
11/22（金）18:00 世田谷区民会館

サムライ・ロック・オーケストラ　　　　　　
アメージング浦島太郎 世田谷公演
誰もが知っている日本昔話、「浦島太郎」にSROオリジナルストーリーを
追加し、セリフのないアクロバットパフォーマンスで表現！ 音楽はすべて
オリジナルで、SRO Music crewが生演奏します。

出演 新田恵海（乙姫）、武（ドラム）
料金 大人7,500円　こども（小学生以下）5,000円　
※当日券は500円増　※未就学児ひざ上１名無料
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ SRO運営事務局 5738-5438
（平日11:00～18:00/土日祝休）
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

指定｜親子 MAP ●●❽

11/30（土）15:00 世田谷区民会館

Let's Sing ゴスペル！2019コンサート
with ワークショップクワイア
ワークショップで学んだクワイア（合唱団）の成果発表や、講師の方々のスペシャルステージなど、ゴ
スペルハーモニーの美しさや楽しさがホールいっぱいに響き渡ります。

出演 のはらヒロコ、塚本崇瀬、蔵本順、石森扶美子、
Let's Sing ゴスペル！ワークショップクワイア　他
曲目 We shall overcome、Oh happy day　他
料金 前売1,500円／当日1,800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）

11/20（水）・2/28（金）13:00 成城ホール

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1,500円／当日2,000円
会場 
成城ホール（成城6-2-1）
問合せ・申込み
成城ホール事務室
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
（窓口販売）

指定｜車いす MAP ●❼

MAP ●❽

メロディ・イン・ザ・スカイサロン Vol.8
田才靖子　歌と物語の会
魅力的なロケーションを備えたスカイサロンにおいて、幅広いジャン
ルに亘り、様々な楽器などを使って演ずるコンサートシリーズ。今回
は、歌と講談コラボをお楽しみください。

出演 田才靖子、田辺鶴遊
料金 3,500円 （事前予約制）　
※お電話・窓口にて予約
会場 
北沢タウンホール 
12階スカイサロン
（北沢2-8-18 12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 MAP ●❶
11/10（日） 14:00 北沢タウンホール               11/17（日）12:00 下北沢のライブハウス

SHIMOKITAZAWA SNAZZY TUNES 2019

出演 FABLED NUMBER/POT/THREE LIGHTS DOWN KINGS/KOKI 
The 3 minutes/PAN/FILTER/Pulse Factory/VOI SQUARE CAT
バンドごっこ/aint/JAWEYE/LAZYgunsBRISKY/MINAMI NiNE/No Way Plan
NoisyCell/postman/QoN/Slimcat/.(dot)any/アイスクリームネバーグラウンド
神はサイコロを振らない/マッシュとアネモネ/ and more
料金 前売／一般3,500円  高校生以下2,900円　※ドリンク代別
会場 下北沢WAVER/下北沢 近松/下北沢LIVE HOUSE MOSAiC
下北沢SHELTER/下北沢ReG
問合せ HOT STUFF PROMOTION 
5720-9999 https://www.red-hot.ne.jp/
※最新情報はhttp://snazzy.biz/にて
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
※未就学児入場不可 
※高校生以下：当日身分証提示必要

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/

©武藤奈緒美

田才靖子

自由 MAP ●❷～●❻

自由｜車いす

公演情報 ※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。

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）　 ※8ページ参照
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1/23（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・ホール
（北沢2-8-18 2階）
問合せ
北沢タウンホール２階事務室
5478-8006 
チケット申込み
北沢タウンホール２階事務室・
成城ホール１階（窓口販売）
チケットぴあ

自由｜車いす MAP ●●❶

11/30（土）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 & ボジョレー・ヌーボー
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。今回はスペシャル企画。お祭りにふさわしい楽しい
曲を演奏予定です。ボジョレー・ヌーボー片手にお楽しみください。 

出演 森川郁子（ソプラノ）、佐藤亜紀子（リュート）
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

12/28（土）17:30 下北沢GARDEN

元・少年少女合唱団　　　　　　　　　　　
第一回不定期演奏会  ーこの地球のどこかでー
中村 中を中心に結成した元・少年少女合唱団の第一回公演が決定！

出演 安里麻紀、KWANI（ダイナマイトしゃかりきサ～カス）、Kayo、花れん
しょったん（夕食ホット）、ソワレ、たろう（ダイナマイトしゃかりきサ～カス）
多田香織（劇団KAKUTA）、登坂亮太、冨塚大地（BOYS END SWING GIRL）
中村 中、西ノ園達大、保刈あかね、細村雄志、まきちゃんぐ、真弓 瞬
矢野まき、ゆうき（ダイナマイトしゃかりきサ～カス）、横沢ローラ、吉村勇一
（サーカス）、吉田紗也美（劇団KAKUTA）、and more　
伴奏：杉浦秀明
料金 5,200円　※整理番号付　※入場時別途ドリンク代必要
会場 下北沢GARDEN（北沢2-4-5 mosiaB1F）
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、イープラス

自由
1/19（日）16:30 世田谷パブリックシアター

古武道新年会 Vol.6 ～初春の狂
ラプソディー

詩曲～
2014年以来、人気を博しているコンサートが今年も！
“KOBUDO-古武道-”が、多彩なゲストと共に演奏をお届けします。

出演 古川展生（チェロ）、妹尾 武（ピアノ）、藤原道山（尺八）
ゲスト 佐藤和哉（篠笛奏者）、風雅竹韻（尺八アンサンブル）
料金 一般7,200円　高校生以下2,000円
アーツ  7,000円（前売のみ）
※高校生以下は当日要証明書提示
※未就学児入場不可
会場 
世田谷パブリックシアター（太子堂4-1-1）
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

2/2（日）17:00 昭和女子大学人見記念講堂

FlowBack LIVE TOUR 2019-2020 "Connect"
新企画「Connect」=「つなぐ」。
FlowBackの次なるあらたなステージに繋がるべくConnectする
対バンツアー！

出演 FlowBack
料金 5,000円　※3歳以上有料、3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、
LINE TICKET

指定｜車いす

12/19（木）11:00 成城ホール

0歳からの親子で楽しむクリスマスコンサート
クラシックの名曲から、ポップスや童謡も取り入れた0歳～未就学
児のお子様が楽しめる親子コンサートです。ベビーカーのままでコ
ンサートに参加できます！

出演 ムジカトウキョウ
料金 親子券 未定　大人 未定　小人 未定
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ
成城ホール事務室
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
（窓口販売）
チケットぴあ

自由｜車いす｜親子

MAP ●10 MAP ●11

MAP ●12

MAP ●❼

古武道

FlowBack
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3/1（日）13:30 世田谷区民会館

世田谷区民吹奏楽団　第26回定期演奏会　　
「時代」-新たなる幕開け-
昭和、平成、令和の吹奏楽コンクール課題曲で「時代」を辿るほか、
どの世代も楽しめるブラスサウンドをお届けします。

曲目 交響曲第5番「革命」より第4楽章
ミュージカル「キャッツ」メドレー、アルヴァマー序曲　他
料金 前売500円／当日800円 ※小学生以下無料 
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
（12/15から。8:00～21:00年中無休）  
楽団ホームページ http://scwo.tokyo
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 2/1（土）

自由｜車いす MAP ●●●❽指定｜車いす MAP ●12
2/23（日・祝）14:00 昭和女子大学人見記念講堂

せたがや名曲コンサート　　　　　　　　
ベートーヴェン「交響曲第9番」
故芥川也寸志氏の呼びかけで結成された2つの区民団体が、1989
年から毎年開催している演奏会です。ベートーヴェン生誕250年を記
念するプログラムでお届けします。

出演 石川星太郎（指揮）
世田谷フィルハーモニー管弦楽団
世田谷区民合唱団　他
曲目 ベートーヴェン：序曲コリオラン、交響曲第9番ニ短調
料金 一般 S2,500円　A1,000円／アーツ  S2,000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 （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 11/25（月）

パスピエ

2/16（日）18:00 昭和女子大学人見記念講堂

パスピエ　　　　　　　　　　　　　　
十周年特別記念公演 “E

いわい

YE”
これまでに作り上げた楽曲をこの日だけの特別セットで表現。
今まで見たことのないパスピエを。

出演 パスピエ
料金 5,000円　※未就学児入場不可　※小学生以上チケット必要
会場 昭和女子大学人見記念講堂（太子堂1-7-57）
問合せ 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
チケット発売開始 11/9（土） 10:00~

指定 MAP ●12

2/11（火・祝）14:00 成城ホール

～音楽は自由をめざす Vol.6～　艶歌と艶話
政治風刺の歌から、悲恋・心中の人情を歌う遊芸となった「艶歌」。そして、男女の色事に関する落語「艶話」。
これらが禁止される時代の中でも大衆に広まっていった魅力をお届けします。

出演 杜このみ（演歌歌手）、中澤卓也（演歌歌手）、瀧川鯉斗（落語家）、三遊亭わん丈（落語家）
曲目 天城越え（予定）　他
演目 紙入れ（予定）　他
料金 一般2,000円／ アーツ  1,500円（前売のみ）
※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 一般社団法人Network of Music & Art 
Setagaya（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 11/6（水）

指定｜車いす MAP ●●❼

三遊亭わん丈瀧川鯉斗中澤卓也杜このみ

第8回せたがやバンドバトル決勝大会
音源審査やライブハウス予選を突破したバンドがくり広げる、せたがや
バンドバトル決勝大会。年々ヒートアップする熱い戦い、今回も乞う
ご期待！

出演 予選通過の10団体
料金 前売800円／当日990円　※3歳以上要チケット
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）
チケット発売開始 12/10（火）

自由｜車いす MAP ●❽
2/16（日）15:00 世田谷区民会館

©中西多恵子


