
3/28（土）15:00� 世田谷区民会館

せたがやジュニアオーケストラ（SJO）　　　　
第10回定期演奏会
第1回定期で演奏した『新世界より』に再挑戦。さらに、音楽監督 
池辺晋一郎によるSJOのための新作『星をかぞえる』を初演します！

出演 円光寺雅彦（指揮）、せたがやジュニアオーケストラ
曲目 池辺晋一郎：星をかぞえる〈委嘱作品・世界初演〉、チャイコフスキー：
スラヴ行進曲、ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」　
料金 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  
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�●●●❹
4/5（日）14:00� 松本記念音楽迎賓館

高橋薫子＆立花敏弘　　　　　　　　　　
「名曲の森��vol.2」

神様からの贈り物　桜と魅せる名歌手の饗宴 

出演 高橋薫子（ソプラノ）、立花敏弘（バリトン）　
村沢裕子（ピアノ）
料金 前売4,000円／当日4,500円
※チケットは発行せず、ご予約いただいた
方は当日受付精算となります。
会場 松本記念音楽迎賓館

（岡本2-32-15）
問合せ・申込み 
松本記念音楽迎賓館 3709-5951
takashi_yokota@post.pioneer.co.jp

指定 MAP�●●❺

3/27（金）14:00� 成城ホール���������������

音大生が贈る満開の「桜コンサート」
現役の音大生が贈るコンサート!! マリンバをはじめとする木の音色で爽
やかな春のひと時を・・・“こころ”染み入る桜の楽曲あり、人気ドラマ主
題曲あり、パーカッションでリズミカルに、皆様と一緒に盛り上がります！

出演 桐朋学園大学在学生（マリンバ＆パー
カッション、クラリネット、コントラバス、ピアノ）
料金 親子ペア券2,000円　大人1,500円

（高校生以上）　子ども800円（4歳以上）
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ 
音楽工房アトリエMINS 042-798-1728
成城ホール事務室 3482-1313
チケット申込み 成城ホール事務室
北沢タウンホール2階事務室
世田谷区民会館、イープラス

自由｜車いす
3/25（水）19:00� 世田谷パブリックシアター

マイ・ラスト・ソング　　　　　　　　　　　
〜久世さんが残してくれた歌〜「懐かしの水曜劇場編」
死の間際に、一曲だけ聴くことができるとしたら、あなたはどんな歌
を選ぶだろうか。

出演 浜田真理子（唄・ピアノ）、小泉今日子（朗読）
料金 一般5,800円　U-22 3,000円（当日指
定引換券/枚数限定/要身分確認証明書提示）
会場 世田谷パブリックシアター（太子堂4-1-1）
問合せ 
株式会社明後日 6412-7205（平日11:00-18:00）
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）
東京音協 http://t-onkyo.co.jp
チケットぴあ

指定｜車いす MAP�●❸MAP�●❷

Music�Springs 〜第12回「CDショップ大賞」授賞式�&�ライブ
初の試みである、総合型音楽イベント「Music Springs」を下北沢で開催することとなりました。

「Music Springs」は音楽を軸にライブ、ワークショップやトークイベント、スタンプラリー（3/1～3/15）、アート展示、映画上映などを通し
音楽を大好きな人たちが、世代に関係なく集まれるイベントです。
また今回で12回目となる『CDショップ大賞』授賞式も3/12（木）に行われます。
それぞれのイベントの参加方法についてはMusic Springsホームページからお問い合わせください。

出演 非公開　
料金 無料 ＆  一部有料
会場 北沢タウンホール （北沢2-8-18）、Flowers Loft、本屋B&B
＊詳細は下記のHPをご覧ください。
◎「CDショップ大賞」について
　全日本CDショップ店員組合HP： http://www.cdshop-kumiai.jp/
◎イベントについて
　Music Springs HP： http://www.musicsprings.jp 

3/9（月）・12（木）�� 北沢タウンホール��他

©鈴木義明

MAP�●●❶

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

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。
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5/30（土）15:00 成城ホール���������������

室内楽シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
須川展也サクソフォン・リサイタル—バッハ・シークェンス
クラシック・サクソフォンの第一人者的存在！  クラシカル・サックスの歴史そのものともいえる
パイオニアが開拓してきた圧倒的な演奏をご堪能ください。

出演 須川展也（サクソフォン）、小柳美奈子（ピアノ）
曲目 J.S.バッハ（須川展也編）：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ　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）

5/19（火）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
成城ホール事務室
北沢タウンホール２階事務室

指定｜車いす MAP�●●❸

5/15（金）19:00・16（土）16:00・17（日）16:00� サロン�テッセラ

「新しい耳」第26回テッセラ音楽祭
海外からも注目される個性派音楽祭　今年も魅力のラインナップ！

第1夜：梯 剛之ピアノ・ソロ　～ゴルトベルク変奏曲～
第2夜：工藤あかね（ソプラノ） & 廻 由美子（ピアノ） 
　　　 ～月に憑かれたピエロ～
第3夜：寺嶋陸也の耳 vol.６ ～ピアノ・ソロ～
料金 各夜5,000円　二夜券9,000円　
三夜通し券13,500円  ※学生半額（要学生証）
※ドリンク付き　※二夜券の場合、お好きな二夜
をお選びください。
会場 サロン テッセラ（太子堂4-22-6 4階）
問合せ 新しい耳公式サイト
https://www.atarashii-mimi.com/contac
オーパス・ワン 5577-2072
チケット申込み チケットぴあ、カンフェティ

自由 MAP�●●❼

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/

指定｜車いす MAP�●●❸

4/19（日）17:00 昭和女子大学人見記念講堂

SOLIDEMO�6th�Anniversary�Live
〜 Beautiful�Harmony 〜
SOLIDEMOメジャーデビュー6周年ライブ開催決定！

出演 SOLIDEMO
料金 ANNIVERSARY特典付きチケット18,000円　一般6,900円
※3歳以上有料　※3歳未満ひざ上のみ無料
会場 
昭和女子大学人見記念講堂

（太子堂1-7-57） 
問合せ 
サンライズプロモーション東京
0570-00-3337（平日12:00-18:00）
チケット申込み 
チケットぴあ、イープラス、
ローソン、LINEチケット

MAP�●❻��指定｜車いす

5/16（土）①11:00/②14:00� 北沢タウンホール���������������

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
会場 北沢タウンホール（北沢2-8-18 2階）
※公演詳細は4月以降にホームページを
ご覧ください
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/

MAP�●❶自由｜車いす｜親子

須川展也
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6/20（土）15:00� 成城ホール

シリーズ�和
わ

・華
はな

・調
しらべ

　　　　　　　　　　
第3回「静と動の響き�〜笛・琵琶〜」
繊細で表情豊かな音色をもつ笛・能管、盲僧によって語り継がれてきた
琵琶の豪壮な響きを第一級の演奏でお届けします。

出演 中川善雄（笛・能管）、北原香菜子（薩摩琵琶）　他
曲目 敦

あつもり

盛、月
げつりん

輪、本能寺、回
かいほう

峰、黎
れいめい

明
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 3/16（月）

指定｜車いす MAP�●●❸

〈東京2020��NIPPONフェスティバル共催プログラム〉
せたがやキックオフコンサート��〜和のこころ�Ring�of�Peace〜
いよいよ東京2020大会を目前に控え、
世田谷にゆかりのある様々なジャンルのアーティストたちが一堂に会する歓喜の音楽祭典！

出演 宮川彬良、林 英哲、英哲風雲の会、東儀秀樹、本條秀太郎
エリック・ミヤシロ、駒澤大学吹奏楽部、Setagaya太鼓塾、スペシャルゴスペルクワイア　他
料金 一般3,500円／ アーツ  3,000円　※３歳以上入場可
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 4/3（金）　
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自由｜車いす MAP�●❻
6/28（日）14:00� 昭和女子大学人見記念講堂

世田谷フィル第55回定期演奏会　
新音楽監督、黒岩英臣氏の指揮のもと、マーラーの最高傑作交響曲第
9番と、マーラーの敬愛するモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番。

出演 黒岩英臣（指揮）、小川恭子（ヴァイオリン）
曲目 モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番、マーラー：交響曲第9番
料金 一般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 4/28（火）

7/5（日）15:00� 昭和女子大学人見記念講堂
指定｜車いす MAP�●❻

6/6（土）15:00� 昭和女子大学人見記念講堂

フジコ・ヘミング�ピアノ�ソロ�コンサート

出演 フジコ・ヘミング
料金 Ｓ 10,000円 、 Ａ 8,500円 、 Ｂ 6,500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 
サンライズプロモーション東京
0570-00-3337

（平日12:00-18:00）
チケット申込み 
チケットぴあ、イープラス
ローソン
サンライズオンライン
http://sunrisetokyo.com

指定｜車いす
6/6（土）14:00� 北沢タウンホール

オールド・アメリカン・パブ・クラブ
アメリカン・パブ・クラブ。 ショータイムにはジャズ、ブルーグラス、
ジャパニーズ歌謡曲が流れます。ドリンクと音楽をお楽しみください。

出演 外山喜雄とデキシーセインツ、ザ・ブルーサイド・ロンサム、田才靖子
曲目 ハロードーリー、ワシントン広場の夜は更けて、ディズニーファンタジー
お祭りマンボ、上を向いて歩こう
料金 一般3,000円／ アーツ  2,700円　※ワンドリンク付　
※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

（株式会社アイラブ内）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 4/1（水）

指定｜車いす MAP�●●❻MAP�●●❶

公演情報公演情報

北原香菜子中川善雄 撮影：伊藤英司

©Fuzjko Hemming外山喜雄とデキシーセインツ


