北沢タウンホール２階事務室

自由｜車いす
9/29（日）18:00 キュルチュール・インターナショナル・クラブ

バロック・ランデブー　　　　　　　　　　
バロック・チェロコンサート
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 髙橋弘治（バロック・チェロ）
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）

指定MAP ●❾ MAP ●❿

髙橋弘治

NIGHT RANGER


