
10

宮川彬良のせたがや音楽研究所＃4
～だれもが知っている童謡をまるごと大分析! ～

童謡を愛するアキラ所長（宮川彬良）が、童謡の秘密を愉快に楽しく大分析！

出演  宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、米良美一（歌手）、INSPi（アカペラ・ヴォーカルグループ）　
料金  一般2500円（全席指定） ※未就学児入場不可　
会場  北沢タウンホール（世田谷区北沢2-8-18）

問い合わせ  （公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535 
http://www.setagayamusic-pd.com/

MAP 1

10/3（土）17：00
北沢タウンホール 16

第9回世田谷にみどりいっぱい
チャリティ講演＆コンサート
第1部は講演会、第2部は懐かしい曲がいっぱいのオールディーズコンサートです。
出演  第1部講演会：涌井史郎（講師）、第2部コンサート：田辺靖雄＆九重佑三子　
曲目  夢であいましょう、悲しき街角、シェリー、ヴァケーション 他　 料金  3500円（全席指定）
会場  世田谷区民会館（世田谷区世田谷4-21-27）

問い合わせ  （株）世田谷サービス公社 ☎3419-3604 ※チケット購入：ローソンで。「ローソンチケット」（L
コード：79191）

MAP 43

10/3（土）16：00
世田谷区民会館 27

歌って健康！歌声サロン

皆さまおなじみ『歌声サロン』。10月は10日（土）に開催です。歌心塾の杉山公章を講師に迎
え、楽器の生演奏をバックにして思いっきり歌いましょう！

出演  歌心塾・杉山公章（講師）　 料金  1500円（全席指定）
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

問い合わせ  成城ホール事務室 ☎3482-1313 http://seijohall.jp ※11月以降の予定は問い合わせを

MAP 27

10/10（土）14:00
成城ホール 23

川久保賜紀＆村治奏一 デュオコンサート

気鋭の二人のデュオによる、ヴァイオリンとギターの醸し出す甘く切ないハーモニー。

出演  川久保賜紀（ヴァイオリン）、村治奏一（ギター）
曲目  ピアソラ：タンゴの歴史 他
料金  電話で問い合わせを
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120 http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17

10/6（火）18:15
昭和女子大学人見記念講堂 20

前売りチケットは完売。
当日券については10/1以降に

問い合わせを
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公演情報

世田谷区民合唱団第25回定期演奏会

出演  金川明裕（指揮・音楽監督）、坂本秀明（指揮）、世田谷区民合唱団（合唱）、伊藤惠以子（バロック
チェロ）、寺田和正（ヴィオローネ）、平野智美（オルガン）、小松美穂（ヴァイオリン）他

曲目  バッハのモテット（1番・5番）、信長貴富編曲「ヴィヴァルディが見た日本の四季」 他
料金  当日券950円、前売り800円（全席自由）
会場  世田谷区民会館（世田谷区世田谷4-21-27）

問い合わせ  世田谷区民合唱団 事務局 ☎3468-3368 http://setagayakuminchorus.web.fc2.com/

MAP 43

10/18（日）14:00
世田谷区民会館 27

室内楽シリーズ 

堤剛＆練木繁夫デュオ・リサイタル
円熟期を迎えた2人の演奏家が満を持しての登場。至極の共演をお楽しみください。

出演  堤剛（チェロ）、練木繁夫（ピアノ）　 曲目  R.シュトラウス：チェロ・ソナタ ヘ長調 Op.6 他
料金  一般4000円（全席指定） ※未就学児入場不可
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）　

問い合わせ  （公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535 
※チケット申込：世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515

MAP 27

10/12（月・祝）14：00
成城ホール 23

ボニージャックスと成城ホールで歌おう！

出演  ボニージャックス（西脇久夫、吉田秀行、鹿島武臣、玉田元康）
曲目  ちいさい秋みつけた 他　 料金  前売り3000円、当日3300円（全席指定）
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

問い合わせ  成城ホール事務室 ☎3482-1313 http://seijohall.jp

MAP 27

10/14（水）14:00
成城ホール 23

第1部では男声コーラスグループの草分け的存在である彼らの歌声をお楽しみください。第
2部では“ボニーと一緒に歌おう！”と題し、名曲の数々を客席の皆さまとともに歌います。

うたごえ教室 

『歌声サロン』でもおなじみ歌心塾の杉山公章を講師に迎え、歌唱方法を具体的にわかりや
すく教えてもらう人気講座。定員は40人です。ご予約はお早めに！

出演  歌心塾・杉山公章（講師）　
料金  1800円（予約制／当日払い）
会場  成城ホール（世田谷区成城6-2-1）

問い合わせ  成城ホール事務室 ☎3482-1313 http://seijohall.jp ※11月以降の予定は問い合わせを

MAP 27

10/23（金）10:00
成城ホール 23
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ロシオ・モリーナ舞踊団

伝統的な作品から現代まで、フラメンコの枠を超えたテクニックを駆使したステージ。

出演  ロシオ・モリーナ舞踊団
料金  電話で問い合わせを
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120 http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17

11/24（火）18:15
昭和女子大学人見記念講堂 20

せたがや秋の音楽まつり in NHK技研

ＮＨＫ放送技術研究所に世田谷ゆかりの音楽家が集合して、音楽まつりを開催します。

出演  細川千尋（ジャズピアノ）、西島梢（ボーカル）、コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）、夜の
ギターズ（ギター）、永井由里（ヴァイオリン）、田才靖子（歌手）、めおと楽団ジキジキ（面白音楽）、大場
唯（ボーカル）、安本彩 他 ※出演者は変更になる場合があります　 料金  無料　 会場  ＮＨＫ放送技術研
究所（世田谷区砧1-10-11）　 問い合わせ  ＮＨＫ放送技術研究所 ☎5494-3399 ※駐車場がないため、公共
交通機関の利用を ※満席の場合は入場できないことがあります　http://www.nhk.or.jp/strl/

MAP 47

11/1（日）12：00
ＮＨＫ放送技術研究所

三茶三味～三味線音楽を聴く～

現代美術作家・杉本博司が人間国宝・鶴澤清治とタッグを組んだ「三味線を聴かせる」公演。

出演  豊竹呂勢大夫（人形浄瑠璃文楽座/太夫）、鶴澤清治（人形浄瑠璃文楽座/三味線）、鶴澤清志郎（人形
浄瑠璃文楽座/三味線）、鶴澤清馗（人形浄瑠璃文楽座/三味線）、鶴澤寛太郎（人形浄瑠璃文楽座/三味線）

曲目  義太夫節 鶴澤清治構成「三味線組曲」、義太夫節「卅三間堂棟由来」（通称「柳」）　 料金  一般A席
4500円（1・2階席）、B席4000円（3階席）（全席指定）※未就学児入場不可　 会場  世田谷パブリックシ
アター（世田谷区太子堂4-1-1 3階）　 問い合わせ  （公財）小田原文化財団 ☎3473-5235 http://www.
odawara-af.com ※チケット申込：世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515

MAP 48

10/23（金）19:00、24（土）・25（日）14：00
世田谷パブリックシアター

Aimer 

出演  Aimer
料金  4900円（全席指定）
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  ディスクガレージ ☎050-5533-0888

MAP 17

11/1（日）・3（火・祝）18:00
昭和女子大学人見記念講堂 20

Aimer2度目の全国ツアー“DAWN”。
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公演情報

ケルティック・ウィンター・コンサート

伝統の香り、民族楽器のアンサンブル。アイルランドに受け継がれるケルト音楽の調べ。

出演  アルタン、ダーヴィッシュ他
曲目  アイルランド伝統歌
料金  電話で問い合わせを
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120 http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17

12/1（火）18:15
昭和女子大学人見記念講堂 20

パノハ弦楽四重奏団

弦楽器王国チェコの誇る代表的なカルテット。切れ味のよいアンサンブル。

出演  パノハ弦楽四重奏団
曲目  ハイドン：弦楽四重奏曲第77番ハ長調「皇帝」
料金  電話で問い合わせを
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120 http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17

12/3（木）18:15
昭和女子大学人見記念講堂 20

ロジェ・ワーグナー合唱団
“珠玉のクリスマス＆ゴスペルソングス”
いつかどこかで聴いたことのある歌の数々。癒やしの歌声、魅惑のハーモニー。

出演  ロジェ・ワーグナー合唱団　
曲目  フォスター：金髪のジェニー 他
料金  電話で問い合わせを
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  人見記念講堂事務室 ☎3411-5120 http://hall.swu.ac.jp/

MAP 17

12/10（木）18:15
昭和女子大学人見記念講堂 20

Let’s Sing ゴスペル！2015コンサート
with ワークショップクワイア

ゴスペルハーモニーの美しさと楽しさ、迫力ある歌声を体感してください。

出演  亀渕友香、猪狩太志、のはらヒロコ、ワークショップクワイア
料金  一般1200円（全席自由）
会場  北沢タウンホール（世田谷区北沢2-8-18）

問い合わせ（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535 ※チケット申込：世田谷パブリックシアタ
ーチケットセンター☎5432-1515  http://www.setagayamusic-pd.com/

MAP １

12/5（土）15：00
北沢タウンホール 16
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奥　華子

デビュー 10周年記念スペシャルコンサート。バンド+弦カルバージョンでお届けします。

出演  奥　華子
料金  5900円（全席指定） ※未就学児入場不可
会場  昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）

問い合わせ  ホットスタッフ・プロモーション ☎5720-9999（平日12:00〜18:00）
http://www.red-hot.ne.jp

MAP 17

12/23（水・祝）17:00
昭和女子大学人見記念講堂 20

せたがやジュニアオーケストラ 第6回定期演奏会

出演  田中祐子（指揮）、せたがやジュニアオーケストラ　 曲目  シューベルト：交響曲「未完成」他
料金  一般 1000円（全席指定） ※3歳未満入場不可
会場  世田谷区民会館（世田谷区世田谷4-21-27）

問い合わせ（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535　
※チケット申込：世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515
http://www.setagayamusic-pd.com/

MAP 43

12/20（日）15：00
世田谷区民会館 27

JVC 国際協力コンサート 第27回東京公演
J.S.Bach「クリスマス・オラトリオ」J.Rutter「マニフィカト」

出演  指揮：キャスリーン・アラン、ソプラノ：エステリ・ゴメス、メゾ・ソプラノ：ミンディー・エラ・チュウ、
カウンター・テノール：青木洋也、テノール：ダン・コークウェル、バス：加耒 徹、管弦楽：フィルハーモ
ニーカンマーアンサンブル、合唱：JVC 合唱団　 曲目  J.S.Bach：クリスマス・オラトリオ、J.Rutter：マ
ニフィカト　 料金  S席 1万円、A席 5000円、B席 4000円、C席 3000円　 会場  昭和女子大学人
見記念講堂（世田谷区太子堂1-7-57）　 問い合わせ  JVCコンサート事務局 ☎3836-4108 http://www.
ngo-jvc.net/concert/

MAP 17

12/12（土）15:00
昭和女子大学人見記念講堂 20

※写真はイメージです
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街中で気軽に楽しめる無料コンサート
　だれもが気軽に参加できる無料のコンサートも、

区内各所で開催されます。街角から音楽のリズムが聞こえてきたら、
ふらりと立ち寄ってみて！　※いずれも料金は無料（事前申込不要）

公演情報

　マリアッチ（メキシコを代表する楽団の様式）のバンド、マリ
アッチ・サムライにボサノヴァボーカルとして活躍中のHIROMI、
明るいキャラクターと抜群の歌唱力で注目されているシキーニョ
を加え、唯一無二の個性溢れる音楽の世界へいざないます。
出演　マリアッチ・サムライ（5人編成）、HIROMI（菊丘ひろみ）&シキーニョ
会場　小田急線経堂駅北口広場　問い合わせ　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部　☎5432-1535

商店街とアートプロジェクト

秋のすずらん祭「ラテンフェスティバル」
10/25（日）
13：00

　東京藝術大学の同期生によって結成された金管五重奏の
グループ。若手実力派メンバーによる美しい音色がイルミ
ネーション点灯式を盛り上げます。
出演　トラベル・ブラス・クインテット
会場　小田急線喜多見駅南口駅前広場　
問い合わせ　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535

商店街とアートプロジェクト

イルミネーション点灯式
11/22（日）
17：00

　テノール歌手・小栗慎介を中心に、才能あふれる音楽家たち
が、まちなかに魅力的な音楽空間をつくりだします。まっすぐ
に音楽に向き合うアーティストたちの演奏をお楽しみください。
出演　小栗慎介（テノール） 他　会場　成城コルティ 2階 プラザ（世田谷
区成城6-5-34）　問い合わせ　世田谷芸術発信工房（担当：津久井・細川） ☎3411-3346

まちなかコンサート 
～音楽は風にのって～

10/31（土）
13：00
15：00

　三軒茶屋の街にゴスペルが鳴り響く！ 知っている歌は一緒に口ずさんで
みたり♪ 気軽にお楽しみください。

出演　ゴスペルクワイア　会場　三軒茶屋ふれあい広場（世田谷区太子堂2-17）　
問い合わせ　（公財）せたがや文化財団 音楽事業部 ☎5432-1535

商店街とアートプロジェクト

Xmasゴスペルナイトin三茶
12/6（日）
15：30
16：30

ⓒkaori kashiwagi


