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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
　　　 …「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）アーツ      

8/6（日）19:00� 世田谷区民会館

せたがやふるさと区民まつり�
奥�華子�ワンコインコンサート
聴いた瞬間から心に染み入るメロディと歌詞、まっすぐな歌声が老若男女問わ
ず幅広い世代の人々から支持を集めているシンガーソングライター　奥 華子。
“声だけで泣ける”と称される彼女の歌声をどうぞお楽しみください。

出演 奥 華子　料金 500円　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/

世田谷区制85周年�第40回せたがやふるさと区民まつり�概要
日程 8/5（土）・6（日）11:00～21:00
会場 世田谷区民会館・区役所中庭（世田谷4-21-27）、若林公園（若林4-34-2）
内容 ふるさと物産展、キャラクターショー、区民活動団体によるステージ、交流
自治体による郷土芸能、せたがやまつりざん舞！、ワンコインコンサート　他
主催 世田谷区民まつり実行委員会　共催 世田谷区

自由｜車いす

奥 華子

撮影：牧野智晃

8/19（土）15:00�日野皓正�Quintet�Live��・�20（日）14:00��Dream�Jazz�Band�13th�Annual�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2017《ステージ編》��
日野皓正�presents�“Jazz�for�Kids”
8/19は世界的に活躍するミュージシャン、8/20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（20日のみ） 他
料金 ［一般］ おとな4,500円、4歳～高校生・U24 2,250円（当日要年齢確認、
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
のみ取扱い、当日要年齢確認、U24要事前登録）／　　  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/201708jazzforkids.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） http://setagaya-pt.jp/　（携帯） http://setagaya-pt.jp/m/

指定｜車いす｜親子

アーツ

8/4（金）15:00、19:00・�6（日）13:00、18:30� 成城ホール

JAZZ�in�SEIJO�2017
今年もまたやってきた！　成城の夏を彩る「JAZZ in SEIJO 2017」。
日本ジャズ界のレジェンド・猪俣猛プロデュースによるハッピー＆ホッ
トな２デイズ・フェス。

日時
8/4（金） ①15:00 プレステージライブ 

②19:00 G7サミットライブ
8/6（日） ③13:00 ハッピー・ジャズ・アワー 

④18:30 ヒストリーオブジャズ vol.5
出演 猪俣猛ジャズオーケストラ、ボニージャックス（ゲスト）、
竹内武クインテット、澁谷健司カルテット、曽根麻央トリオ
料金 ①3,300円　②3,800円　③1,500円（以上自由席） 
④4,000円（指定席）　お得な通し券あり（成城ホール窓口のみ取扱）
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　http://seijohall.jp

指定｜自由｜車いす
8/19（土）11:00� 世田谷区民会館

０才から鑑賞できるこどもオペラ�
「魔法の笛」～タミーノ王子の大冒険

童謡や手遊び歌、オペラのすてきな歌がいっぱい。親子で楽しむク
ラシック名曲コンサート。昨年に続き、世田谷へ再び登場！

料金 全席指定　大人1,800円　子ども（3才～中学生）800円 
親子ペア2,000円
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ 世田谷区民会館 5432-2837
チケット申込み 世田谷区民会館、三茶
しゃれなあどホール、梅丘パークホー
ル、イープラス（親子ペアチケットは窓口
のみ取扱い）

指定｜親子

 ©Hitaco
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9/17（日）14:00� 世田谷区民会館

世田谷区民合唱団�第27回定期演奏会
当団は故芥川也寸志先生の提唱で平成元年に設立。来年で
記念すべき創立30周年を迎える総勢150名余の大型混声
合唱団です。

出演 金川明裕・坂本秀明（指揮）、神谷明美（ソプラノソロ）・
三谷亜矢（アルトソロ）、松田琴子・高木佳那（ピアノ）、
世田谷区民合唱団
曲目 佐藤 眞：混声合唱のための組曲「蔵王」、
Ｊ.ハイドン：オラトリオ「四季」より「来よ、のどかな春よ」他
Ｃ.モンテヴェルディ：マドリガル集より「私は若い娘」他
東京混声合唱団愛唱曲集「ローレライ」より「ローレライ」他
料金 全席自由 950円（前売800円）
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 http://setagayakuminchorus.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、区政情報センター、烏山・北沢・玉川各総合支所区政情報コーナー

自由｜車いす

9/16（土）17:00� 世田谷区民会館

宮川彬良のせたがや音楽研究所�#8～来たれ！�「劇伴道場」～
ドラマなど劇中で使われる音楽「劇伴（ゲキバン）」をテーマに、NHK朝の連ドラの劇伴で活躍中のアキラ
所長が、その仕組みや楽しみ方に迫ります！

出演 宮川彬良（作曲家／舞台音楽家）、岡田惠和（「ひよっこ」脚本家）、吉田圭介（INSPi）、引地洋輔（RAG FAIR）、
ダイナマイトしゃかりきサ～カス、せたがや音楽研究所オーケストラ＆合唱団
料金 一般3,000円／　　  2,800円　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

「ステージでうたおう！」参加者募集！
「宮川彬良のせたがや音楽研究所 #8」のフィナーレ出演を目的としたワークショップ（全3回）に参加してみま
せんか？せたがや音楽研究所・合唱団の一員としてフィナーレを盛り上げましょう！
ワークショップ ①9/5（火）　②9/11（月）19:00～20:40　会場 三茶しゃれなあどホール
③9/15（金）18:30～20:00　会場 世田谷区民会館　※時間変更の場合あり
応募方法 参加費（6,000円）等、詳細はホームページまたは直接お問い合わせください　応募期間 7/31（月）必着　
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/

指定｜車いす

宮川彬良 ©Mikako Ishiguro

アーツ

9/3（日）14:00� 成城ホール

ピーコ�シャンソン＆トーク�我が心の歌�vol.22
人生を見つめ、歌い続ける
ピーコにしかうたえない歌がここにある

出演 ピーコ、森若三栄子（ピアノ）、 
椿 太陽（ヴァイオリン）、 
永 拓実（永六輔・孫）ほか
料金 全席指定 
前売3,500円／当日3,800円
会場 成城ホール（成城6-2-1）
問合せ 成城ホール 3482-1313
http://seijohall.jp
※未就学児のホール内入場不可

指定｜車いす 第6回せたがやバンドバトル�出場バンド募集！
恒例の大人気のバンドバトルを今年も開催！ 熱く激しい戦いが繰り
広げられます。出場するアマチュアバンドを大募集！

応募資格
●世田谷区在住・在学・在勤者がいること
●平均年齢35歳以上
●全員がアマチュアであること
募集期間 8月開始予定
※詳細はHPをご覧ください
大会概要
●第一次予選　音源審査　●第二次予選　ライブハウス予選
●決勝大会　2018年2/18（日）
世田谷区民会館　※審査員および観客による審査
審査員　湯川れい子（音楽評論家）　他
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/
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10/1（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
定期演奏会へ向けた練習の、中間発表としてのコンサートです。楽器
体験等、参加できる企画もあります。どうぞお気軽にお越しください。

出演 阿部未来（指揮者）、せたがやジュニアオーケストラ
曲目 モーツァルト：交響曲第25番 ト短
調 K.183 第1楽章、レスピーギ：交響詩

「ローマの松」より「アッピア街道の松」、
L.モーツァルト：おもちゃの交響曲 他
料金 500円
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
チケット発売開始日 7/24（月）

指定｜車いす｜親子

10/1（日）14:00� 昭和女子大学人見記念講堂

世田谷フィル�第50回定期演奏会
第50回を記念して、世田谷フィル創設の提唱者、芥川也寸志の
代表作に加え、チャイコフスキーのピアノ協奏曲、壮大な「ロー
マの松」そのほかを演奏します。

出演 新通英洋（指揮）、高橋多佳子（ピアノ）
曲目 コープランド：市民のためのファンファーレ、
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番、
芥川也寸志：交響管弦楽のための音楽、
レスピーギ：交響詩「ローマの松」
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

自由｜車いす

芹 洋子

 ©伊藤英司

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

Let’s�Sing�ゴスペル！2017�
ワークショップ参加者募集
発表を目的とした全4回のゴスペル・ワークショップを実施します。
楽器はあなた自身！この世田谷でゴスペルに挑戦してみませんか？ 

募集期間 8/25（金）～9/25（月）
ワークショップ 
①火曜（夜コース）
②土曜（午前コース）
③木曜（夜コース）
いずれかに参加（全4回）
リハーサル 12/15（金）夕方～夜
本番 12/16（土）　世田谷区民会館　
参加費 10,000円程度
※募集詳細は8月中旬頃にHPまたは直接お問い合わせください
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/

9/23（祝・土）� 世田谷区民会館

第11回世田谷にみどりいっぱい�
チャリティ講演＆コンサート
芹 洋子さん他出演のラテン＆歌謡コンサートや、
造園家でもある涌井史郎さんの講演会、東北、
熊本の物産展など盛り沢山。楽しみながら世田
谷の「みどり」について考えるイベントです。

出演 涌井史郎（講演）、芹 洋子、ロス・インディオス＆Reina、 
ザ・ビッグバンド・オブ・ローグス（東京キューバンボーイズ・ジュニア）、 
世田谷ジュニア合唱団
料金 全席指定　3,300円
会場 世田谷区民会館（世田谷4-21-27）
問合せ 世田谷サービス公社 イベント事務局 3418-5599
チケット申込み 世田谷区民会館、三茶しゃれなあどホール、梅丘パーク
ホール、イープラス

指定｜車いす


