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公演情報

SUKIMASWITCH TOUR 2016 POPMAN’S CARNIVAL
supported by MINISTOP
　スキマスイッチ1年振りの全国ツアーが決定！！　全キャリアから、ヒット曲に加え、普段
のツアーでは披露されないレアな名曲の数々を披露。
出演  スキマスイッチ　 料金  7000円（全席指定） ※小学生以上チケット必要、未就学児は周りの迷惑
にならないように見られることを前提に入場可　 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・チケット申し込み  SOGO TOKYO ☎3405-9999　http://www.sogotokyo.com

MAP 17

7/11（月）・12（火）19:00
昭和女子大学 人見記念講堂

三茶で楽しく歌いましょう♪

　6/6に続いての開催、カラオケのワンソングレッスン。ヴォーカリストの田才靖子さん、シ
ンガーソングライターの大場唯さんと一緒に楽しく歌いましょう♪　1回定員50人。
日時  7/15（金）①14:30 ②16:30、8/30（火）①13:00 ②15:00　 出演  田才靖子、大場 唯
曲目  7/15①「銀座の恋の物語」②「花」、8/30は未定　 料金  1500円（予約制、当日払い）
会場  三茶しゃれなあどホール5階オリオン（世田谷区太子堂2-16-7 ※世田谷区民会館別館）
問い合わせ  三茶しゃれなあどホール ☎3411-6636

MAP 43

7/15（金）・8/30（火）
三茶しゃれなあどホール

ボニージャックスと成城ホールで歌おう！
2016夏 “夏の思い出”
　ボニージャックスの歌声を聴き、そして彼らと一緒に歌って、懐かしい青春の日々を思い出
しましょう！
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  「夏は来ぬ」　 料金  前売
り3000円、当日3300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  成城ホール事務室 ☎3482-1313　http://seijohall.jp

7/6（水）14:00
成城ホール

MAP 27

オリジナル・ラブ　
25周年　アニバーサリー・ツアー
　オリジナル・ラブのコンサート。代表曲はもちろんのこと、新曲も交え
たライブとなります。
出演  オリジナル・ラブ　 料金  一般 6480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  DISK 
GARAGE ☎050-5533-0888（平日12:00～19:00） http://www.diskgarage.
com/ticket/detail/no072433　 チケット申し込み  チケットぴあ　Pコード:286-
390、ローソンチケット　Lコード:70155、イープラス http://eplus.jp

MAP 17

7/9（土）17:00
昭和女子大学 人見記念講堂
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ダム・ドゥ・フェラール

　J.S.バッハの《マニフィカト》を演奏します。
出演  チェンバロ 水谷友紀、ソプラノ マリー・ロノー、フルート・トラベルソ レナータ・ドラーテ
曲目  J.S.バッハ　アリア「Quia respexit」マニフィカト
料金  6000円（全席自由）
会場  松本記念音楽迎賓館（世田谷区岡本2-32-15）
問い合わせ・チケット申し込み  水谷 ☎090-3272-4775

MAP 41

7/20（水）19:00
松本記念音楽迎賓館

ヴァイオリニスト宮崎陽江の空間

　今秋11月28日に読売日本交響楽団と共演予定のヴァイオリニストを身近に聴く会です。
出演  ヴァイオリン 宮崎陽江、ピアノ 木野真美
曲目  ベートーヴェン「ロマンス」 他
料金  2000円（全席自由、ワンドリンクサービス）
会場  松本記念音楽迎賓館（世田谷区岡本2-32-15）
問い合わせ・チケット申し込み  松本記念音楽迎賓館 ☎3709-5951　http://ongakugeihinkan.jp/

MAP 41

7/23（土）・24（日）15:00
松本記念音楽迎賓館

MAP 48

せたがやこどもプロジェクト2016《ステージ編》
音楽劇『兵士の物語』
　ストラヴィンスキーの名曲の生演奏とお話とダンスで紡ぐ、近藤良平版異国のおとぎ噺です。
日時

8/5（金）19:00 8/6（土）14:00
8/7（日）14:00 8/8（月）19:00
8/9（火）19:00 8/10（水）①14:00 ②19:00
8/11（木・祝）14:00
演出・振付  近藤良平　 出演  川口 覚、北尾 亘、入手杏奈、近藤良平
演奏  三上 亮（Vl）、谷口拓史（Cb）、勝山大舗（Cl）、長 哲也（Fg）、
阿部一樹（Tp）、玉木 優（Tb）、西久保友広（Perc）
料金  一般5000円、アーツ  4500円、世田谷パブリックシアター友の
会会員4500円、中・高校生2500円、子ども（4歳～小学生）1000円
（当日要年齢確認）、親子ペア5500円（おとな1枚＋こども1枚、枚数
限定）、U24 2500円（全席指定） ※4歳未満入場不可
※小学生以下の入場は保護者の同伴が必要
会場  シアタートラム（世田谷区太子堂4-1-1）
問い合わせ・チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケットセンター 
☎5432-1515　http://setagaya-pt.jp/

8/5（金）～11（木・祝）
シアタートラム
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公演情報

ピアノソナタ「月光」による朗読劇　月光の夏

　太平洋戦争末期…名曲の調べとドラマリーディングがおりなす、命の重さを次世代に伝え
る名作です。
日時・出演  8/12（金）19:00　西川麻里子（ピアノ）、能登剛、奥山浩、岸並万里子、古田美奈子、
8/13（土）14:00　佐々木崇（ピアノ）、能登剛、木野雄大、山田珠真子、小池友理香、
8/14（日）13:00　仲道祐子（ピアノ）、南保大樹、清川翔三、和泉れい子、絈野二紗子
曲目  ベートーヴェン　ピアノソナタ第14番「月光」
料金  一般3000円、高校生以下1000円（日時指定・全席自由） ※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・チケット申し込み  北沢タウンホール ☎5478-8006  https://kitazawatownhall.jp/

MAP 1

8/12（金）・13（土）・14（日）
北沢タウンホール

猪俣猛プロデュース　JAZZ in SEIJO 2016

　成城の夏といえば『JAZZ in SEIJO』。ジャズ界のレジェンド・猪俣猛をはじめ、プロ＆アマチ
ュアが成城ホールに集結する熱い2日間！
日時  8/6（土）①14:00 ②18:00、8/7（日）①12:00 ②18:00
出演  猪俣猛（ドラムス） 他
料金  8/6①1500円 ②3000円、8/7①1500円 ②3500円（8/6①②と8/7①は全席自由、8/7②は全席指定）。
お得な通し券も用意しています ※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  成城ホール事務室 ☎3482-1313　http://seijohall.jp

MAP 27

8/6（土）・7（日）
成城ホール

MAP 43
せたがやジュニアオーケストラ 夏のコンサート

　定期演奏会に向けた中間発表の場としての夏のコンサート。毎年恒例、大人気の「スペシャ
ルシート」や「楽器体験コーナー」も開催。
出演  伊藤 翔（指揮）、せたがやジュニアオーケストラ
曲目  グリーグ「ホルベルク組曲」より第1・第2楽章、
ベートーヴェン「交響曲第1番」より 第1楽章 他
料金  500円（全席指定）※未就学児も入場できます

（ひざ上の場合は無料）
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　http://www.setagayamusic-pd.
com/
チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケット
センター　☎5432-1515

8/6（土）14:00
世田谷区民会館

撮影　岩切等
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せたがやこどもプロジェクト2016《ステージ編》
日野皓正 presents “Jazz for Kids”
　1日目は日野皓正クインテットのエネルギッシュなジャズライブ。2日目は2部構成で、1部は 
講師ミュージシャンによるセッションライブ、2部は「Dream Jazz Band」のコンサートを行います。
日時・出演  8/20（土）15:00　日野皓正クインテット、
8/21（日）14:00　Dream Jazz Band、Special Musicians 他
料金  4500円、アーツ  4300円
会場  世田谷パブリックシアター（世田谷区太子堂4-1-1）
問い合わせ  世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515　http://setagaya-pt.jp/

MAP 48

8/20（土）・21（日）
世田谷パブリックシアター

MAP 48

せたがやこどもプロジェクト2016《ステージ編》
キッズ・ミュージカル「ワンサくん」
―祭りにいくぞ！大脱走！―

8/18（木）～28（日）
シアタートラム

　犬たちが歌い、踊る、手塚治虫の名作がミュージカルになって帰ってきます。
日時

8/18（木）19:00 8/19（金）19:00
8/20（土）①14:00 ②17:00 8/21（日）14:00
8/23（火）①14:00 ②19:00 8/24（水）14:00
8/25（木）①14:00 ②19:00 8/26（金）14:00
8/27（土）①14:00 ②17:00 8/28（日）14:00
原作  手塚治虫『ワンサくん』　 演出  小林顕作　 脚本  喜安浩平
出演  こどもオーディション合格者／遠藤三貴／市川しんぺー
料金  一般（おとな）4500円、アーツ  （おとな）4300円、世田谷パブリック
シアター友の会会員（おとな）4000円、高校生2250円、子ども（4歳～中学
生）2000円（当日要年齢確認）、親子ペア6000円（おとな1枚＋こども1枚、
枚数限定）、U24 2250円 ※4歳未満はひざ上無料
会場  シアタートラム（世田谷区太子堂4-1-1）
問い合わせ  ネルケプランニング ☎3715-5624（平日11:00～18:00）
チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケットセンター
☎5432-1515　http://setagaya-pt.jp/

「せたがやアーツカード」って？
　世田谷区民のアート体験を応援する「せたがやアーツカード」。15歳
以上の世田谷区民であればだれでも登録できるお得なカードです。登
録による入会金・年会費は無料。せたがや文化財団の各施設でさまざま
な特典が受けられます。申し込み・詳細は下記URLで確認してください。

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

チケット
料金割引も♪
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公演情報

NHK技研コンサート
～夏休み 親子で楽しむ演奏会～
　親子で楽しむクラッシックコンサートを開催します。
親子で気軽に参加してください。
出演  益子 侑（ヴァイオリン）、ステラ・オーケストラ、
なげの あやか（司会・歌）
曲目  童謡メドレーほか（予定）
料金  無料（往復ハガキによる申込みが必要）。
※締め切り7/29（金）、応募多数の場合抽選
※0歳児から入場可
会場  NHK放送技術研究所・講堂（世田谷区砧1-10-11）
問い合わせ  NHK放送技術研究所「技研コンサート」係 ☎5494-3399
（平日10:00～18:00※12:00～13:00除く）　http://www.nhk.or.jp/strl/

MAP 47

8/28（日）①11:00 ②14:00
NHK放送技術研究所

GOATBED
SeTagAya-Re:Public GB@Publicity
　「GOATBED」コンサート。託児もあります。
日時  8/30（火）18:30、8/31（水）18:00　 出演  GOATBED
料金  5500円（2階席、3階席）
※来場者特典CD付　※3歳以下はひざ上無料
※2階席・3階席は立ち見禁止で、座ったままの観覧となります
会場  世田谷パブリックシアター（世田谷区太子堂4-1-1）
問い合わせ  DISK GARAGE ☎050-5533-0888（平日12:00～19:00）

MAP 48

8/30（火）・31（水）
世田谷パブリックシアター

MAP 43

0才から鑑賞できるこどもオペラ
「ヘンゼルとグレーテル」
　オペラデビューは0才から！　親子で楽しむクラシック名曲コンサート。仲良し兄妹のヘン
ゼル・グレーテル、山の音楽家のみんなと一緒に冒険しよう。五感で楽しむどきどきワクワク
のこどもオペラ！
出演  ヘンゼル（ソプラノ）今井実希、グレーテル（ソプラ
ノ）板倉まなみ、パパゲーノ・魔女（テノール）宮原健一郎、
ピアノ 渋川ナタリ、フルート 大塚茜、オーボエ 秋元桜子、
ホルン 馬見塚友輝
曲目  ヴィヴァルディの「春」 他 手遊び歌多数
料金  一般1800円、子ども（3歳～中学生）800円、
親子ペア2000円
会場  世田谷区民会館　ホール（世田谷区世田谷4-21-27）
問い合わせ  世田谷区民会館 ☎5432-2837
チケット申し込み  世田谷区民会館、イープラス

8/21（日）11:00
世田谷区民会館

ⒸHitaco
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ピーコ　シャンソン＆トーク 我が心の歌vol.20

　成城ホールでしか聞けないピーコの「あんな話やこんな話」とシャンソンをお楽しみください。
出演  ピーコ、森若三栄子（ピアノ）、椿太陽（ヴァイオリン）、吉行和子（ゲスト）
料金  前売り3500円、当日3800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  成城ホール事務室  ☎3482-1313　http://seijohall.jp

MAP 27

9/10（土）14:00
成城ホール

金亜軍 魂の揚琴コンサート
甦るシルクロードの音色
　弦をたたいて音を出すダルシマーという楽器をルーツにもつ揚琴（ようきん）とピアノの
コラボレーションを1時間お楽しみください。
出演  金亜軍（揚琴）、高梨美生（ピアノ）　 料金  一般（中学生以上）1500円、MUSIClub会員1000円、
小学生500円、未就学児無料（全席自由） ※未就学児も入場できます　 会場  成城ホール（世田谷区成
城6-2-1）　 問い合わせ・チケット申し込み  成城ホール事務室 ☎3482-1313　 https://seijohall.jp/

MAP 27

9/7（水）14:00
成城ホール

平井 大 Live Tour 2016～Life is Beautiful～

　平井 大 Live Tour 2016年夏、全国ツアー開催決定！
出演  平井 大　 料金  5400円（全席指定）※6歳以上チケット必要、6歳未満は保護者
1人につき1人入場可　 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  HOT STUFF PROMOTION ☎5720-9999　 チケット申し込み  ローソンチケット
／チケットぴあ／イープラス ※一般発売7/2（土）

MAP 17

9/10（土）18:00
昭和女子大学 人見記念講堂

中川賢一現代音楽レクチャーコンサート
現代音楽の迷宮へようこそ。Vol.3
　現代音楽のスペシャリスト中川賢一の演奏と話を聴いたら、きっと現代音
楽の魅力にはまってしまうはず。20世紀を代表する音楽家たちの作品をひも
とく扉があなたの前に開かれます。
出演  中川賢一（お話・演奏）、有馬純寿（エレクトロニクス）　 曲目  S．ライヒ「ピアノ・フェ
イズ」、L．フェラーリ「コレクション」より 他　 料金  一般2500円、アーツ  2000円（全席自
由）※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　http://www.setagayamusic-pd.com/　
チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515 

MAP 27

9/17（土）17:00
成城ホール

撮影：Shuhei NEZU



15アーツ  …「せたがやアーツカード」会員対象の割引価格

公演情報

宮川彬良のせたがや音楽研究所 ♯6
～ビートルズなんて

3 3 3

こわくない！～

　第6弾となる今回のテーマは「ビートルズ」。アキラ流の大分析をお楽しみに！

MAP 43

9/22（木・祝）17:00
世田谷区民会館

出演  宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）、湯川れい子（音楽評論家・作詞家）、INSPi（アカペラ・ヴォーカル
グループ） 他
料金  一般3000円、アーツ  2500円 ※未就学児入場不可
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　http://www.setagayamusic-pd.com/  
チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケットセンター ☎5432-1515

♪親子で楽しむミニコンサート♪
　不思議な楽器や楽しい仕掛けがいっぱい！　世界はカラフルに
彩られ、キラキラと輝いて見えるはず！　未就学のお子さまも大歓
迎です。秋の1日をPPPが鮮やかに盛り上げます。

時間  11:00～12:00（予定）
料金  一般1000円、小学生以下500円（全席自由）

Percussion Performance Players（PPP）
秋のスペシャルLIVE！
　ド迫力のパフォーマンスと、一瞬たりとも目が離
せないスーパープレイの数々に、大人も子どもも
夢中になって盛り上がること間違いなし！
出演  パーカッション パフォーマンス プレイヤーズ
料金  一般2500円、アーツ  2000円、中学生以下1000円
（要年齢確認証提示）（全席指定） ※未就学児入場不可
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  http://www.setagayamusic-pd.com/
チケット申し込み  世田谷パブリックシアターチケットセン
ター ☎5432-1515  

MAP 43

9/18（日）14:00
世田谷区民会館

第10回世田谷にみどりいっぱい
チャリティ講演＆コンサート MAP 43

10/1（土）14:00
世田谷区民会館

　JEROの歌う昭和歌謡コンサートや、涌井史郎さんの講演会、物産展や
お楽しみ抽選会などを実施。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）、JERO、川上大輔、西田あい（コンサート）
料金  3300円（全席指定）
会場  世田谷区民会館　ホール（世田谷区世田谷4-21-27）
問い合わせ  世田谷サービス公社 ☎3419-3604
チケット申し込み  世田谷区民会館、イープラス
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第39回せたがやふるさと区民まつり 開催
「区民による手づくりのまつり」として、

企画から運営まで区民の皆さんの参加と協力により開催。
ふるさと物産展などのイベントのほか、

区民活動団体によるステージや、コンサートもあります。

早見 優・松本伊代・西村知美　
区民まつりフィナーレコンサート

8/7　　19:00日

　80年代を彷彿とさせる、アイドル黄金期
3人組の「早見 優・松本伊代・西村知美」が
バラエティーに富んだ楽曲とダンス、楽し
いトークをお届けします。真夏の夜を彩る、
華やかなフィナーレコンサートで「心に残る
感動のひととき」をお楽しみください。

出演  早見 優、松本伊代、西村知美　
料金  無料　
会場  JRA馬事公苑 アリーナステージ
（世田谷区上用賀2-1-1）　
問い合わせ  せたがやコール☎5432-3333
http://www.setagaya-hkm.com/

日　時 8/6（土）・7（日）11:00～21:00
会　場  JRA馬事公苑（世田谷区上用賀2-1-1）
 けやき広場（同2-3・4の間）
 東京農業大学「食と農」の博物館（同2-4-28）
内　容  ふるさと物産展、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、
 せたがや踊りざん舞！、おみこし連合行進と太鼓の響演、まつりフィナーレコンサートなど、
 さまざまなイベントを開催
主　催 世田谷区民まつり実行委員会
共　催 世田谷区（事務局：生活文化部　区民健康村・ふるさと交流課）

第39回せたがやふるさと区民まつり 概要

西村知美

早見 優

松本伊代


