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8/20（月）発売  
第16回 小金井音楽談話室 
ストリング・狂（マニア）〜戸田弥生 
ソロ・ヴァイオリン
11/16（金）19：15　
小金井 宮地楽器ホール（小）
曲／ J.S.バッハ：シャコンヌ／一柳慧：展望 他
¥2800 65歳以上¥2300 学¥1800
☎小金井音楽談話室042-388-8099

キエフ・クラシック・コレクション 
初春バレエ 祝賀コンサート
2019.1/11（金）13：00　
横浜みなとみらいホール
出／キエフ・クラシック弦楽アンサンブル キエフ・
クラシック・バレエ団　曲／チャイコフスキー：
「白鳥の湖」より／プロコフィエフ：「ロメオとジュリ
エット」より／ J.シュトラウスⅡ：春の声 他　
¥4500
☎神奈川芸術協会045-453-5080

第16回 東京音楽コンクール 
優勝者 ＆ 最高位入賞者コンサート
2019.2/11（月・祝）15：00　東京文化会館
指／角田鋼亮　管／東京フィル　司／朝岡聡
¥2000
☎東京文化会館事業係03-3828-2111

8/22（水）発売  
サンクトペテルブルグ室内合奏団 
クリスマス/アヴェ・マリア
12/7（金）19：00　よみうり大手町ホール
12/8（土）22（土）11：30 15：00　25（火）
14：00　東京オペラシティコンサートホール
12/9（日）14：00　めぐろパーシモンホール
12/11（火）14：00　東京文化会館
12/12（水）19：00　ウェスタ川越
12/13（木）19：00　千葉市民会館
12/15（土）13：00　
東大和市/ハミングホール
12/23（日・祝）11：30 15：00　
横浜みなとみらいホール

共／マリーナ・トレグボヴィッチ/ヴェラ・チェカノ
ヴァ（以上S）　曲／ J.S.バッハ=グノー ,シュー
ベルト,カッチーニ：アヴェ・マリア／ J.S.バッハ：G
線上のアリア／フォーレ：ピエ・イエス 他　
各¥4500
☎光藍社050-3776-6184
　神奈川芸術協会045-453-5080（12/23のみ）

日本声楽家協会 声とピアノのアンサン
ブル 第35回 秋山隆典 バリトン
12/14（金）19：00　日暮里サニーホール

共／服部容子p　曲／ブロージ：ヴェニスの
幻影／オリヴィエロ：三日月 他　¥3000
☎日本声楽家協会03-3821-5166

聖夜のトランペット
12/16（日）14：00　
東京オペラシティコンサートホール
12/18（火）14：00　
横浜みなとみらいホール
12/20（木）19：00　千葉市文化センター
12/23（日・祝）13：00　さいたま芸術劇場
＜クリスマス・スペシャル・コンサート＞
出／ブランドン・ライデナワーtp ジェレミー・ジョー
ダンp　曲／ニニ・ロッソ：夜空のトランペット／
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー／クリス
マスソング 他　¥3800
☎光藍社050-3776-6184
　神奈川芸術協会045-453-5080（12/18のみ）

クリスマス・スペシャル・クラシックス
「メサイア」、「第九」＆「アヴェ・マリア」
12/22（土）13：00　
東京国際フォーラム・ホールA
指／ミコラ・ジャジューラ　管／ウクライナ国立
歌劇場管弦楽団　合唱／晋友会合唱団　
曲／ヘンデル：ハレルヤ・コーラス／ベートーヴェ
ン：交響曲第9番第4楽章“歓喜の歌” 他　
¥11000〜7000
☎光藍社050-3776-6184

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団
「第九」＆「第七」
12/28（金）14：00　
横浜みなとみらいホール
独／オクサナ・クラマレヴァS アンジェリーナ・シ
ヴァチカMs ドミトロ・クジミンT セルゲイ・コウニ
ールBr　

「第九」＆「未完成」
12/29（土）30（日）14：00　
東京オペラシティコンサートホール
合唱／晋友会合唱団

指／ミコラ・ジャジューラ　
¥11000〜7000
☎光藍社050-3776-6184 
　神奈川芸術協会045-453-5080（12/28のみ）

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ 
宮殿祝賀コンサート
2019.1/6（日）13：00　
ミューザ川崎シンフォニーホール
指／サンドロ・クトゥレーロ　曲／美しく青きドナウ,
トリッチ・トラッチ・ポルカ,雷鳴と稲妻 他　※ソプ
ラノ歌手＆ダンサー共演有　¥6500
☎神奈川芸術協会045-453-5080

チェコ国立ブルノ・フィルハーモニー
管弦楽団
2019.2/15（金）19：00　
東京オペラシティコンサートホール

指／レオシュ・スワロフスキー　独／アリョーシャ・
ユリニッチp　曲／チャイコフスキー：ピアノ協
奏曲第1番,交響曲第6番「悲愴」 他　
¥11000〜4000

2019.2/16（土）13：00　川口リリアホール
指／レオシュ・スワロフスキー　独／アリョーシャ・
ユリニッチp　曲／チャイコフスキー：ピアノ協
奏曲第1番,交響曲第6番「悲愴」 他　
¥10000〜5000

2019.2/17（日）14：00　
東京オペラシティコンサートホール
指／レオシュ・スワロフスキー　独／マシュー・
バーリーvc　曲／ドヴォルザーク：チェロ協奏曲,
交響曲第9番「新世界より」 他　
¥12000〜5000

2019.2/19（火）14：00　
横浜みなとみらいホール
曲／スメタナ：連作交響詩「わが祖国」　
¥9800〜5000 65歳以上¥9000

☎光藍社050-3776-6184（2/19以外）
　神奈川芸術協会045-453-5080（2/19のみ）

8/23（木）発売  
鈴木理恵子 ヴァイオリン 
室内楽シリーズ Vol.9 
弦の響き〜シューベルトの傑作
11/24（土）14：00　
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザホール
共／吉村知子vn 鈴木康浩va 毛利伯郎 高木
慶太（以上vc）　曲／シューベルト：弦楽四重
奏曲第14番「死と乙女」 他　
¥3000 ペア¥5000 学￥1500
☎さくらプラザ045-866-2501

成田勝美 テノール
2019.4/7（日）14：00　Hakuju Hall
共／真島圭p　曲／ワーグナー：「ワルキューレ」
より／プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 他
¥4500
☎二期会チケットセンター03-3796-1831

8/24（金）発売  
パスカル・ロジェ ピアノ
12/2（日）14：00　
青葉の森公園芸術文化ホール
＜ドビュッシー没後100年 フレンチ・ピアニズム
の巨匠/オール・ドビュッシー・プログラム＞
曲／ドビュッシー：映像第1集より,ベルガマスク
組曲,前奏曲集第1集より,喜びの島 他　
¥3500
☎青葉の森公園芸術文化ホール
　043-266-3511

東京・関東

9 チケット月 の

8月20日〜 9月末 の 発売情報

WEBぶらあぼの「ぶらあぼコ
ンサート検索」では、順次最
新情報を更新しておりますの
でご利用ください。
http://search.ebravo.jp

●チケット購入の際には主催者
情報などをご確認下さい。

●内容や発売予定が変更にな
る場合がございます。



160

8/25（土）発売  
Les Frères × AUN J クラシック・
オーケストラ ガラコンサート
10/20（土）18：00　和光市民文化センター
＜AUN J クラシック・オーケストラ デビュー10周
年記念＞
¥5000
☎和光市民文化センター048-468-7771

田中宏明 ピアノ
11/23（金・祝）　水戸芸術館
☎水戸芸術館029-231-8000

新国立劇場 ヴェルディ 歌劇「ファル
スタッフ」（字幕付）
12/6（木）19：00　9（日）12（水）15（土）
14：00　新国立劇場
演出／ジョナサン・ミラー　指／カルロ・リッツィ
管／東京フィル　出／ロベルト・デ・カンディア 
マッティア・オリヴィエーリ 村上公太 小山陽二郎 
糸賀修平 妻屋秀和 エヴァ・メイ 幸田浩子 
エンケレイダ・シュコーザ 鳥木弥生　合唱／
新国立劇場合唱団　
¥23760〜4320
☎新国立劇場03-5352-9999

ちょっとお昼にクラシック 
平井千絵 フォルテピアノ
12/13（木）　水戸芸術館
☎水戸芸術館029-231-8000

Carte Blanche 小山実稚恵 Vol.2
2019.2/9（土）15：00　杉並公会堂
出／小山実稚恵p 矢部達哉vn 宮田大vc
曲／ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番「大公」
／メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番
¥4500〜3500
☎杉並公会堂03-5347-4450

8/26（日）発売  
ウェールズ弦楽四重奏団
11/25（日）14：00　逗子/なぎさホール
＜弦楽四重奏の名曲を聴く＞
出／﨑谷直人 三原久遠（以上vn） 横溝耕
一va 富岡廉太郎vc　曲／モーツァルト：弦楽
四重奏曲第15番「ハイドン四重奏曲第2番」
／ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第9番「ラズ
モフスキー第3番」 他　
¥2500 高校生以下¥1000
☎逗子文化プラザホール046-870-6622

8/27（月）発売  
早稲田大学交響楽団 Maple Concert
11/18（日）14：00　なかのZEROホール
指／寺岡清高　曲／ハイドン：交響曲第103番

「太鼓連打」／ストラヴィンスキー：春の祭典 他
¥1000
☎なかのZEROホール03-3382-9990

なかのZERO 
ファミリー・クリスマス・コンサート
12/1（土）11：00　なかのZEROホール
出／トラベル・ブラス・クインテット（濱口勝治 只友
佑季（以上tp） 岸上穣hr 東川暁洋tb 四條
由紀子tu） 青山政憲（p・作曲） 岡村明美

（朗読）　曲／クリスマス・ソング・メドレー 他　
¥2000 3歳〜小学生¥1000
☎なかのZEROホール03-3382-9990

8/28（火）発売  
フレッシュ名曲コンサート（室内楽） 
副田真之介（オーボエ） 篠原拓也（オー
ボエ） デュオ
11/4（日）14：00　
くにたち市民芸術小ホール
共／片山柊p　曲／アルビノーニ：2本のオー
ボエのための協奏曲／モリコーネ：ニュー・シネマ・
パラダイス 他　※発売日が変更になりました
¥2000 学¥1000
☎くにたち市民芸術小ホール042-574-1515

ヤノシュ・オレイニチャク ピアノ
11/6（火）19：00　代官山ヒルサイドテラス
＜オール・ショパン・プログラム＞
曲／ショパン：バラード第1番,ポロネーズ第6番

「英雄」 他　¥20000（ディナー（「レストラン・
パッション」によるショパンが愛したディナーの
歴史的再現）付）〜5000
☎代官山ヒルサイドテラス03-5489-3705

楽器の秘密シーズンⅣ 第14回 徳永
二男（ヴァイオリン） ＆ 福田進一（ギター）
11/21（水）13：30　
かつしかシンフォニーヒルズ
＜2人の巨匠＞
※トーク＆演奏で幻想的な世界へ　
¥2000
☎かつしかシンフォニーヒルズ03-5670-2233

8/29（水）発売  
東京芸術劇場 ナイトタイム・パイプオル
ガンコンサート Vol.24
10/25（木）19：30　東京芸術劇場
出／シモーネ・ヴェッバー　
¥1000
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296

INNOVATION OPERA 
ストゥーパ〜新卒塔婆小町
12/1（土）14：00　ソニックシティ 
＜オープン30周年記念＞
指／西本智実（脚本・作曲補）　管／イルミ
ナートフィルハーモニーオーケストラ　出／佐久
間良子 村井國夫 尾上右近 玄玲奈（舞踏）
合唱／イルミナート合唱団 埼玉県立伊奈学園
総合高等学校音楽部
￥8000〜6000 Ys￥3000 埼玉県在住在勤
在学割有　
☎ソニックシティ048-647-7722

8/30（木）発売  
リリス芸術大学クラシック学部 特別編 
教授たちの放課後 昼下がりの室内楽
コンサート Vol.2
11/22（木）14：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
出／上野由恵fl 松田理奈vn 加藤昌則p　
曲／細川俊夫：線I（flソロ）／クライスラー：前
奏曲とアレグロ（vn＆p）／加藤昌則編：クリス
マス・ファンタジー 他　
¥3000
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

こがねいクリスマスコンサート 
森麻季（ソプラノ） ＆ 林美智子（メゾ
ソプラノ） デュオ
12/15（土）14：00　小金井 宮地楽器ホール
共／山岸茂人p　曲／ドリーブ：歌劇「ラクメ」

より／バッハ=グノー,シューベルト,マスカーニ：
アヴェ・マリア 他　
¥4000〜3500 U-25¥2000
☎小金井宮地楽器ホールチケットデスク
　042-380-8099

日本フィル「第九」

12/16（日）14：30　サントリーホール
指／井上道義　独／菅英三子S 福原寿美
枝A 錦織健T 青山貴Br　合唱／日本フィル
協会合唱団　

12/21（金）19：00　東京芸術劇場
12/22（土）18：00　
横浜みなとみらいホール
指／小林研一郎　独／石丸由佳og 安藤
赴美子S 山下牧子A 錦織健T 青戸知Br
合唱／東京音楽大学

12/25（火）19：00　サントリーホール
指／小林研一郎　独／石丸由佳og 市原
愛S 山下牧子A 錦織健T 青山貴Br　合唱／
武蔵野合唱団

12/26（水）27（木）19：00　東京芸術劇場
指／小林研一郎　独／石丸由佳og 市原
愛S 山下牧子A 錦織健T 青山貴Br　合唱／
日本フィル協会合唱団　　

※他曲有
¥9000〜6000 Gs¥6000 Ys¥3500
☎日本フィル03-5378-5911

神奈川フィル 定期 県民ホール名曲
シリーズ 第2回「第九」
12/21（金）19：00　神奈川県民ホール
指／広上淳一　独／高橋絵理S 平山莉奈Ms 
吉田浩之T 浅井隆仁Br　合唱／神奈川フィ
ル合唱団　
¥7000〜4000 25歳以下・70歳以上割有
☎神奈川フィル045-226-5107 
　神奈川芸術協会045-453-5080

Concert for KIDS 
0才からのクラシック
12/24（月・休）11：00 14：00　
Hakuju Hall
出／鵜木絵里S 浜まゆみmb 上田じんtp 新居
由佳梨p　曲／モーツァルト：きらきら星変奏曲
／アンダーソン：そりすべり 他　※大人のみの
入場不可　
各¥2500 0歳〜小学生¥1500
☎ソニー音楽財団03-3515-5261

8/31（金）発売  
千葉交響楽団メンバーらによるアフタ
ヌーンコンサート
11/3（土・祝）15：00　
青葉の森公園芸術文化ホール
＜やすらぎの歌声と室内楽のしらべ＞
出／千葉交響楽団（荒巻美沙子 田口史織

（以上vn） 春木英恵va 海老澤洋三vc） 柏原
奈穂S 横山歩p　曲／ブラームス：ハンガリー
舞曲第5番／プッチーニ：私のお父さん 他　
※4歳未満入場不可　¥1200
☎青葉の森公園芸術文化ホール
　043-266-3511

ラ・ルーチェ弦楽八重奏団 Vol.5
2019.1/4（金）19：00　東京文化会館（小） 
曲／ブラームス：弦楽六重奏曲第2番／グリエ
ール：弦楽八重奏曲op.5 他　
￥3000　
e-mail：laluce.octet@gmail.com（ラ・ルーチェ
事務局）
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9/1（土）発売  
0才からのコンサート
〜楽器との新たな出会い
12/1（土）10：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
出／高瀬真由子vn 荒井結子vc 石崎菜々hp 
大野真由子p　曲／ハチャトゥリアン：剣の舞
／ディズニーメドレー 他　¥1500
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

リリス・クリスマス・コンサート〜すべて
の人に届ける上質な音楽のひとときを
12/1（土）14：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
出／高瀬真由子vn 荒井結子vc 石崎菜々hp 
大野真由子p　曲／アンダーソン：クリスマス・
フェスティバル／バッハ,グノー,カッチーニ：アヴェ・
マリア・ファンタジー 他　※4歳〜入場可　
¥2000 中学生以下¥1000
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

新日本フィル

「第九」
12/14（金）19：00　サントリーホール
12/15（土）14：00　
すみだトリフォニーホール
12/16（日）14：00　オーチャードホール
指／アントニ・ヴィット　独／盛田麻央S 中島
郁子A 大槻孝志T 萩原潤Br　合唱／栗友
会合唱団　※他曲（og独奏）有（12/14のみ）
¥9000〜5000 学￥3000（限定数）

宮川彬良（指揮・ピアノ・司会） vs 新日本フィル 
コンチェルタンテ・スーパー 
超！ジルベスター・コンサート
12/31（月）15：00　
すみだトリフォニーホール
出／大山大輔 鈴木玲奈 今井学（以上vo） 
米山浩子og　合唱／栗友会合唱団　曲／
風のオリヴァストロ,歌劇「ブラック・ジャック」より 他
※構成：新井鷗子,4歳〜入場可　
¥6000〜4000 65歳以上・墨田区在住在勤
在学¥4500 中学生以下¥1000

ニューイヤー・コンサート 
一年の計はお正月にあり
2019.1/3（木）14：00　
すみだトリフォニーホール
指／円光寺雅彦　独／中館壮志cl　司／
田添菜穂子　曲／ J.シュトラウスⅡ：喜歌劇

「ジプシー男爵」入場行進曲,常動曲／ブラー
ムス：ハンガリー舞曲第1番 他　
¥5000〜2500 65歳以上・墨田区在住在勤
在学¥3000 小中学生¥1000

《年末年始Sセット券発売》
※12/15「第九」,12/31 超！ジルベスター・コン
サート,2019.1/3 ニューイヤー・コンサート 
3公演のうち、2公演以上のS席を同一枚数、
同時購入で一般価格より30％割引（他割引と
の併用不可）
☎新日本フィル03-5610-3815

B→C バッハからコンテンポラリーへ 
東京オペラシティリサイタルホール 19：00

高野麗音 ハープ
12/18（火）　
共／森川公美fl　曲／ダマーズ：シシリエンヌ・
ヴァリエ／武満徹：海へⅢ―アルト・フルートとハー
プのための／フォーレ：即興曲op.86 他　

松田理奈 ヴァイオリン
2019.1/22（火）

共／阪田知樹 中野公揮（以上p） 伊藤悠貴vc
曲／パーセル：シャコンヌ ト短調／ハルヴォシェン：
パッサカリア ト短調／中野公揮：Chaconne／
J.S.バッハ：無伴奏パルティータ第2番 他　

¥3000
☎東京オペラシティ03-5353-9999

ファンタスティック・ガラコンサート
12/29（土）15：00　神奈川県民ホール
指／松尾葉子　管／神奈川フィル　出／嘉目
真木子S 上野水香 柄本弾（以上バレエ） 石田
泰尚vn 吉見友貴p 他　司／宮本益光Br
¥7000〜3000 Sペア¥13000 学¥2000
☎チケットかながわ0570-015-415

ニューイヤーコンサート 工藤重典
（フルート） ＆ オーケストラ・アンサン
ブル金沢メンバーによる木管五重奏
2019.1/14（月・祝）14：00　
浦安音楽ホール
出／工藤重典fl 加納律子ob 遠藤文江cl 
柳浦慎史fg 金星眞hr　¥4000
☎浦安音楽ホール047-382-3035

バッハ・コレギウム・ジャパン「第九」
2019.1/24（木）19：00　
東京オペラシティコンサートホール
指／鈴木雅明　独／アン=ヘレン・モーエンS 
マリアンネ・ベアーテ・キーラントA アラン・クレイ
トンT ニール・デイヴィスBs　
¥11000〜5000
☎東京オペラシティ03-5353-9999

千住真理子 ヴァイオリン
2019.1/26（土）14：00　浦安音楽ホール
¥4000
☎浦安音楽ホール047-382-3035

ダニエル・ハーディング（指揮） 
マーラー・チェンバー・オーケストラ
2019.3/14（木）19：00　
東京オペラシティコンサートホール
曲／モーツァルト：交響曲第39番〜第41番「ジュ
ピター」　¥15000〜5000
☎東京オペラシティ03-5353-9999

9/2（日）発売  
ニューイヤーコンサート 
ウィーン・リング・アンサンブル
2019.1/3（木）15：00　よこすか芸術劇場
曲／ J.シュトラウスⅡ：ワルツ「芸術家の人生」
／メンデルスゾーン・メドレー 他　
¥6500〜4500 Sペア¥12000
☎よこすか芸術劇場046-823-9999

響きの森クラシック・シリーズ Vol.66
2019.1/12（土）15：00　
文京シビックホール
指／小林研一郎　管／東京フィル　独／
前橋汀子vn 幸田浩子S ジョン・健・ヌッツォT
司／朝岡聡　曲／メンデルスゾーン：ヴァイオ
リン協奏曲／レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」
より／プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より 他
¥9000〜7000
☎文京シビックホール03-5803-1111

オルガン・レクチャー（演奏付） ポジ
ティフ・オルガン ＋α（アルファ） アン
サンブルの楽しみ ヴァイオリンと奏
でるロマンティックなバロック！?
2019.1/20（日）13：00　
さいたま芸術劇場・大練習室

出／大塚直哉（og・講師） 島田真千子vn　
曲／ジャゾット：アルビノーニのアダージョ／ヴィ
タリ：シャコンヌ 他　¥1000
☎財団チケットセンター0570-064-939

9/4（火）発売  
新進演奏家育成プロジェクト 
若いトランペット奏者のための公開
マスタークラス
11/15（木）18：00　
東京オペラシティリサイタルホール
＜平成30年度次代の文化を創造する新進
芸術家育成事業＞
講師／杉木峯夫　聴講¥2000 学¥1000
☎日本演奏連盟03-3539-5131

くにたちスタジオコンサート Vol.91 
魅惑のピアノ・ユーフォニアムの世界！
11/17（土）14：00　
くにたち市民芸術小ホール・地下スタジオ
＜艶やかな音色と豊潤なひとときを＞
出／高橋克典eu 瀬尾愛栄p　曲／スパーク：
パントマイム／ホロヴィツ：ユーフォニアム協奏
曲 他　¥1000
☎くにたち市民芸術小ホール042-574-1515

日経ミューズサロン
日経ホール 18：30

【第479回】
ウィーン・ピアノ四重奏団 クリスマス・コン
サート
12/3（月）　
＜ウィーン・フィル・メンバーとピアニスト フォゥグ・
浦田陽子による洗練されたウィーンの響き！＞
曲／ドビュッシー：ピアノ三重奏曲第1番／ブラー
ムス：ピアノ四重奏曲第3番 他　

【第480回】
ヨハネス・フライシュマン（ヴァイオリン） ＆ 
村田千佳（ピアノ） ニューイヤーコンサート
2019.1/8（火）
＜オーストリア音楽大使によるウィーンからの贈
り物＞
曲／ R.シュトラウス：ソナタop.18／ヘルムート・
スティピッチ：新作・世界初演／クライスラー：ウィ
ーン狂詩曲風幻想曲 他　

【第481回】
シプリアン・カツァリス ピアノ
2019.2/19（火）
曲／シューマン：子供の情景／サン=サーンス：
動物の謝肉祭（カツァリス編） 他　

【第482回】
セルゲイ・アントノフ 無伴奏チェロ
2019.3/4（月）
＜チャイコフスキー国際コンクール覇者の静か
なる情熱。孤高のチェリストの帰還＞
曲／ J.S.バッハ：無伴奏組曲第1番／コダーイ：
無伴奏ソナタ 他　

¥3800 小〜高校生¥2500
☎日経公演事務局03-5281-8067

高橋悠治 作品演奏会 Ⅰ 歌垣
12/29（土）15：30 19：00　
東京オペラシティリサイタルホール

指／杉山洋一 高橋悠治　出／黒田亜樹p 
上野由恵fl 荒木奏美 鷹栖美恵子（以上ob） 
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田中香織 原浩介（以上cl） 笹崎雅通 山田
知史（以上fg） 守岡未央（ピッコロtp） 上田じん 
宮本弦（以上tp） 根本めぐみ 福川伸陽（以
上hr） 橋本晋哉 廣瀬大悟 村田厚生（以上tb） 
會田瑞樹 神田佳子 窪田健志（以上pc） 伊藤
亜美 印田千裕 周防亮介 徳永慶子 松岡
麻衣子（以上vn） 内山剛博 蟹江慶行 中木
健二 長谷川彰子 細井唯 山澤慧（以上vc） 
佐藤洋嗣cb 他　曲／高橋悠治：新作・世界
初演 他　
各¥4000 学¥2500
e-mail：nayac@mc.point.ne.jp（ナヤ・コレクテ
ィブ）

日本フィル「第九」
2019.1/29（火）19：00　東京芸術劇場
＜がん患者さんが歌う「第九」チャリティー＞
指／藤岡幸夫　独／佐藤美枝子S 向野由
美子A 錦織健T 折江忠道Br　合唱／がん
患者さんが歌う第九合唱団　
¥5000
☎日本フィル03-5378-5911

9/5（水）発売  
午後の音楽会 第97回 
吉川久子 フルート
11/15（木）14：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
共／山田大輔g　曲／タレガ：アルハンブラの
思い出／吉川久子：谷戸の風,道草／ドップラー：
ハンガリー田園舞曲より 他　
¥500
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

第95回 二期会オペラ研修所コンサート
11/16（金）18：30　北とぴあさくらホール
＜北とぴあ国際音楽祭関連公演＞
出／二期会オペラ研修所成績優秀者20名
¥3000〜2000 北区民割有（要問合せ）
☎二期会チケットセンター03-3796-1831

9/6（木）発売  
第26回 和波孝 （ヴァイオリン） 
クリスマス・バッハシリーズ
12/23（日・祝）14：00　東京文化会館（小） 
＜無伴奏ヴァイオリンの魅力 その2＞
曲／ J.S.バッハ：無伴奏ソナタ第1番・第3番,無
伴奏パルティータ第1番
￥4500〜4000　
☎AMATI 03-3560-3010

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団 
ウィンナワルツ・ニューイヤー・コンサート
2019.1/3（木）15：00　
横浜みなとみらいホール
＜横浜みなとみらいホール2019オープニング・
コンサート＞
指／ヨハネス・ヴィルトナーvn　曲／春の声,トリッ
チ・トラッチ・ポルカ,美しく青きドナウ 他　※中華
獅子舞のパフォーマンス,雅楽道友会による舞
楽有　
¥8500〜5000（土産付）
☎神奈川芸術協会045-453-5080

紀尾井 午後の音楽会 
明治150年 音楽の花開く Ⅳ
2019.1/18（金）13：30　紀尾井ホール（小）
出／野坂操壽 野坂惠璃（以上箏） 戸原直vn
曲／宮城道雄：春の海／シューベルト：ヴァイオ
リン・ソナチネop.137-1 他　

¥2500
☎紀尾井ホール03-3237-0061

みなとみらいクラシック・マチネ 
長原幸太（ヴァイオリン） 福川伸陽

（ホルン） 三浦友理枝（ピアノ）
2019.1/25（金）　
横浜みなとみらいホール（小）
＜名手と楽しむヨコハマの午後＞
曲／ R.シュトラウス：アンダンテ／ブラームス：ホ
ルン三重奏曲op.40（以上第1部）／チャイコフ
スキー：ワルツ・スケルツォ／ショスタコーヴィチ：
ピアノ三重奏曲第2番（hr三重奏版）（以上
第2部） 他　
各¥1500 1日券¥2700
☎横浜みなとみらいホール045-682-2000

朝活コンサートVol.3 春、愛、恋〜ス
プリングコンサート 梅村知世（ピアノ） 
& 鈴木舞（ヴァイオリン）
2019.2/8（金）10：30　浜離宮朝日ホール
＜知れば知るほど楽しめる！＞
共／小沼純一（解説）　司／飯田有抄（構成）
曲／グリーグ：朝／シューマン=リスト：春の夜,
献呈／モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第25番
／クライスラー：美しきロスマリン 他　
¥3000（プレセミナー付）
☎全日本ピアノ指導者協会03-3944-1583

9/7（金）発売  
第54回 日伊声楽コンコルソ入賞者
披露 イタリアオペラ名曲コンサート
11/25（日）14：00　よみうり大手町ホール
出／土屋優子 竹下みず穂 砂田愛梨（以上S）
共／佐藤美枝子S 村上敏明T 河原忠之p

（以上ゲスト）　司／南條年章　曲／ベッリー
ニ：歌劇「夢遊病の女」より／プッチーニ：歌劇

「ラ・ボエーム」より 他　
¥5000
☎AMATI 03-3560-3010

紀尾井 明日への扉22 
フランシスコ・フラナ ヴァイオリン
11/30（金）19：00　紀尾井ホール
曲／グラナドス：ソナタ／フランク：ソナタ　
¥2500 学¥1000
☎紀尾井ホール03-3237-0061

新日本フィル 
ドラゴンクエスト コンサート
12/9（日）14：00　府中の森芸術劇場
指／梅田俊明　曲／すぎやまこういち：交響
組曲「ドラゴンクエストV」天空の花嫁　
¥5000〜4000
☎新日本フィル03-5610-3815

とちぎ舞台芸術アカデミー「音楽部門」
栃木県楽友協会「第九」
12/16（日）14：00　宇都宮市文化会館
指／荻町修　管／栃木県楽友協会管弦楽団

（栃木県交響楽団）　合唱／栃木県楽友協会
合唱団（公募）　他曲／ J.シュトラウスⅡ：美し
く青きドナウ　¥1500
☎栃木県総合文化センター028-643-1013

フレッシュ名曲コンサート
12/22（土）15：00　調布市グリーンホール
＜オペラ・映画・ミュージカルの世界＞
指／原田慶太楼　管／新日本フィル　独／
黒岩航紀p 加藤のぞみMs　曲／ビゼー：歌劇

「カルメン」抜粋／ラフマニノフ：パガニーニの
主題による狂詩曲／バーンスタイン：シンフォニッ
ク・ダンス　
¥3000〜2000
☎調布市グリーンホール042-481-7222

日本声楽家協会「日暮里びぶらアート
劇場」独演コンサート 第134回 
望月哲也 テノール
2019.1/8（火）19：00　
日暮里サニーホール
¥3000
☎日本声楽家協会03-3821-5166

9/8（土）発売  
下丸子うたの広場「秋」歌でめぐる世界
の旅・心に響く日本の歌
11/20（火）13：30　大田区民プラザ（小）
＜平日昼間を歌で楽しむ＞
出／山田武彦（p・司） 下丸子うたの広場シン
ガーズ（後藤真美S 山下裕賀Ms 吉田連T 
的場正剛Br）　曲／赤とんぼ,アメイジング・グ
レイス 他　¥2000
☎大田区文化振興協会03-3750-1555

エル・システマ・フェスティバル 
ガラコンサート
12/1（土）15：00　東京芸術劇場
出／東京ホワイトハンドコーラス ララ・ソモス 
国内子どもオーケストラ（相馬市・大槌町・駒ヶ
根市） 他　¥2000 高校生以下¥1000 障が
いのある方割有（要事前予約）
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296

シーリル・マルメダール・ハウゲ（ヴォー
カル・作曲） ＆ ヤコブ・ヤング（ギター・
作曲）
12/8（土）17：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
曲／Paul Simon：Still Crazy All These Years 他
¥2800 リリス券¥2500
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

小曽根真 クリスマス・ジャズナイト
12/20（木）21（金）19：00　
オーチャードホール
＜Bunkamura 30周年記念＞
出／小曽根真 THE TRIO（小曽根真p ジェ
ームス・ジーナスbs クラレンス・ペンds） 他　
¥8500〜7500
☎Bunkamura 03-3477-3244

鎌倉芸術館「第九」
12/23（日・祝）15：00　鎌倉芸術館
＜心に響け、世界に届け 歓喜の歌＞
指／鈴木恵里奈　管／鎌倉交響楽団　独／
大隅智佳子S 徳永桃子A 園山正孝T 武田
直之Br　合唱／鎌倉芸術館「第九」2018
合唱団　他曲／ブラームス：悲劇的序曲　
¥2000 学割有
☎鎌倉芸術館チケットセンター0120-1192-40

ニューイヤー・コンサート 
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
2019.1/12（土）15：00　
やまと芸術文化ホール
指／アレクサンダー・ジョエル　独／アナ・マリア・
ラビンS トーマス・ブロンデルT　バレエ／バレエ・
アンサンブルSVOウィーン　曲／ J.シュトラウ
スⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」 他　
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¥8000〜7000
☎やまと芸術文化ホールチケットデスク
　046-263-3806

ミクローシュ・ペレーニ チェロ 
浜離宮朝日ホール 19：00

【第1日】2019.2/14（木）　
曲／ベートーヴェン：ソナタ第1番・第4番・第3番 他

【第2日】2019.2/15（金）
曲／ベートーヴェン：ソナタ第2番・第5番 他　

＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
共／イムレ・ローマンp　

《2日間セット券》¥13000
《単券》¥7000
☎朝日ホール・チケットセンター03-3267-9990

日本オペラ協会 
三木稔 オペラ「静と義経」
新宿文化センター 14：00

2019.3/2（土）　
出／坂口裕子 中井亮一 森口賢二 泉良平 
向野由美子 家田紀子 他

2019.3/3（日）
出／沢崎恵美 中鉢聡 清水良一 豊嶋祐壹 
上田由紀子 東城弥恵 他　　

＜創立60周年記念＞
演出／馬場紀雄　指／田中祐子　管／東京
フィル　合唱／日本オペラ協会合唱団
¥12000〜2500
☎日本オペラ振興会チケットセンター
　03-6721-0874

藤沢にゆかりのある音楽家たち Vol.2
2019.3/17（日）15：00　
湘南台文化センター
出／堤剛 倉田澄子（トークのみ） 香月麗 笹沼
樹 佐山裕樹 濱田遥 森田啓佑 水野優也
¥3000 学¥2000
☎藤沢市みらい創造財団芸術文化事業課
　0466-28-1135 

9/9（日）発売  
都民劇場音楽サークル第660回定期 
プラハ交響楽団
2019.1/17（木）19：00　東京文化会館
指／ピエタリ・インキネン　独／樫本大進vn
曲／ブラームス：ヴァイオリン協奏曲op.77／ドヴォ
ルザーク：交響曲第9番「新世界より」　
¥16000〜8000
☎都民劇場03-3572-4311

パルテノン多摩 
ミュージックサロン・シリーズ 
パルテノン多摩（小） 15：00

【Vol.36】曽根麻矢子 チェンバロ
2019.1/26（土）　
曲／モーツァルト：きらきら星変奏曲／ラモー：ガ
ヴォットと変奏 他　

【Vol.37】Viva Italia！鈴木秀美 
18世紀イタリアのチェロ作品を弾く
2019.2/23（土）
共／山本徹（vc・通奏低音） 上尾直毅（cm・g）
曲／ヴィヴァルディ：ソナタ イ短調／ランゼッティ：
ソナタ第5番／ボッケリーニ：ソナタ第1番・第2
番 他　

【Vol.38】松本和将 ピアノ
2019.3/24（日）
曲／モーツァルト：トルコ行進曲／シューマン：トロイ
メライ／ベートーヴェン：ソナタ第14番「月光」 他

＜室内楽を極める〜音楽ジャーナリスト岩野
裕一のプレトークと名手たちの熱演＞
¥4000 親子ペア¥5000 学¥2000
☎チケットパルテノン042-376-8181

9/10（月）発売  
黒川侑 ヴァイオリン
2019.2/21（木）19：00　東京文化会館（小）
共／青柳晋p　曲／バルトーク：狂詩曲第1番
／グリーグ：ソナタ第3番 他　￥4000　
☎日本アーティスト03-5305-4545

9月上旬発売  
アドルフォ・バラビーノ ピアノ
12/10（月）19：00　浜離宮朝日ホール 
曲／ブラームス：バラード集op.10／リスト：ソナタ 
ロ短調 他　￥4000 学￥2500　
☎日本アーティスト03-5305-4545

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ
2019.1/5（土）14：00　
横浜みなとみらいホール　
☎神奈川芸術協会045-453-5080

外山啓介（ピアノ） ＆ 辻本玲（チェロ） 
一夜限りのスペシャル・コンチェルト
2019.2/1（金）19：00　サントリーホール 
指／円光寺雅彦　管／東京フィル　曲／エル
ガー：チェロ協奏曲op.85／ショパン：ピアノ協奏曲
第1番 他
☎チケットスペース03-3234-9999

9/11（火）発売  
アフタヌーンコンサート ＃7 
サクソフォンカルテットを愉しむ
11/8（木）14：00　
横浜市緑区民文化センター（みどりアートパーク）
＜4人が織りなすハーモニー＞
出／ Urban Saxphone Quartet　曲／モー
ツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲／ピエルネ：
民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 他　
¥1500
☎横浜市緑区民文化センター045-986-2441

東京シティ・フィル 

定期
東京オペラシティコンサートホール

《シーズンセット券（ウィンターシーズン・全
3公演）》¥13200〜7000 60歳以上¥12500〜
10500

《単券》¥6300〜3200 60歳以上¥4800〜4000
U30/U20・江東区民割有

【第321回】2019.1/11（金）19：00　
＜ブラームス 交響曲全曲演奏シリーズ Ⅱ＞
指／飯守泰次郎　曲／ブラームス：交響曲
第3番・第1番　

【第322回】2019.2/16（土）14：00　
指／下野竜也　独／南紫音vn　曲／オッフェ
ンバック：喜歌劇「天国と地獄」序曲／シェーン
ベルク：ヴァイオリン協奏曲op.36／スッペ：喜歌劇

「軽騎兵」序曲 他　

【第323回】2019.3/16（土）14：00　
指／高関健　独／小山実稚恵p　曲／バル
トーク：ピアノ協奏曲第2番／コダーイ：ハンガリー
民謡「孔雀が飛んだ」による変奏曲 他　

ティアラこうとう定期
ティアラこうとう 14：00
¥3700〜2300 U30/U20・江東区民割有

【第55回】2019.1/26（土）　
指／高関健　曲／ベートーヴェン：バレエ音楽

「プロメテウスの創造物」,交響曲第6番「田園」

【第56回】2019.3/23（土）　
指／川瀬賢太郎　独／上原彩子p　曲／ラフ
マニノフ：ピアノ協奏曲第2番,交響曲第2番

☎東京シティ・フィル03-5624-4002

9/12（水）発売  
名曲サロン Vol.17 Chor stella
12/1（土）14：00　
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザホール
＜クリスマスの贈り物＞
曲／ホワイト・クリスマス,冬が来る前に 他　
☎さくらプラザ045-866-2501

宮田大 チェロ
12/12（水）19：00　
横浜市緑区民文化センター（みどりアートパーク）
＜開館5周年＞
共／ジュリアン・ジェルネp　曲／メンデルスゾー
ン：ソナタ第2番／ショパン：ソナタop.65 他　
¥3500 ペア¥6500 高校生以下¥1500 70歳
以上・障がいのある方¥3000
☎横浜市緑区民文化センター045-986-2441

名フィル
2019.3/24（日）15：00　
東京オペラシティコンサートホール
指／小泉和裕　独／セドリック・ティベルギアンp
曲／リスト：ピアノ協奏曲第1番／ R.シュトラウス：
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 他　
¥6200〜3100
☎名フィル052-339-5666

9/15（土）発売  
第53回 神奈川県立音楽堂クリスマス
音楽会「メサイア」全曲
12/8（土）13：30　
相模女子大学グリーンホール
指／小泉ひろし　管／神奈川フィル　独／
山口清子S 彌勒忠史CT 中嶋克彦T 青山
貴Br　合唱／神奈川県合唱連盟 音楽堂

「メサイア」未来プロジェクト（高校生）　
¥1500
☎チケットかながわ0570-015-415

佐渡裕（指揮） 
シエナ・ウインド・オーケストラ
12/20（木）19：00　府中の森芸術劇場
＜バーンスタイン生誕100年記念＞
曲／バーンスタイン：シンフォニック・ダンス,「キャン
ディード」序曲 他　¥6500〜4500
☎チケットふちゅう042-333-9999

クリスマスコンサート「歌うクリスマス1」
―マリア、現る！
12/21（金）19：00　22（土）16：00
紀尾井ホール
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＜クリスマスにマリアをテーマとした古今の歌
を楽しむ＞
出／林美智子Ms 山田武彦（p・お話） 黒田
博Br 他　司／松井咲子　※第1部「クラシッ
ク界のマリア」,第2部「マリア、世界を駆け巡る」
¥6500〜4000 Sペア¥12000 学¥2000
☎紀尾井ホール03-3237-0061

オーケストラ・アンサンブル金沢 
ニューイヤーコンサート
2019.1/15（火）19：00　紀尾井ホール
＜フォルクハルト・シュトイデ（リーダー＆ヴァイオリン）
を迎えて＞
曲／モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番／シュ
トラウス・ファミリーのワルツ＆ポルカ集
￥6000〜5000　
☎石川県立音楽堂076-232-8632

日本フィル 杉並公会堂シリーズ 第5回
2019.1/18（金）19：00　杉並公会堂
指／川瀬賢太郎　独／高橋維S 錦織健T
曲／ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
／ヴェルディ：歌劇「椿姫」より 他　
¥5300〜3100
☎杉並公会堂03-5347-4450

たいらじょう × 宮田大アンサンブル
「SALOME/サロメ」（世界初演）
2019.1/19（土）20（日）15：00　
東京文化会館（小）
出／たいらじょう（演出・脚本・美術・人形操演） 
宮田大（音楽監督・vc） 山崎祐介hp 谷口拓
史cb 若山健太ob　※クラシック音楽の様 な々
時代と作曲家の作品から選曲　
¥5800〜2000
☎東京文化会館事業係03-3828-2111

アリーナ・イブラギモヴァ（ヴァイオリン） 
＆ セドリック・ティベルギアン（ピアノ） 
デュオ
2019.2/17（日）15：00　さいたま芸術劇場
☎財団チケットセンター0570-064-939

次代へ伝えたい名曲 第14回 
清水和音 ピアノ
2019.2/24（日）15：00　さいたま芸術劇場
¥4000〜3000 U-25¥1500
☎財団チケットセンター0570-064-939

今井信子 ヴィオラ「夢」第6回 
ハンガリアン・スケッチ
2019.3/5（火）19：00　浜離宮朝日ホール
共／ミハーリ・シポスvn マールタ・グヤーシュp
曲／バルトーク：ルーマニア民俗舞曲／ブラー
ムス：ソナタ第1番 他　¥6000
☎AMATI 03-3560-3010

くちづけ〜現代音楽と能
2019.3/9（土）16：00　東京文化会館（小）
＜日本・ハンガリー国交樹立150周年記念＞
演出／平田オリザ（ペーテル・エトヴェシュ

「Harakiri」「くちづけ」）　企画アドバイザー／
ペーテル・エトヴェシュ 細川俊夫　出／青木
涼子（能） 斎藤和志fl 山根孝司 コハーン・イ
シュトヴァーン（以上cl） 横島礼理vn 多井智
紀vc 神田佳子pc　曲／中堀海都：二つの異
なる絵／バログ・マーテー：名所江戸百景（以
上世界初演）／エトヴェシュ：Harakiri,くちづけ

（国際共同委嘱・日本初演）／細川俊夫：線Ⅵ
¥4000〜2000 25歳以下¥1000
☎東京文化会館事業係03-3828-2111

9/16（日）発売  
シリーズ杜の響き Vol.39 
千住真理子 ヴァイオリン
12/8（土）14：00　杜のホールはしもと
共／山洞智p　曲／ドビュッシー：月の光／モン
ティ：チャールダーシュ 他　
¥4500 ペア¥8000 学¥2500 
☎チケットMove 042-742-9999

小曽根真 ピアノ
2019.2/10（日）14：30　
秦野市文化会館（小）
¥4000 学¥2000
☎秦野市文化会館0463-81-1211

都民劇場音楽サークル第661回定期 
ベルリン放送交響楽団
2019.3/20（水）19：00　東京文化会館
指／ウラディーミル・ユロフスキ　独／レイフ・オ
ヴェ・アンスネスp　曲／ブラームス：ピアノ協奏曲
第1番／マーラー：交響曲第1番「巨人」　
¥17000〜8500
☎都民劇場03-3572-4311

9/17（月・祝）発売  
ヤノシュ・オレイニチャク ピアノ
11/11（日）14：00　つくばノバホール
＜オール・ショパン・プログラム＞
曲／ショパン：バラード第1番,ポロネーズ第6番

「英雄」 他　¥3500
☎つくば文化振興財団029-856-7007

9/19（水）発売  
MUZAパイプオルガン クリスマス・
コンサート ヴァン・ダイクのクリスマス
朗読劇「もう1人の博士」
12/22（土）14：00　
ミューザ川崎シンフォニーホール
＜言葉と音楽で彩るファンタジー＞
出／松居直美og 鈴木美紀子S　曲／ J.S.バッ
ハ：「高き天よりわれらは来たれり」によるカノン
風変奏曲BWV769a 他　
¥3500 U25¥1000
☎ミューザ川崎シンフォニーホール
　044-520-0200

日本フィル 
第226回サンデーコンサート
2019.1/6（日）14：00　東京芸術劇場
指／大植英次　独／竹澤恭子vn　曲／メン
デルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲／ブラームス：
交響曲第1番 他　
¥7000〜4000 Gs￥4000 Ys￥1500
☎日本フィル03-5378-5911

トッパンホール ニューイヤーコンサート
2019.1/6（日）15：00　トッパンホール
出／三浦一馬bn 岡本侑也vc 藤田真央 イリ
ヤ・ラシュコフスキー（以上p） 住谷美帆sx 他
曲／ムソルグスキー=長生淳：展覧会の絵／
J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ＆パルティ
ータorチェロ組曲より／ブラームス：パガニーニ
の主題による変奏曲op.35／藤倉大：osm〜
無伴奏チェロのための 他　
¥6000 学¥3000
☎トッパンホール03-5840-2222

パトリツィア・コパチンスカヤ 
ヴァイオリン
2019.1/14（月・祝）15：00　トッパンホール
共／ポリーナ・レシェンコp　曲／エネスク：ソナタ
第3番「ルーマニア民俗風」／ラヴェル：ツィガ
ーヌ 他　¥8000 学¥4000
☎トッパンホール03-5840-2222

祝祭のオスティナート〜4人のオルガ
ニストが紡ぐ明日への響き
2019.1/14（月・祝）16：00　
ミューザ川崎シンフォニーホール
出／大木麻理 梅干野安未 石丸由佳 三原
麻里　曲／ J.S.バッハ：パッサカリアBWV582 他
¥2500 U25¥1000
☎ミューザ川崎シンフォニーホール
　044-520-0200

神奈川フィル 定期 
県民ホール名曲シリーズ 第3回
2019.1/19（土）15：00　神奈川県民ホール
＜何度でも聴きたい！名曲達の競演・響宴 第
2弾＞
指／小泉和裕　曲／ヴェルディ：歌劇「運命
の力」序曲／ビゼー：「アルルの女」第2組曲／
リスト：交響詩「レ・プレリュード」／チャイコフス
キー：荘厳序曲「1812年」 他　
¥6000〜3000 70歳以上割有
☎神奈川フィル045-226-5107 
　神奈川芸術協会045-453-5080

9/20（木）発売  
サントリーホール クリスマスコンサート 
バッハ・コレギウム・ジャパン 
ヘンデル オラトリオ「メサイア」
12/23（日・祝）15：00　サントリーホール
指／鈴木雅明　独／森谷真理S 藤村実穂
子A（Ms） ザッカリー・ワイルダーT ベンジャミン・
ベヴァンBs　
¥9500〜4000 学¥1000 S席限定「ホテルオー
クラディナー付券¥24000（問／ホテルオークラ
東京イベント予約係03-3224-7688）
☎サントリーホール0570-55-0017

第60回 日本赤十字社 献血チャリティ・
コンサート New Year Concert
2019.1/19（土）14：00　サントリーホール
指／小林研一郎　管／都響　独／仲道郁
代p　曲／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番

「皇帝」／ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世
界より」　¥6000〜2000
☎ソニー音楽財団03-3515-5261

9/21（金）発売  
国立音楽大学オーケストラ 
第130回定期
12/2（日）15：00　国立音楽大学講堂
指／現田茂夫　独／奈良希愛p　曲／ブラー
ムス：ピアノ協奏曲第1番／チャイコフスキー：
交響曲第5番 他　※14：30〜 ogプレコンサー
ト有　¥1000
☎国立音楽大学演奏センター042-535-9535

国立音楽大学シンフォニック ウインド 
アンサンブル 第47回定期
12/9（日）14：00　国立音楽大学講堂
指／新田ユリ 井手詩朗　曲／足本憲治：委
嘱・世界初演／伊藤康英：吹奏楽のための交
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響詩「ぐるりよざ」／リード：ロシアのクリスマス
音楽／バーンスタイン：シンフォニック・ダンス 他
※13：30〜 ogプレコンサート有　
¥1000
☎国立音楽大学演奏センター042-535-9535

創遊・楽落らいぶ Vol.45
12/14（金）11：00　東京文化会館（小）
＜音楽家と落語家のコラボレーション＞
出／春風亭昇太（落語） 大和加奈vn 清水
詩織vc 山本佳澄p　※第1部：ミニコンサート,
第2部：落語と音楽のコラボレーション　
¥500
☎東京文化会館事業係03-3828-2111 

都響 

第871回定期Bシリーズ
2019.1/10（木）19：00　サントリーホール
指／大野和士　独／パトリツィア・コパチンス
カヤvn　曲／シェーンベルク：ヴァイオリン協奏曲
op.36／ブルックナー：交響曲第6番（ノヴァーク版）
¥8000〜4000

定期Aシリーズ
東京文化会館 19：00
¥7500〜3200

【第872回】2019.1/15（火）
指／大野和士　独／イアン・ボストリッジT　
曲／マーラー：「少年の不思議な角笛」より／
プロコフィエフ：交響曲第6番 他　

【第874回】2019.3/26（火）　
指／エリアフ・インバル　独／ガブリエル・リプ
キンvc　曲／ブロッホ：ヘブライ狂詩曲「シェロモ」
／ショスタコーヴィチ：交響曲第5番 他　

定期Cシリーズ
東京芸術劇場 14：00

【第873回】2019.2/2（土）　
指／ニコラス・コロン　独／キット・アームストロン
グp　曲／ハイドン：ピアノ協奏曲Hob.ⅩⅧ：11
／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」

（1945年版） 他　
¥6500〜2500

【第875回】2019.3/31（日）
指／エリアフ・インバル　独／サリーム・アシュ
カールp　曲／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第
1番／チャイコフスキー：交響曲第5番　
¥7500〜3500

プロムナードコンサートNo.381
2019.2/9（土）14：00　サントリーホール
指／小泉和裕　独／川久保賜紀vn　曲／
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲op.47／チャイコ
フスキー：交響曲第1番「冬の日の幻想」　
¥6500〜3200

都響スペシャル
2019.3/17（日）14：00　サントリーホール
指／エリアフ・インバル　曲／ブルックナー：交
響曲第8番（ノヴァーク：第2稿・1890年版）　
¥8000〜4000

☎都響0570-056-057

東京文化会館 上野 de クラシック 
東京文化会館（小）

【Vol.23】
アレッサンドロ・ベヴェラリ クラリネット
2019.1/31（木）11：00
¥500

【Vol.24】
コハーン・イシュトヴァーン クラリネット
2019.2/2（土）14：00　
共／石亀協子 迫田圭（以上vn） 鈴村大樹va 
ピーティ田代櫻vc 木村将之cb 高橋ドレミp
¥1500

【Vol.25】荒井里桜 ヴァイオリン
2019.2/20（水）11：00
¥500

【Vol.26】ノ・ヒソン ピアノ
2019.3/13（水）11：00
¥500

＜東京音楽コンクール入賞者によるクラシック
コンサート＞
☎東京文化会館事業係03-3828-2111

9/22（土）発売  
パイプオルガン・クリスマス・コンサート
12/19（水）19：00　
すみだトリフォニーホール
出／シモン・ボレノog 他　
¥1500
☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

エルワン・ル・プラド（オルガン） ＆ 青木
早希（オルガン） クリスマスコンサート
12/23（日・祝）15：00　
神奈川県民ホール（小）
¥3500 ペア¥6500 学¥2000
☎チケットかながわ0570-015-415

横浜みなとみらいホール 
ジルベスターコンサート
12/31（月）21：00　
横浜みなとみらいホール
演出／大島尚志（台本）　指／飯森範親　
管／横浜みなとみらいホール・ジルベスターオー
ケストラ　出／徳永二男vn ゲルハルト・オピッツ 
小川典子（以上p） 小林沙羅S 村上敏明T 他
司／朝岡聡　曲／池辺晋一郎：ヨコハマファン
ファーレ／ムソルグスキー：「展覧会の絵」より 他
￥11000〜6000
☎横浜みなとみらいホール045-682-2000

新日本フィル ニューイヤー・コンサート 
in すみだ曳舟
2019.1/4（金）15：00　曳舟文化センター
指／円光寺雅彦　¥4000
☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

若林かをり フルーティッシモ！plus
2019.2/1（金）19：00　
すみだトリフォニーホール（小）
共／有馬純寿（エレクトロニクス） 西川竜太

（指揮） ヴォクスマーナ（コンテンポラリー・ヴォー
カル・アンサンブル）　曲／J.S.バッハ=シャリーノ：
トッカータとフーガBWV565／ノーノ：息づく静寂
〜バスフルート、合唱、ライヴ・エレクトロニクス
のための（日本初演） 他　¥3000
☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

東京楽所 第12回定期 奉祝の雅楽
2019.2/2（土）14：00　サントリーホール 
※管絃「越天楽残楽三返」,舞楽・番舞「左舞 
萬歳楽,右舞 延喜楽」 他
￥6000〜3000　
☎AMATI 03-3560-3010

小林海都 ピアノ
2019.2/7（木）19：00　
すみだトリフォニーホール（小）
¥3000
☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

トリフォニーホール・グレイト・オーケ
ストラ・シリーズ すみだ平和祈念音楽祭 
すみだトリフォニーホール 19：00

上岡敏之（指揮） ＆ 新日本フィル
2019.3/11（月）　
曲／ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」 他
¥7000〜5000

ダニエル・ハーディング（指揮） ＆ マーラー・
チェンバー・オーケストラ
2019.3/13（水）
曲／シューベルト：交響曲第3番／ブルックナー：
交響曲第4番「ロマンティック」 他　
¥15000〜9000

☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

トリフォニーホール・グレイト・オーケ
ストラ・シリーズ クリスティアン・アル
ミンク（指揮） ＆ ベルギー国立リエー
ジュ・フィルハーモニー管弦楽団
2019.6/30（日）15：00　
すみだトリフォニーホール
独／ティエリー・エスケシュog　曲／サン=サー
ンス：交響曲第3番「オルガン付」 他　
¥12000〜8000
☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

9/23（日・祝）発売  
新国立劇場 ワーグナー 歌劇「タンホ
イザー」（字幕付）
2019.1/27（日）30（水）2/2（土）9（土）14：00
2/6（水）17：30　新国立劇場
演出／ハンス=ペーター・レーマン　指／アッ
シャー・フィッシュ　管／東響　出／妻屋秀和 
トルステン・ケール ローマン・トレーケル 鈴木准 
萩原潤 与儀巧 大塚博章 リエネ・キンチャ アレ
クサンドラ・ペーターザマー 吉原圭子　合唱／
新国立劇場合唱団　バレエ／新国立劇場
バレエ団　¥27000〜5400
☎新国立劇場03-5352-9999

9/25（火）発売  
子どもといっしょにクラシック 
クリスマス・オーケストラ・コンサート
12/9（日）13：30 16：00　第一生命ホール
管／ARCUS　曲／アンダーソン：クリスマス・フェ
スティバル 他　※4歳〜入場可　
各¥2000 4歳〜小学生¥1000
☎TANチケットデスク03-3532-5702

Brilliant Christmas 
クロマチックハーモニカ コンサート
12/20（木）15：30　
横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
出／山下伶 他　曲／戦場のメリークリスマス,
ひまわり,The Rose 他　¥2500
☎横浜市鶴見区民文化センター
　045-511-5711

MUZA ジルベスターコンサート
12/31（月）15：00　
ミューザ川崎シンフォニーホール
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指／秋山和慶　管／東響　独／福井晶一 
吉沢梨絵 笠松はる 上原理生（以上vo）　
合唱／昭和音楽大学 洗足学園音楽大学
¥7000〜4000
☎ミューザ川崎シンフォニーホール
　044-520-0200

二期会サロンコンサート Vol.198 
うたの福袋
2019.1/24（木）19：00　
カワイ表参道・パウゼ
＜華麗なるソプラノデュオの世界＞
出／大網かおり 渡邊仁美（以上S） 飯田彰子p
¥3500
☎二期会チケットセンター03-3796-1831

エルデーディ弦楽四重奏団
2019.2/23（土）14：00　第一生命ホール
出／蒲生克郷 花崎淳生（以上vn） 桐山建
志va 花崎薫vc　曲／イベール：弦楽四重奏曲
ハ長調／ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第8番

「ラズモフスキー第2番」 他　
¥4000 60歳以上¥3500 小学生〜25歳¥1500
☎TANチケットデスク03-3532-5702

クァルテット・エクセルシオ × クァル
テット奥志賀
2019.3/9（土）14：00　第一生命ホール
出／クァルテット・エクセルシオ（西野ゆか 山田
百子（以上vn） 吉田有紀子va 大友肇vc） クァ
ルテット奥志賀（会田莉凡 小川響子（以上vn） 
七澤達哉va 黒川実咲vc）　曲／モーツァルト：
弦楽四重奏曲第16番／ヤナーチェク：弦楽四重
奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」／エネスコ：
弦楽八重奏曲op.7　
¥4000 60歳以上¥3500 小学生〜25歳¥1500
☎TANチケットデスク03-3532-5702

9/26（水）発売
日本フィル ソニックシティシリーズ 
さいたま定期6公演セット券（第112回
〜第117回） ＋「第九」発売
ソニックシティ 19：00　
※第112回 2019.3/8,第113回 5/24,第114回 
7/5,第115回 9/27,第116回 11/8,第117回 
2020.1/10,「第九」2019.12/13,詳細はウェブ
サイト（http：//www.sonic-city.or.jp/）をご覧
ください　
6公演セット券¥28050〜17850 Ys¥10200 

「第九」同時購入1回券¥5950〜3400 Ys¥1700
☎ソニックシティ048-647-7722

9/27（木）発売  
日本フィル 第379回名曲コンサート
2019.1/13（日）14：30　サントリーホール
指／下野竜也　独／三浦文彰vn ヨナタン・
ローゼマンvc　曲／ブラームス：ヴァイオリンと
チェロのための二重協奏曲op.102／ドヴォル
ザーク：交響曲第9番「新世界より」 他　
¥7000〜3000 Gs¥4000 Ys¥1500
☎日本フィル03-5378-5911

東京ニューシティ管 第122回定期
2019.1/19（土）14：00　東京芸術劇場
＜オーストリアと韓国の精鋭＞
指／アーネスト・ホッツェル　独／ミー・リョvc 
曲／ドヴォルザーク：チェロ協奏曲op.104／チャ
イコフスキー：交響曲第4番　
¥6500〜2500
☎東京ニューシティ管03-5933-3266

9/28（金）発売  
アストロリコ四重奏 タンゴ・コンサート
12/2（日）14：00　
松伏町/田園ホール・エローラ
出／門奈紀生bn 麻場利華vn 平花舞依p 
滝本恵利cb　曲／リベルタンゴ,バンドネオン
の嘆き,ラ・クンパルシータ 他　
¥3000 高校生以下¥2000
☎田園ホール・エローラ048-992-1001

「音楽のおくりもの」0歳からのクリス
マスコンサート
12/22（土）11：00 14：00　
小山市立文化センター（小）
出／アンサンブル・ディヴェルターズ　曲／となり
のトトロ,ディズニーメドレー　
各¥1500 小学生以下¥500
☎栃木県総合文化センター028-643-1013

平日の贈り物 ランチタイム・コンサート 
Vol.27 ヴィタリ・ユシュマノフ バリ
トン クリスマスコンサート
12/25（火）12：00　宇都宮市文化会館（小）
曲／ラフマニノフ：夜の神秘な静けさの中／バー
リン：ホワイト・クリスマス 他　
¥1000
☎栃木県総合文化センター028-643-1013

9/29（土）発売  
横須賀芸術劇場合唱団 定期Vol.45

「第九」
12/9（日）15：00　よこすか芸術劇場
指／原田慶太楼　管／横須賀交響楽団　
独／吉原圭子S 成田伊美A 澤崎一了T 友
清崇Br　共／防衛大学校音楽部 玉川大学

（以上ch）　¥2100〜1100
☎よこすか芸術劇場046-823-9999

ギンザめざましクラシックスVol.86
12/13（木）19：00　王子ホール
出／高嶋ちさ子vn 軽部真一（フジテレビアナ
ウンサー） 他　¥5500
☎王子ホール03-3567-9990 
　キョードー東京0570-550-799

サントリーホールのクリスマス・イヴ 
Shall We Music？
12/24（月・休）14：00　サントリーホール
指／川瀬賢太郎　出／東京佼成ウインドオー
ケストラ 他　曲／ショスタコーヴィチ：祝典序曲
／バーンスタイン：キャンディード序曲 他　
¥7000〜5000 Sペア¥12240（限定50組） S席
限定「ホテルオークラブッフェ付券¥14000

（問／ホテルオークラ東京イベント予約係03-
3224-7688）
☎サントリーホール0570-55-0017

ウィーン・シュトラウス・フェスティバル・
オーケストラ
2019.1/9（水）19：00　
東京オペラシティコンサートホール

☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

リッカルド・ムーティ（指揮） 
シカゴ交響楽団
東京文化会館

2019.1/30（水）19：00　
曲／ブラームス：交響曲第1番・第2番　

2019.1/31（木）19：00　2/2（土）14：00
＜オペラ・フェスティバル特別プロ＞
独／ヴィットリア・イェオS ダニエラ・バルチェッロー
ナMs フランチェスコ・メーリT ディミトリ・ベロセ
ルスキーBs　合唱／東京オペラシンガーズ
曲／ヴェルディ：レクイエム　

2019.2/3（日）14：00
曲／リムスキー=コルサコフ：交響組曲「シェエ
ラザード」／チャイコフスキー：交響曲第5番　

《2演目・3演目セット券/単券》
※詳細はウェブサイト（http：//www.nbs.or.jp/）
をご覧ください
☎NBS 03-3791-8888

キット・アームストロング ピアノ
2019.2/4（月）19：00　
浜離宮朝日ホール
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

阪田知樹 ピアノ
2019.2/11（月・祝）13：00　
横浜みなとみらいホール
￥4000〜3000
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040
　神奈川芸術協会045-453-5080

アリーナ・イブラギモヴァ（ヴァイオリン） 
＆ セドリック・ティベルギアン（ピアノ）
2019.2/13（水）19：00　王子ホール
＜ブラームス ヴァイオリン・ソナタ全曲＞
¥6500
☎王子ホール03-3567-9990

銀座ぶらっとコンサート
王子ホール 13：30

＃131  鈴木大介 ギター 映画と音楽6
2019.2/20（水）　
＜映画の日本＞
曲／池辺晋一郎：カーチヤのテーマ／小六禮
次郎：野球部、演劇の舞台に立つ／伊福部昭：
サンタ・マリア／林光：裸の島／武満徹：○と△
の歌 他　

＃132 宮本益光（バリトン）の王子な午後24
2019.3/6（水）
＜オペレッタからミュージカルへ＞
共／加藤昌則p　曲／レハール：喜歌劇「メリー・
ウィドウ」より／レイ：「ラ・マンチャの男」より／ロウ：
「マイ・フェア・レディ」より 他　

¥3200
☎王子ホール03-3567-9990

ウィーン チェロ・アンサンブル 5＋1
2019.2/24（日）14：00　サントリーホール
曲／ハイドン：チェロ協奏曲第1番第3楽章／
モンティ：チャールダーシュ／レハール：君こそ
わが心のすべて／ラヴェル：ボレロ 他　
¥8000〜5000
☎ノア・チケット03-3417-7000

米元響子 ヴァイオリン
2019.3/2（土）　浜離宮朝日ホール
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

宮田大 チェロ “大 ism” Vol.9
2019.3/7（木）19：00　王子ホール
共／大萩康司g　曲／ファリャ：スペイン民謡
組曲／ニャタリ：チェロとギターのためのソナタ／
ピアソラ=角田隆太：ブエノスアイレスの四季 他
¥6500
☎王子ホール03-3567-9990
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牛田智大 ピアノ
2019.3/21（木・祝）13：30　
横浜みなとみらいホール
￥4000〜3000
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040
　神奈川芸術協会045-453-5080

transit Vol.9 
カルテット・アマービレ
2019.3/23（土）14：00　王子ホール
出／篠原悠那 北田千尋（以上vn） 中恵菜va 
笹沼樹vc　曲／ウェーベルン：弦楽四重奏の
ための5つの楽章／ベートーヴェン：弦楽四重
奏曲第8番「ラズモフスキー第2番」 他　
¥3500
☎王子ホール03-3567-9990

クリスティアーネ・カルク ソプラノ
2019.3/30（土）14：00　王子ホール
共／マルコム・マルティヌp　曲／クララ・シュー
マン：なぜ他の人にたずねるのか／シューマン：
女の愛と生涯／アルマ・マーラー：頌歌／マー
ラー：リュッケルト歌曲集 他　¥6500
☎王子ホール03-3567-9990

9/30（日）発売  
横須賀芸術劇場少年少女合唱団
ステージ33 クリスマス・コンサート
12/16（日）15：00　よこすか芸術劇場
指／渕上千里 廣橋英枝　共／水戸見弥
子p　曲／アダン：さやかに星はきらめき／ラター：
ドンキー・キャロル 他　※4歳未満入場不可
¥1500 4歳〜高校生¥1000
☎よこすか芸術劇場046-823-9999

N響

「第九」
12/22（土）17：00　23（日・祝）24（月・休）
15：00　26（水）19：00　NHKホール
指／マレク・ヤノフスキ　独／藤谷佳奈枝S 
加納悦子Ms ロバート・ディーン・スミスT アル
ベルト・ドーメンBr　合唱／東京オペラシンガーズ
¥15000〜4500 25歳以下¥4500〜2500

「第九」Special Concert
12/27（木）19：00　サントリーホール
指／マレク・ヤノフスキ　独／藤谷佳奈枝S 
加納悦子Ms ロバート・ディーン・スミスT アル
ベルト・ドーメンBr 勝山雅世og　合唱／東京
オペラシンガーズ　他曲／ギルマン：オルガン・
ソナタ第1番第3楽章 他　
¥17500〜8000 25歳以下¥6000

☎N響ガイド03-5793-8161

サントリーホール ジルベスター・コン
サート ウィーン・フォルクスオーパー
交響楽団
12/31（月）22：00　サントリーホール
指／アレクサンダー・ジョエル　独／アナ・マリア・
ラビンS トーマス・ブロンデルT　バレエ／バレエ・
アンサンブルSVOウィーン　曲／ J.シュトラウ
スⅡ：ポルカ・シュネル「雷鳴と稲妻」／カールマン：
喜歌劇「チャールダーシュの女王」より 他　
¥12000〜6000
☎サントリーホール0570-55-0017

サントリーホール ニューイヤー・コン
サート ウィーン・フォルクスオーパー
交響楽団
2019.1/1（火・祝）2（水）3（木）14：00　
サントリーホール

＜日本オーストリア友好150周年記念＞
指／アレクサンダー・ジョエル　独／アナ・マリア・
ラビンS トーマス・ブロンデルT　バレエ／バレエ・
アンサンブルSVOウィーン　曲／カールマン：
喜歌劇「マリッツァ伯爵家令嬢」より／J.シュトラ
ウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」 他　
¥11000〜5000
☎サントリーホール0570-55-0017

9月中発売  
VOCES8（ヴォーチェス・エイト） 
クリスマスコンサート
12/23（日・祝）14：00 19：30　
東京オペラシティコンサートホール
☎カジモト・イープラス0570-06-9960

大阪フィル 第51回東京定期
2019.1/22（火）19：00　サントリーホール
指／尾高忠明　独／神尾真由子vn　曲／
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番／エルガー：
交響曲第1番 他　
¥6000〜3000
☎大阪フィル06-6656-4890

古澤巌 ヴァイオリン
2019.2/20（水）14：00　
横浜みなとみらいホール
☎神奈川芸術協会045-453-5080

全国

8/21（火）発売  
0歳から！親子でたのしむクラシック音楽
10/17（水）10：30 13：00　
吹田/メイシアター（中）
出／金関環vn 木村政雄vc 宮川真由美p 他
曲／ J.シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ／
チャイコフスキー：弦楽セレナードより 他　
各¥1500 0歳〜中学生¥500
☎メイシアター06-6386-6333

河村尚子 ピアノ
11/27（火）19：00　
京都コンサートホール（小）
＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
曲／ベートーヴェン：ソナタ第18番「狩猟」・第
21番「ワルトシュタイン」・第23番「熱情」 他　
¥4000
☎京都ミューズ075-441-1567

8/22（水）発売  
サラマンカホール・レジデント・カルテット 
第2回定期
11/20（火）19：00　サラマンカホール
出／西村洋美 波馬朝加（以上vn） 太田
奈々子va 紫竹友梨vc　曲／ハイドン：弦楽
四重奏曲第75番／ベートーヴェン：弦楽四重
奏曲第7番「ラズモフスキー第1番」　
¥500
☎サラマンカホール058-277-1110

関西フィル「第九」
12/15（土）14：30　ザ・シンフォニーホール
指／飯守泰次郎　独／石橋栄実S 二塚直
紀T 大沼徹Br 他　合唱／田辺第九合唱団

※他曲有　¥6000〜3000 学¥1000
☎関西フィル06-6577-1381

聖夜のトランペット
12/22（土）14：00　ザ・シンフォニーホール
＜クリスマス・スペシャル・コンサート＞
出／ブランドン・ライデナワーtp ジェレミー・ジョー
ダンp　曲／ニニ・ロッソ：夜空のトランペット／
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー／クリス
マスソング 他　¥3800
☎光藍社050-3776-6184

8/24（金）発売  
札響 定期
札幌コンサートホールKitara

【第613回】
10/26（金）19：00　27（土）14：00
指／小泉和裕　独／クララ・ジュミ=カンvn　
曲／ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番／ベー
トーヴェン：交響曲第3番「英雄」 他　

【第614回】
11/30（金）19：00　12/1（土）14：00　
指／マックス・ポンマー　独／マルティン・シュ
タットフェルトp　曲／ J.S.バッハ：ピアノ協奏曲
第1番／シューマン：交響曲第3番「ライン」 他

【第615回】
2019.1/25（金）19：00　26（土）14：00
指／マティアス・バーメルト　曲／マルタン：4つ
の管楽器、打楽器、弦楽のための協奏曲／
ブラームス：交響曲第2番 他　

【第616回】
2019.2/15（金）19：00　16（土）14：00
指／広上淳一　独／ジャン・エフラム=バヴ
ゼp　曲／ラヴェル：ピアノ協奏曲ト長調,左手
のためのピアノ協奏曲,ラ・ヴァルス 他

【第617回】
2019.3/15（金）19：00　16（土）14：00
指／クシシュトフ・ウルバンスキ　独／アレクサン
ドラ・スムvn　曲／ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン
協奏曲第1番／ストラヴィンスキー：バレエ音楽

「春の祭典」 他　

¥6500〜3000 U25¥1500
☎札響011-520-1771

木嶋真優 ヴァイオリン
10/28（日）14：00　宝塚ベガ・ホール
共／坂野伊都子p ベガ ジュニア アンサンブル
曲／エルガー：愛のあいさつ 他　
¥3500 学¥1500
☎宝塚市文化財団0797-85-8844

東響 第111回新潟定期
12/2（日）17：00　りゅーとぴあ
指／飯守泰次郎　独／ウェンシン・ヤンvc　
曲／シューマン：チェロ協奏曲op.129／ワーグ
ナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
第1幕への前奏曲 他　
¥7000〜2000
☎りゅーとぴあ025-224-5521

8/25（土）発売  
カナディアン・ブラス
10/25（木）19：00　えずこホール
¥5000 U-24¥2500
☎えずこホール0224-52-3004
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秋の子ども音楽会「ステージできく」
コンサート
11/4（日）11：00 14：00　
ハーモニーホールふくい・ステージ
＜毎年恒例 0歳からのコンサート＞
出／松谷由美（vn・プロデュース） 渡邉辰紀vc 
遠藤柊一郎cb 服部真由子p　
各¥2000 0歳〜高校生割・車イス席有
☎ハーモニーホールふくい0776-38-8282

山中千尋ニューヨーク・トリオ
11/7（水）19：00　
ハーモニーホールふくい（小）
※ガーシュウィンの楽曲を中心に　
¥4000 車イス¥3200 学割有
☎ハーモニーホールふくい0776-38-8282

第65回 南海コンサート
11/11（日）15：00　
河内長野/ラブリーホール
指／井上道義　管／大阪フィル　独／大萩
康司g　曲／ロドリーゴ：アランフェス協奏曲／
ムソルグスキー=ラヴェル：組曲「展覧会の絵」 他
¥3000 ペア¥5000
☎ラブリーホール0721-56-6100

郷古廉（ヴァイオリン） ＆ 加藤洋之
（ピアノ）
11/22（木）19：00　
ハーモニーホールふくい（小）
＜ブラームス ヴァイオリン・ソナタ・ツィクルス（全
3曲）＞
¥3000 車イス¥2400 学割有
☎ハーモニーホールふくい0776-38-8282

VOCES8（ヴォーチェス・エイト） 
クリスマスコンサート
12/22（土）15：00　岡崎市シビックセンター
＜ボーカルアンサンブル＞
¥4500 ペア¥8000 学¥2000
☎岡崎市シビックセンター0564-72-5111

8/26（日）発売  
アンサンブルの楽しみ 
演奏家のつどい Vol.10
10/14（日）14：00　びわ湖ホール（小）
出／一般公募で選ばれた出演者　共／松村
衣里hp 中山航介mb（以上ゲスト）　
¥500
☎びわ湖ホール077-523-7136

野外音楽フェス〜みやまの森の響き
10/28（日）13：00　
霧島/みやまコンセール・野外音楽堂
出／はいだしょうこ 恵畑ゆう 小野田龍之介

（以上ゲスト） 県内音楽団体　司／赤塚里美
※0歳〜入場可,荒天時 みやまコンセール・主
ホールにて開催　
¥1000 学・幼児（3歳以上）¥500
☎みやまコンセール0995-78-8000

グレートピアニストシリーズ 
霧島/みやまコンセール

第3弾！小山実稚恵
11/4（日）14：00
＜ピアノで紡ぐ音楽への愛＞
¥4000 学¥2000

第4弾！イーヴォ・ポゴレリッチ
12/1（土）15：00　

＜60歳記念＞
¥6000 学¥3000

《セット券》¥8500 学¥3500
☎みやまコンセール0995-78-8000

京響 第629回定期
11/17（土）18（日）14：30　
京都コンサートホール
指／アレクサンドル・ラザレフ　曲／グラズノフ：
バレエ音楽「四季」／ボロディン：交響曲第2番
※プレトーク有　
¥5000〜2000
☎京響075-711-3110 
　京都コンサートホール075-711-3231

8/28（火）発売
九響「第九」の夕べ
12/21（金）19：00　
アルモニーサンク北九州ソレイユホール
指／下野竜也　独／吉原圭子S 小林由佳Ms 
村上敏明T 宮本益光Br　合唱／北九州市民
フロイデコール　
¥4000 学¥1100
☎九響092-823-0101

8/29（水）発売  
オーケストラ・アンサンブル金沢 
第409回定期フィルハーモニー・シ
リーズ
11/29（木）19：00　石川県立音楽堂
指／オリ・ムストネンp　曲／ヒンデミット：4つの
気質―ピアノと弦楽オーケストラのための主題
と変奏／ムストネン：九重奏曲第2番（弦楽合
奏版・日本初演）／シベリウス：劇付随音楽「ペレ
アスとメリザンド」組曲 他　
¥6000〜1000
☎石川県立音楽堂076-232-8632

アフタヌーンコンサート 広島ウインド
オーケストラ ブラス・クインテット
12/9（日）14：00　シンフォニア岩国
出／村上俊也 三島明子（以上tp） 吉田尚
史hr 福原恭平tb 湊英幸tu　曲／アメイジング・
グレイス,クリスマス・クラッカー 他　
¥1000 学¥500
☎シンフォニア岩国0827-29-1600

8/30（木）発売  
山響 ユアタウンコンサート
12/2（日）15：00　伝国の杜・置賜文化ホール
指／園田隆一郎　独／梯剛之p　曲／シュー
ベルト：交響曲第7番「未完成」／ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 他　
¥4000〜3000 学¥1500
☎山響023-625-2204 
　伝国の杜・置賜文化ホール0238-26-2666

8/31（金）発売  
よりみち音楽会 
宝塚ベガ・ホール 14：00　

三浦夏実 ピアノ
11/16（金）

古瀬まきを（ソプラノ） 法貴彩子（ピアノ）
12/3（月）

¥500
☎宝塚市文化財団0797-85-8844

9/1（土）発売  
開館20周年記念 
スペシャル・ガラ・コンサート
11/11（日）14：30　盛岡市民文化ホール
指／岩村力　管／仙台フィル　出／盛岡市内
で活動する舞台芸術文化団体　曲／長谷川
恭一：ここからはじまる物語／ヴィヴァルディ：

「四季」より／エルガー：威風堂々第1番 他　
¥3000 U-25¥1500
☎盛岡市民文化ホール019-621-5100

パスカル・ロジェ（ピアノ） × 三川内焼
〜ドビュッシーと光
11/25（日）14：00　アルカスSASEBO（中）
＜オール・ドビュッシー・プログラム/Mプロジェクト＞
¥4500 学¥2000
☎アルカスSASEBO 0956-42-1111

小林道夫 チェンバロ
12/3（月）18：30　iichiko音の泉ホール
¥3000 25歳以下¥1500
☎iichiko総合文化センター097-533-4004

9/2（日）発売  
第33回 松江プラバ音楽祭 錦織健

（テノール） ＆ 朝川朋之（ハープ・ピ
アノ・編曲）
11/4（日）14：00　松江/プラバホール
曲／ヘンデル：歌劇「リナルド」より／菅野よう子：
花は咲く／プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」
より 他　※トーク付　
¥5000〜2000 学¥2500〜1000
☎プラバチケットコーナー0852-27-6400

サクソフォン × パイプオルガンコン
サート
12/23（日・祝）14：00　福島市音楽堂
出／平野公崇sx 梅干野安未og　曲／フラ
ンク：前奏曲、フーガと変奏曲／ J.S.バッハ：主よ、
人の望みの喜びよ 他　
¥2000 学¥1000
☎福島市音楽堂024-531-6221

9/4（火）発売  
新進演奏家育成プロジェクト 
若いトランペット奏者のための公開
マスタークラス
11/17（土）17：00　北日本新聞ホール
＜平成30年度次代の文化を創造する新進
芸術家育成事業＞
講師／杉木峯夫　聴講¥2000 学¥1000
☎日本演奏連盟03-3539-5131

九響 第372回定期
12/1（土）15：00　福岡シンフォニーホール
指／ジョセフ・ウォルフ　独／コルネリア・ヘル
マンp　曲／モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番
／エルガー：交響曲第1番 他　
¥5200〜3100 学¥1100
☎九響092-823-0101

大阪フィル 新春名曲コンサート
2019.1/12（土）15：00　
フェスティバルホール
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指／円光寺雅彦　¥7000〜3000
☎大阪フィル06-6656-4890

9/5（水）発売  
500円おひるまコンサート 
河野真弥 ピアノ
11/12（月）14：00　吹田/メイシアター（中）
曲／モーツァルト：きらきら星変奏曲／ドビュッシー：
アラベスク第1番 他　¥500
☎メイシアター06-6386-6333

9/6（木）発売  
南紫音 ヴァイオリン
12/1（土）15：00　北九州市立響ホール
¥3000 25歳以下¥2000
☎響ホール音楽事業課093-663-6661

プラハ国立劇場オペラ 
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」
2019.1/19（土）15：00　
盛岡市民文化ホール
¥14000〜6000 U-25¥3000
☎盛岡市民文化ホール019-621-5100

9/8（土）発売  
さきらジュニアオーケストラ 
第9回定期
11/23（金・祝）15：00　
栗東芸術文化会館さきら
指／秋山和慶　独／横坂源vc　曲／ハイドン：
チェロ協奏曲第2番／ブラームス：交響曲第1
番 他　※4歳〜入場可　
¥1000 高校生以下¥500
☎栗東芸術文化会館さきら077-551-1455

札響の「第九」
12/15（土）16（日）14：00　
札幌コンサートホールKitara
指／大友直人　独／中江早希S 金子美香Ms 
山本耕平T 与那城敬Br　合唱／札響合唱団
他曲／モーツァルト：歌劇「皇帝ティートの慈悲」
序曲　¥6500〜2000 U25¥1500
☎札響011-520-1771

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
（新演出・英語字幕付・日本語上演）
2019.2/3（日）15：00　熊本県立劇場
＜全国共同制作プロジェクト＞
演出・振付／森山開次　指／井上道義　管／
九響　出／ヴィタリ・ユシュマノフ 三戸大久 
髙橋絵理 デニス・ビシュニャ 鷲尾麻衣 金山
京介 小林沙羅 近藤圭　合唱／ラスカーラ・
オペラ合唱団ダンス／浅沼圭 碓井菜央 梶田
留以 庄野早冴子 中村里彩 引間文佳 水谷
彩乃 南帆乃佳 山本晴美 脇坂優海香　
¥8000〜6000 障がいのある方・25歳以下割有
☎熊本県立劇場096-363-2233

パイプオルガンコンサートシリーズ 
Vol.63 世界のオルガニスト
2019.2/23（土）14：00　
京都コンサートホール
＜J.S.バッハへのオマージュ＞
出／アレシュ・バールタ　曲／J.S.バッハ：コラール

「目覚めよ、と呼ぶ声あり」／ボエルマン：ゴシック
組曲op.25／リスト：バッハの名による前奏曲と
フーガ 他　¥1000 高校生以下¥500
☎京都コンサートホール075-711-3231

9/9（日）発売  
気軽にクラシック18 Adam（アダム） 
サクソフォン四重奏
12/9（日）14：00　びわ湖ホール（小）
出／山下友教 田口雄太 野原シーサー朝宇 
奥野祐樹　¥1000
☎びわ湖ホール077-523-7136

びわ湖ホール名曲コンサート 
神尾真由子 ヴァイオリン
2019.1/14（月・祝）14：00　びわ湖ホール
共／ミロスラフ・クルティシェフp　曲／フランク：
ソナタ イ長調／ガーシュウィン=ハイフェッツ：
「ポーギーとベス」より 他　
¥3000〜2000 25歳未満¥1000
☎びわ湖ホール077-523-7136

9/10（月）発売  
しいきアルゲリッチハウス 室内楽シ
リーズ “ベートーヴェンがつむぐもの”
別府/しいきアルゲリッチハウス

【Vol.7】庄司紗矢香（ヴァイオリン） ＆ 小菅
優（ピアノ） デュオ
11/26（月）19：00　
※18：40〜伊藤京子によるレクチャー付　

【Vol.8】川本嘉子（ヴィオラ） ＆ 小山実稚恵
（ピアノ） デュオ
12/1（土）15：00　
※14：40〜伊藤京子によるレクチャー付　

【Vol.9】竹澤恭子 ヴァイオリン
2019.2/10（日）15：00　
共／江口玲p　※14：40〜伊藤京子によるレク
チャー付　

【Vol.10】伊藤京子 ピアノ・レクチャーコン
サート
2019.3/17（日）15：00

《4公演シリーズセット券（Vol.7〜 Vol.10）》
¥16000

《単券》¥5000

公開ヴァイオリン・マスタークラス
2019.2/11（月・祝）　
講師／竹澤恭子　聴講￥1500　

☎アルゲリッチ芸術振興財団0977-27-2299

9月上旬発売  
アドルフォ・バラビーノ ピアノ
12/13（木）19：00
名古屋/電文ザ・コンサートホール 
12/17（月）19：00
DMG MORI やまと郡山城ホール
曲／ブラームス：バラード集op.10／リスト：ソナタ 
ロ短調 他
￥4000 学￥2500　
☎日本アーティスト03-5305-4545

9/12（水）発売  
いばらきオペラ亭 Vol.32 
プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」

12/1（土）14：00　
茨木市クリエイトセンター
出／清原邦仁 北野智子　
¥1800
☎茨木市文化振興財団072-625-3055

「羊と鋼の森」を歩く
12/2（日）15：00　サラマンカホール
出／宮下奈都（作家） 外山洋司（調律師） 
金子三勇士p　曲／リスト：ラ・カンパネラ／久
石譲：The Dream of the Lambs（劇場版エン
ディングテーマ） 他　
¥4000〜2000 学割有
☎サラマンカホール058-277-1110

オーケストラ・アンサンブル金沢 
ファンタスティック・オーケストラコン
サート Vol.1 青島広志 オペラ「黒蜥蜴」
12/14（金）19：00　石川県立音楽堂
演出／青島広志　指／沖澤のどか　出／
横山美奈 木村綾子 大山大輔 宝福英樹　
¥5000〜2000
☎石川県立音楽堂076-232-8632

名フィル 

第65回市民会館名曲シリーズ
2019.1/10（木）18：45　
日本特殊陶業市民会館
＜ベートーヴェン・ツィクルスX/日本音楽財団スト
ラディヴァリウス・シリーズ4「ロード・ニューランズ
＆フォイアマン」＞
指／小泉和裕　独／キム・スーヤンvn 石坂
団十郎vc 田村響p　曲／ベートーヴェン：ヴァ
イオリン、チェロとピアノのための三重協奏曲
op.56,交響曲第5番「運命」　
¥7700〜1500

定期
愛知県芸術劇場コンサートホール

【第464回】
2019.1/18（金）18：45　19（土）16：00
＜アンデルセン「人魚姫」＞
指／ジョン・アクセルロッド　独／萩原麻未p
曲／酒井健治：ピアノ協奏曲（委嘱・世界初演）
／ツェムリンスキー：交響詩「人魚姫」 他　
¥6200〜3100 D売切

【第465回】
2019.2/22（金）18：45　23（土）16：00　
＜レム「ソラリス」/日本音楽財団ストラディヴァ
リウス・シリーズ5「ドラゴネッティ」＞
指／アントニ・ヴィット　独／ヴェロニカ・エーベ
ルレvn　曲／藤倉大：「ソラリス」組曲（日本初演）
／ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲op.53／チャ
イコフスキー：交響曲第5番　
¥6200〜3100 D売切

【第466回】
2019.3/22（金）18：45　23（土）16：00
＜ニーチェ「ツァラトゥストラ」＞
指／小泉和裕　独／セドリック・ティベルギア
ンp　曲／リスト：ピアノ協奏曲第1番／ R.シュト
ラウス：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 他
¥7200〜4100 D売切

豊田市コンサートホール・シリーズVol.6
2019.2/2（土）16：00　
豊田市コンサートホール
＜開館20周年記念＞
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指／尾高忠明　独／竹澤恭子vn 広瀬悦
子p 天羽明惠S　共／豊田市ジュニアオーケ
ストラ　合唱／東京混声合唱団　曲／サン=
サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番／ラヴェル：
ピアノ協奏曲ト長調／プーランク：グローリア ト
長調 他　
¥5100〜3100

平日午後のオーケストラ Vol.3
2019.3/13（水）14：00　
日本特殊陶業市民会館
＜日本音楽財団ストラディヴァリウス・シリーズ6

「エングルマン」＞
指／円光寺雅彦　独／ベンジャミン・ベイルマ
ンvn　曲／シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
op.47／チャイコフスキー：交響曲第6番「悲
愴」 他　
¥7700〜1500

☎名フィル052-339-5666 
　豊田市コンサートホール0565-35-8200
　（2/2のみ）

都響
2019.3/24（日）14：00　
愛知県芸術劇場コンサートホール
指／エリアフ・インバル　独／ガブリエル・リプ
キンvc　曲／チャイコフスキー：ロココ風の主題
による変奏曲op.33／ショスタコーヴィチ：交響曲
第5番 他　¥7500〜3000
☎アイ・チケット0570-00-5310

9/13（木）発売  
いにしえのひびきにのせて 
チェンバロコンサート
11/20（火）14：00　宝塚ベガ・ホール
＜ローマへの音旅＞
出／中田聖子cm 河内知子 稲富友有子（以上
b-vn）　曲／コレッリ：トリオ・ソナタop.4-4 他
¥500
☎宝塚ベガ・ホール0797-84-6192

日本センチュリーリサイタルシリーズ 
Vol.7 巖埼友美 ヴァイオリン
12/20（木）19：00　
豊中市立文化芸術センター（小）
曲／ブーレーズ：アンテーム 他　
¥2500
☎豊中市立文化芸術センター06-6864-5000

9/14（金）発売  
音楽との出会いⅣ 児玉麻里（ピアノ） 
＆ 児玉桃（ピアノ） デュオ
12/2（日）15：00　
三原市芸術文化センターポポロ
＜チャイコフスキー・ファンタジー＞
曲／チャイコフスキー：「眠りの森の美女」組曲
より（ラフマニノフ編）,「くるみ割り人形」より（ア
レンスキー編） 他　
¥4000 ペア¥7000 25歳以下¥2000
☎三原市芸術文化センターポポロ
　0848-81-0886

9/15（土）発売  
コンサートホール“クリスマス”フェス
ティバル
12/8（土）10：00　豊田市コンサートホール

指／野津如弘　管／愛知室内オーケストラ
独／徳岡めぐみog　※楽器体験等ワークショッ
プ有　¥1500 4歳〜高校生¥500
☎豊田市コンサートホール0565-35-8200

ソノス・ハンドベル 天使のハーモニー 
クリスマス・コンサート
12/8（土）16：00　ハーモニーホールふくい
＜クリスマスを彩るハンドベルとオルガンの清ら
かな音色＞
共／石丸由佳og　曲／バッハ=グノー：アヴェ・
マリア／ジングルベル 他　
¥2000 車イス¥1600 学割有
☎ハーモニーホールふくい0776-38-8282

びわ湖ホール オペラへの招待 
林光 オペラ「森は生きている」（室内
オーケストラ版/日本語上演・字幕付）
2019.1/19（土）20（日）14：00　
びわ湖ホール（中）
演出／中村敬一　指／寺嶋陸也p　管／
ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団　出／びわ
湖ホール声楽アンサンブル 滋賀県内合唱団
のみなさん　
¥5000 25歳未満¥2000
☎びわ湖ホール077-523-7136

9/16（日）発売  
広響 第385回プレミアム定期
11/16（金）18：45　
広島文化学園HBGホール
指／クリスティアン・アルミンク　独／諏訪内
晶子vn　曲／ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
ニ長調,交響曲第4番　
¥6200〜5200 学¥1500
☎広響082-532-3080

9/18（火）発売  
山響 第273回定期
11/17（土）19：00　18（日）15：00
山形テルサ
指／鈴木秀美　独／中江早希S 中嶋克彦T 
氷見健一郎Bs　合唱／山響アマデウスコア
曲／ハイドン：オラトリオ「天地創造」　
¥4700〜4200 Bペア¥7200 学¥2500
☎山響023-625-2204

チェコ国立ブルノ・フィルハーモニー
管弦楽団
2019.2/11（月・祝）14：00　新潟県民会館
指／レオシュ・スワロフスキー　独／マシュー・
バーリーvc　曲／ドヴォルザーク：チェロ協奏曲,
交響曲第9番「新世界より」 他　
¥9000〜5000
☎りゅーとぴあ025-224-5521

9/19（水）発売  
クリスマス オルガンPOPSコンサート
12/7（金）19：00　サラマンカホール
出／石丸由佳　曲／ディズニーメドレー,オー
バー・ザ・レインボー 他　¥500
☎サラマンカホール058-277-1110

サラマンカホールのクリスマス物語 
喜歌劇「こうもり」のクリスマスパー
ティーへようこそ
12/24（月・休）14：00　サラマンカホール

出／松波千津子 城宏憲（以上ゲスト） 田中
祐衣 杉浦孝治 日比野景 今尾奈  々サラマン
カホール・レジデント・カルテット サラマンカホール・
クリスマス合唱団　※喜歌劇「こうもり」をベース
にしたオリジナル演出　
¥1000 学割有
☎サラマンカホール058-277-1110

9/20（木）発売  
0才からの親子で楽しむクラシックコン
サート
12/22（土）11：00　北九州市立響ホール
出／新居由佳梨p 高見信行tp　
¥2000 0歳〜小学生¥1000
☎響ホール音楽事業課093-663-6661

9/21（金）発売  
静響 県民参加による歓喜の歌「第九」
12/15（土）14：00　
清水文化会館マリナート
指／高関健　独／腰越満美S 加納悦子Ms 
望月哲也T 三戸大久Br　合唱／県民参加
による合唱団　※他曲有　
¥4500〜3500 学¥1500
☎静響054-203-6578

9/22（土）発売  
京響「第九」
12/27（木）28（金）19：00　
京都コンサートホール
指／下野竜也　独／吉原圭子S 小林由佳Ms 
吉田浩之T 宮本益光（Br・語り）　合唱／京響
コーラス　他曲／シェーンベルク：ワルシャワの
生き残り―語り、男声合唱と管弦楽のための
¥5500〜3500
☎京響075-711-3110 
　京都コンサートホール075-711-3231

9/23（日・祝）発売  
ニューイヤーコンサート ウィーン・シュ
トラウス・フェスティヴァル・オーケストラ
2019.1/5（土）15：00　オーバード・ホール
指／ペーター・グート　出／アネッテ・リーピナS 
平野和Bs-Br 他　
¥6000〜4000 学¥2000
☎富山市民文化事業団総務企画課
　076-445-5610

北山クラシック倶楽部 
ベルチャ弦楽四重奏団
2019.1/31（木）19：00　
京都コンサートホール（小）
＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
曲／ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第11番「セリ
オーソ」・第15番 他　
¥5000
☎京都コンサートホール075-711-3231

9/25（火）発売  
ユリアンナ・アヴデーエワ ピアノ
2019.2/20（水）19：00　
名古屋/電文ザ・コンサートホール

曲／ドビュッシー：版画／ショパン：スケルツォ第
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3番／ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」 他
¥6000 学¥3000
☎電気文化会館052-204-1133

山根一仁（ヴァイオリン） ＆ 北村朋幹
（ピアノ）
2019.2/27（水）19：00　
名古屋/電文ザ・コンサートホール
¥4000 学¥2000
☎電気文化会館052-204-1133

9/26（水）発売  
九響 第15回名曲・午後のオーケストラ
12/23（日・祝）14：00　
福岡シンフォニーホール
指／下野竜也　独／吉原圭子S 小林由佳Ms 
村上敏明T 宮本益光Br　曲／ベートーヴェン：
交響曲第9番「合唱付」　
¥6000〜4000 学¥1500
☎九響092-823-0101

関西フィル 
Meet the Classic Vol.38
2019.1/23（水）19：00　いずみホール
指／藤岡幸夫　独／東儀秀樹（雅楽師）　
曲／東儀秀樹とのスペシャル・コラボ／ブラー
ムス：交響曲第1番 他　
¥4000〜3000 学¥2000
☎関西フィル06-6577-1381

日本センチュリー交響楽団 
いずみ定期No.40
2019.1/25（金）19：00　いずみホール
＜ハイドンマラソン＞
指／飯森範親　独／松浦奈々vn　曲／ハイ
ドン：交響曲第12番・第65番・第94番「驚愕」
／野村誠：ポーコン（ヴァイオリンとポータブル
打楽器のための協奏曲）　
¥4500〜3500

センチュリー豊中名曲シリーズVol.9
2019.2/2（土）15：00　
豊中市立文化芸術センター
指／大友直人　独／山崎伸子vc　曲／エル
ガー：チェロ協奏曲op.85／ブリテン：青少年の
ための管弦楽入門―パーセルの主題による
変奏曲とフーガop.34 他　
¥4500〜2500

☎日本センチュリー交響楽団06-6868-0591 
　豊中市立文化芸術センター06-6864-5000
　（2/2のみ）

フェニックス・エヴォリューション・シ
リーズ87 アンサンブル九条山コン
サート Selections セレクションズ
2019.2/16（土）　
あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
出／若林かをりfl 上田希cl 石上真由子vn 
福富祥子vc 森本ゆりp 太田真紀S 畑中明
香pc　曲／エルヴェ：飛行の夢I／アペルギス：
7つの愛の罪 他　
☎ザ・フェニックスホール06-6363-7999

アンサンブル・ア・ラ・カルト62 
今井信子 presents フォーク・ソングス
2019.3/2（土）15：00　
あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール
＜ハンガリアン・スケッチ＞
出／今井信子va ミハーリ・シポスvn マールタ・

グヤーシュp　曲／バルトーク：ルーマニア民族
舞曲Sz.56／コダーイ：アダージョ／ブラームス：
ヴィオラ・ソナタ第1番 他　
¥4000 学¥1000（限定数）
☎ザ・フェニックスホール06-6363-7999

9/27（木）発売  
中部フィル こまき「第九」
12/22（土）15：00　小牧市市民会館
指／山下一史　独／小川里美S 鳥木弥生Ms 
笛田博昭T 伊藤貴之Bs　合唱／こまき第九
特別合唱団　
¥5300〜1800
☎中部フィル0568-43-4333

9/28（金）発売  
森麻季 ソプラノ 音の美術館
2019.1/12（土）15：00　サラマンカホール
＜イタリア、美への旅路＞
共／山岸茂人p　※イタリア・ルネサンス,バロッ
クの名曲,イタリアオペラ・珠玉のアリア 他　
¥5500〜4000 学割有
☎サラマンカホール058-277-1110

9/29（土）発売  
びわ湖ホールプロデュースオペラ 
ワーグナー「ニーベルングの指環」第
2日「ジークフリート」（字幕付）
2019.3/2（土）3（日）14：00　
びわ湖ホール
演出／ミヒャエル・ハンペ　指／沼尻竜典　
管／京響　出／青山貴 高橋淳 竹本節子 他

《2公演Sセット券》¥32000
《単券》¥22000〜5000 30歳以下¥3000 24歳
以下¥2000 
☎びわ湖ホール077-523-7136

9/30（日）発売  
ニューイヤー・コンサート ウィーン・フォ
ルクスオーパー交響楽団
2019.1/9（水）19：00　
フェスティバルホール
指／アレクサンダー・ジョエル　独／アナ・マリア・
ラビンS トーマス・ブロンデルT　バレエ／バレエ・
アンサンブルSVOウィーン　曲／レハール：喜歌
劇「メリー・ウィドウ」より／J.シュトラウスⅡ：ワルツ

「美しく青きドナウ」 他　
¥12000〜5000
☎フェスティバルホール06-6231-2221

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
2019.1/14（月・祝）14：00　
フェスティバルホール
指／ヨハネス・ヴィルトナー　曲／ J.シュトラウ
スⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」／ J.シュトラウス：
ラデツキー行進曲 他　
¥9500〜4500
☎キョードーインフォメーション0570-200-888

プラハ国立劇場オペラ 
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」
2019.1/15（火）18：30　
福岡シンフォニーホール
¥19000〜13000 学¥6500
☎アクロス福岡092-725-9112

アクロス・ランチタイムコンサート Vol.71 
和楽器の競演〜女性和楽器アンサン
ブル才色兼美
2019.1/16（水）12：00　
福岡シンフォニーホール
曲／津軽じょんがら節 他　
¥1000
☎アクロス福岡092-725-9112

 モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
（新演出・英語字幕付・日本語上演）
2019.1/20（日）14：00　
オーバード・ホール
＜全国共同制作プロジェクト＞
演出・振付／森山開次　指／井上道義　管／
オーケストラ・アンサンブル金沢　出／ヴィタリ・
ユシュマノフ 三戸大久 髙橋絵理 デニス・ビシュ
ニャ 鷲尾麻衣 金山京介 小林沙羅 近藤圭
合唱／公募による一般市民　ダンス／浅沼圭 
碓井菜央 梶田留以 庄野早冴子 中村里彩 
引間文佳 水谷彩乃 南帆乃佳 山本晴美 
脇坂優海香　
¥10000〜4000 U25¥2000
☎富山市民文化事業団総務企画課
　076-445-5610

世界まるごとクラシック
2019.2/3（日）14：00　
フェスティバルホール
指／青島広志（お話）　管／シアター オーケ
ストラ トーキョー　曲／ベートーヴェン：交響曲
第5番「運命」より／マスカーニ：歌劇「カヴァレ
リア・ルスティカーナ」間奏曲 他　
¥5500
☎フェスティバルホール06-6231-2221

北山クラシック倶楽部 ヴァレア・サバ
ドゥス（カウンターテナー） ＆ コンチェ
ルト・ケルン
2019.2/9（土）14：00　
京都コンサートホール（小）
曲／ヘンデル：オンブラ・マイ・フ／ポルポラ：歌劇

「ポリフェーモ」より 他　
¥6000
☎京都コンサートホール075-711-3231

福岡グランドクラシックス
福岡シンフォニーホール

ウィーン・チェロアンサンブル 5＋1
2019.2/21（木）19：00　 
曲／ガーシュウィン：サマータイム／リムスキー=
コルサコフ：熊蜂の飛行 他　
¥7000〜5600 学¥2800

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ
2019.3/9（土）17：00　 
¥9000〜7000 学¥3500

☎アクロス福岡092-725-9112

都響
2019.3/23（土）15：00　
福岡シンフォニーホール

指／エリアフ・インバル　独／ガブリエル・リプ
キンvc　曲／チャイコフスキー：ロココ風の主題
による変奏曲op.33／ショスタコーヴィチ：交響曲
第5番 他　
¥6000〜3000
☎アクロス福岡092-725-9112


