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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

N響メンバーによるニューイヤーコン
サート
2019.1/12（土）14：00　
かつしかシンフォニーヒルズ
＜ウィーン・スペシャル＞
出／篠崎史紀 白井篤 佐々木亮 桑田歩 西山
真二　曲／ J.シュトラウス：ケッテンブリュッケン・
ワルツ／ J.シュトラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナ
ウ」 他　￥5500　
☎かつしかシンフォニーヒルズ03-5670-2233

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  
ダンテ弦楽四重奏団
11/26（月）19：00　
武蔵野市民文化会館（小）
曲／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」／ショスタコーヴィチ：弦楽
四重奏曲第3番　¥2000
☎武蔵野文化事業団0422-54-2011

レインボウ21 
サントリーホール デビューコンサート 
Paysage〜音で感じる森と海
11/28（水）19：00　サントリーホール（小）
＜サントリーホール×学生協働プロジェクト/

「自然と音楽と癒し」＞
出／上野学園大学・国立音楽大学・東京音
楽大学・フェリス女学院大学・武蔵野音楽大
学在学生＆卒業生　曲／フランセ：「花時計」
より／ラヴェル：水の戯れ 他　¥2000
☎サントリーホール0570-55-0017

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

青木尚佳（ヴァイオリン） ウェン・シン・
ヤン（チェロ） デュオ
12/4（火）19：00　武蔵野市民文化会館（小）
曲／コダーイ：ヴァイオリンとチェロのための二
重奏曲／オネゲル：ヴァイオリンとチェロのソナ
チネ　¥2000
☎武蔵野文化事業団0422-54-2011

ザ・イースト・ポインターズ（カナディ
アン・ケルト・バンド）
12/6（木）19：00　武蔵野スイングホール
＜フィドル！バンジョー！ギター！/初来日＞
¥3000 25歳以下¥1000
☎武蔵野文化事業団0422-54-2011

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
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

エル=バシャ ピアノ
12/13（木）14（金）19：00
武蔵野市民文化会館（小） 
＜“72の前奏曲”/60歳記念＞
曲／ J.S.バッハ：平均律クラヴィーア曲集24の
前奏曲／ショパン：24の前奏曲／ラフマニノフ：
24の前奏曲　

《2日券》¥4000
《単券》¥2500
☎武蔵野文化事業団0422-54-2011

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 

第29回 高崎元旦コンサート
2019.1/1（火・祝）13：30　
群馬音楽センター 

指／鈴木秀美　管／群響　独／三浦一馬bn 
中江早希S　曲／ J.シュトラウスⅡ：ワルツ「春
の声」 他
￥5000 U-25￥2000　
☎群馬音楽センター027-322-4527

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・関東

10 チケット月 の

9月20日〜 10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。
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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 きりく・ハンドベルアンサン
ブル　¥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 三浦文彰（以上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　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 学・65歳以上・障がいのある方
割有
☎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　司／田添菜穂子　※第1
部：落語,第2部：オーケストラ　
¥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（全曲版・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
※第1部：管絃（平調音取,催馬楽「伊勢海」,
越天楽残楽三返）,第2部：舞楽・番舞（左舞 
萬歳楽,右舞 延喜楽）　
¥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）
曲／ストラヴィンスキー＝アゴスティ：バレエ組曲

「火の鳥」より／シューベルト：4つの即興曲
D.935 他　¥3000
☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

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

＜トリフォニーホール・グレイト・オーケストラ・シリーズ＞
☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

読響アンサンブル・シリーズ 
シルヴァン・カンブルラン（指揮） 
果てなき音楽の旅
2019.3/19（火）19：00　紀尾井ホール
独／ピエール=ロラン・エマールp　曲／メシアン：
7つの俳諧／グリゼー：「音響空間」より 他
¥5000
☎読響0570-00-4390

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
＜トリフォニーホール・グレイト・オーケストラ・シリーズ＞
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

9/24（月・休）発売  
熊本マリ（ピアノ） ＆ 溝口肇（チェロ） 
音楽で世界を旅するコンサート
2019.1/20（日）14：00　
なかのZEROホール
＜旅するチェロはピアノの翼にのって＞
曲／溝口肇：世界の車窓から／ショパン：12の
練習曲op.10-12「革命」／ピアソラ：リベルタン
ゴ 他　¥3600
☎なかのZEROホール03-3382-9990

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／ヴィヴァルディ：「四季」よ
り／アンダーソン：クリスマス・フェスティバル／
グルーバー：きよしこの夜 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
演出／原純　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　曲／ J.シュトラウスⅡ：喜歌劇「こう
もり」序曲 他　
¥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

村治奏一（ギター） × 三浦一馬（バンド
ネオン）
2019.1/26（土）15：00
かつしかシンフォニーヒルズ 
曲／ドビュッシー＝鈴木大介：レントより遅く／ディ
アンス＝三浦一馬：タンゴアンスカイ 他
￥4000　
☎かつしかシンフォニーヒルズ03-5670-2233

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
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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

横山幸雄 ピアノ
12/27（木）19：00　紀尾井ホール
＜クロード・ドビュッシーに捧ぐ＞
¥9500〜7000
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

東京フィル ニューイヤーコンサート
2019.1/2（水）3（木）15：00　
オーチャードホール
＜どこかで出会った、あのメロディ＞
指／大友直人　司／朝岡聡　曲／ラヴェル：
ボレロ／お客様とつくる「福袋プログラム」 他
※獅子舞,お楽しみ抽選会他有　
¥6500〜3500
☎Bunkamura 03-3477-3244 
　東京フィル03-5353-9522

読響 

名曲シリーズ
サントリーホール 19：00
¥7500〜4000

【第618回】2019.1/8（火）　
指／山田和樹　独／ニコラ・アルトシュテットvc
曲／ラロ：チェロ協奏曲／レスピーギ：交響詩

「ローマの祭」 他　

【第619回】2019.2/14（木）
指／小林研一郎　独／牛田智大p　曲／
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番／ブラー
ムス：交響曲第2番　

【第620回】2019.3/7（木）
指／シルヴァン・カンブルラン　独／サラ・ルヴィ
オンfl　曲／イベール：フルート協奏曲／ドビュッ
シー：交響詩「海」 他　

土曜マチネーシリーズ
東京芸術劇場 14：00
¥7500〜4000

【第213回】2019.1/12（土）　
指／山田和樹　独／ホアキン・アチュカロp　
曲／ラヴェル：ピアノ協奏曲／リムスキー=コル
サコフ：交響組曲「シェエラザード」 他　

【第214回】2019.2/9（土）
指／小林研一郎　独／タムシン・ワリー=コー
エンvn　曲／チャイコフスキー：ヴァイオリン協
奏曲／ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」 他

【第215回】2019.3/23（土）
指／シルヴァン・カンブルラン　独／ピエール=
ロラン・エマールp　曲／ベートーヴェン：ピアノ
協奏曲第3番／ベルリオーズ：幻想交響曲 他

日曜マチネーシリーズ
東京芸術劇場 14：00
¥7500〜4000

【第213回】2019.1/13（日）　
指／山田和樹　独／ホアキン・アチュカロp　
曲／ラヴェル：ピアノ協奏曲／リムスキー=コル
サコフ：交響組曲「シェエラザード」 他　

【第214回】2019.2/10（日）
指／小林研一郎　独／タムシン・ワリー=コー
エンvn　曲／チャイコフスキー：ヴァイオリン協
奏曲／ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」 他

【第215回】2019.3/24（日）
指／シルヴァン・カンブルラン　独／ピエール=
ロラン・エマールp　曲／ベートーヴェン：ピアノ
協奏曲第3番／ベルリオーズ：幻想交響曲 他

定期
サントリーホール 19：00

【第584回】2019.1/18（金）　
指／山田和樹　独／小菅優p　曲／藤倉大：
ピアノ協奏曲第3番「インパルス」（共同委嘱・
日本初演）／スクリャービン：交響曲第4番「法
悦の詩」 他　
¥7500〜4000

【第585回】2019.2/22（金）
指／ローター・ツァグロゼク　曲／リーム：Ins 
Offene...（第2稿・日本初演）／ブルックナー：交
響曲第7番　
¥7500〜4000

【第586回】2019.3/14（木）
指／シルヴァン・カンブルラン　独／レイチェル・
ニコルズS クラウディア・マーンケMs ロバート・
ディーン・スミス ユルゲン・ザッヒャー（以上T） 
ディートリヒ・ヘンシェル（B・語り）　合唱／新国
立劇場合唱団　曲／シェーンベルク：グレの歌
¥10500〜5500

みなとみらいホリデー名曲シリーズ
横浜みなとみらいホール 14：00
¥7500〜4000

【第109回】2019.2/16（土）　
指／小林研一郎　独／牛田智大p　曲／
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番／ブラー
ムス：交響曲第2番　

【第110回】2019.3/9（土）　
指／シルヴァン・カンブルラン　独／サラ・ルヴィ
オンfl　曲／イベール：フルート協奏曲／ドビュッ
シー：交響詩「海」 他　

☎読響0570-00-4390
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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

クシシュトフ・ヤブウォンスキ ピアノ
2019.1/21（月）19：00　
東京オペラシティコンサートホール
¥5000 学¥3000
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

紀尾井ホール室内管弦楽団によるアン
サンブルコンサートⅣ 
THAT'S KCO ENTERTAINMENT 
ハッピー・MOKU5アワー
2019.1/29（火）19：00　紀尾井ホール
出／難波薫fl 池田昭子ob 勝山大舗cl 岩佐
雅美fg 日橋辰朗hr 鈴木慎崇p　曲／ロッシー
ニ：木管四重奏曲第1番／ビゼー：カルメン組曲
／ラヴェル：マ・メール・ロワ 他　
¥5000〜3000 Sペア¥9000 学¥1500
☎紀尾井ホール03-3237-0061

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　
¥39000〜10000

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　
¥44000〜14000

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
¥39000〜10000

☎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
¥5000
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

渡邉規久雄 ピアノ
2019.2/9（土）14：30　東京文化会館（小）
＜シベリウスを弾く Vol.5（最終回）＞
¥5000〜4000
☎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
＜オール・リスト・プログラム＞
曲／リスト：バラード第1番,ソナタ ロ短調,ラ・カン
パネラ 他　
¥4000〜3000 65歳以上¥3600〜2700
☎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）
ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 全曲
演奏会
2019.2/13（水）19：00　王子ホール

曲／ブラームス：ソナタ第1番「雨の歌」〜第3番
¥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（作曲・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

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
曲／リスト：荒野の狩／ショパン：24の前奏曲 他
¥4000〜3000 65歳以上¥3600〜2700
☎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
＜2人のシューマンとマーラー＞
共／マルコム・マルティノー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  
水戸室内管弦楽団 第102回定期
10/19（金）19：00　21（日）18：00
水戸芸術館 
独／宮田大vc 竹澤恭子vn　曲／ストラヴィン
スキー：組曲「プルチネッラ」／カバレフスキー：
チェロ協奏曲第1番／ヴィヴァルディ：四季
￥7000〜4000 25歳以下￥2000　
☎水戸芸術館029-231-8000

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／チルコット：
平和のミサ 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 
　NHK厚生文化事業団03-5728-6633
　（12/26のみ）

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／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　
¥11000〜5000
☎サントリーホール0570-55-0017

吉野直子 ハープ
2019.2/23（土）14：00　
サントリーホール（小） 
※第1部：宇宙と響き合う音風景（吉松隆,細川
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俊夫,ケージ 他）,第2部：巨匠たちの華麗な響き
（グランジャニー ,トゥルニエ 他）
￥5000 学￥3000　
☎AMATI 03-3560-3010

9月下旬発売  
ホアキン・アチュカロ ピアノ
2019.1/21（月）19：00　東京文化会館（小）
曲／ショパン：24の前奏曲 他　¥5000
☎ヤタベ・ミュージック・アソシエイツ
　03-3787-5106

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

10/1（月）発売  
群響 

定期
群馬音楽センター
¥4600〜2100 70歳以上・障がいのある方・学
割有

【第544回】2019.1/26（土）15：00　
指／大友直人　独／三浦文彰vn　曲／プロ
コフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番／チャイコ
フスキー：交響曲第6番「悲愴」 他　

【第545回】2019.2/16（土）18：45
指／クリストフ・アルステット　独／小菅優p　
曲／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番／ドヴォ
ルザーク：交響曲第7番 他　

【第546回】2019.3/16（土）18：45
指／大友直人　独／レジス・パスキエvn　
曲／ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲op.61
／ベルリオーズ：幻想交響曲　

第46回東毛定期
2019.1/27（日）15：00　
桐生市市民文化会館
指／大友直人　独／三浦文彰vn　曲／プロ
コフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番／チャイコ
フスキー：交響曲第6番「悲愴」 他　
¥4600〜2100 70歳以上・障がいのある方・学
割有

東京公演
2019.3/17（日）15：00　
すみだトリフォニーホール
指／大友直人　独／レジス・パスキエvn　
曲／ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲op.61
／ベルリオーズ：幻想交響曲　
¥5700〜2600 70歳以上・障がいのある方・学
割有

☎群響027-322-4316

フィルハーモニックアンサンブル管弦
楽団 第65回
2019.2/17（日）14：00　東京芸術劇場
指／下野竜也　独／和波たかよしvn　曲／
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲／ドヴォルザーク：
交響曲第6番 他　¥3000〜2500
☎PEO事務局03-3565-6383

東京オペラ・プロデュース 第103回定期 
グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」
なかのZEROホール

2019.3/2（土）15：00　
出／古橋郷平 高橋維 他　

2019.3/3（日）15：00　
出／城宏憲 梅津碧 他　

演出／八木清市　指／飯坂純　管／東京
オペラ・フィルハーモニック管弦楽団　　
¥12000〜5000
☎東京オペラ・プロデュース03-3530-5181 
　なかのZEROホール03-3382-9990

10/2（火）発売  
浜離宮ランチタイムコンサート 
浜離宮朝日ホール 11：30

荘村清志（ギター） with 林美智子（メゾソ
プラノ）
2019.1/31（木）
曲／ピポー：歌と舞曲第1番／タレガ：アルハン
ブラの思い出／ピアソラ：チェ・タンゴ・チェ 他

福間洸太朗 ピアノ
2019.2/27（水）
曲／チャイコフスキー=プレトニョフ：組曲「くるみ
割り人形」より／ラヴェル=福間：ラ・ヴァルス 他

高木綾子 フルート
2019.3/18（月）
共／坂野伊都子p　曲／シューマン：3つのロ
マンスop.94／シューベルト：しぼめる花による
序奏と変奏 他　

《3公演セット券》¥8000
《単券》¥2900
☎朝日ホール・チケットセンター03-3267-9990

10/3（水）発売  
東京芸術劇場 ランチタイム・パイプ
オルガンコンサート Vol.129
11/15（木）12：15　東京芸術劇場
出／佐藤礼子　¥500
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296

10/4（木）発売  
フレッシュ名曲コンサート 
北区「第九」
12/8（土）15：00　北とぴあさくらホール
指／飯森範親　管／東京フィル　独／盛田
麻央S 相田麻純A 与儀巧T 加耒徹Br　合
唱／北区第九合唱団　他曲／モーツァルト：
交響曲第9番　¥3000〜2000
☎北区文化振興財団03-5390-1221

クリスマスファミリーコンサート 
小学生からのクラシック
12/22（土）15：00　
三鷹市芸術文化センター 
出／神谷未穂vn 丸山泰雄vc 中川賢一p "風
の五重奏団”（丸田悠太fl 池田祐子ob 西尾
郁子cl 藤田旬fg 小川正毅hr）　司／鵜木
絵里S　曲／チャイコフスキー＝梅本由紀：バ
レエ組曲「くるみ割り人形」より 他
￥1800 中高校生￥900 小学生￥500　
☎三鷹市スポーツと文化財団0422-47-5122

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア 
第78回定期
2019.3/9（土）15：00　
三鷹市芸術文化センター
指／沼尻竜典　独／中村恵理S 藤木大地CT
☎三鷹市スポーツと文化財団0422-47-5122

10/5（金）発売  
午後の音楽会 第98回 
弓新 ヴァイオリン
12/13（木）14：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
共／ナタナエル・グーアンp　曲／ベートーヴェン：
ソナタ第5番「春」　¥500
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団 
大演奏会
2019.1/19（土）14：00
かつしかシンフォニーヒルズ 
曲／私のお気に入り,どんぐりころころオケには
まってさあ大変！ 他　￥4000〜2000　
☎かつしかシンフォニーヒルズ03-5670-2233

群響
2019.2/7（木）13：30　群馬音楽センター
＜展覧会の絵＞
指／大植英次　独／セルゲイ・カスプロフp
曲／ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂
詩曲／ムソルグスキー＝ラヴェル：展覧会の絵 他
￥4000〜2500 U-25￥1000 グループ割有　
☎群馬音楽センター027-322-4527

セルゲイ・カスプロフ ピアノ
2019.2/9（土）14：00　
高崎シティギャラリー
曲／ラヴェル：夜のガスパール／ムソルグスキー：
展覧会の絵 他　
¥3000 U-25¥1500
☎高崎シティギャラリー027-328-5050

10/6（土）発売  
町田シティオペラ協会 
まちだ芸術フェスティヴァル
2019.1/27（日）14：00　町田市民ホール
＜モーツァルト「レクイエム」全曲/懐かしの映
画音楽名曲撰・「第九」第4楽章「M」＞
指／鹿又透　管／町田シティオペラフィルハー
モニー　合唱／混声合唱団CANORA　
¥3500 学割有
☎町田シティオペラ協会042-729-4331

クァルテット・エクセルシオ
2019.2/9（土）14：00　浦安音楽ホール
＜シューベルト「ます」＞
出／西野ゆか 山田百子（以上vn） 吉田有
紀子va 大友肇vc　共／近藤嘉宏p 髙橋
洋太cb（以上ゲスト）　※他曲有
¥4000
☎浦安音楽ホール047-382-3035

東京二期会オペラ劇場 黛敏郎 歌劇
「金閣寺」（ドイツ語上演・字幕付）
東京文化会館
2019.2/22（金）18：30　24（日）14：00　
出／宮本益光 加耒徹 樋口達哉 星野淳 
腰越満美 志村文彦 高田正人 嘉目真木子

2019.2/23（土）14：00
出／与那城敬 髙田智士 山本耕平 小林由樹 
林正子 畠山茂 高柳圭 冨平安希子
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＜フランス国立ラン歌劇場との共同制作＞
演出／宮本亜門　指／マキシム・パスカル　
管／東響　合唱／二期会合唱団
¥15000〜2000 学¥2000
☎二期会チケットセンター03-3796-1831

10/7（日）発売  
親子のためのワンダー・キンダー・クリ
スマス・コンサート
12/15（土）11：00 14：30　フィリアホール
＜フィリアホール キッズ＆ファミリー・プログラム＞
出／浅野高瑛とハートフル・フレンズ 安士百
合野vo　司／浅野高瑛　曲／三浦秀秋編：
クリスマス・メドレー 他　※専属なんでもアレン
ジャー：三浦秀秋/3歳〜入場可,各終演後ホワ
イエにてミニ楽器体験有　
各¥1500（途中入退場可）
☎フィリアホール045-982-9999

ニューイヤー・ガラ 神尾真由子（ヴァイ
オリン）とN響メンバーによる「四季」
2019.1/12（土）15：00　フィリアホール
管／ N響メンバーによる室内オーケストラ（コン
サートマスター／山口裕之）　他曲／ J.S.バッ
ハ：ヴァイオリン協奏曲第2番 他　
¥7500〜6500
☎フィリアホール045-982-9999

JUST ONE WORLD シリーズ
「ただ1つの世界」
フィリアホール

【第20回】パトリツィア・コパチンスカヤ（ヴァ
イオリン） ＆ ポリーナ・レシェンコ（ピアノ）
2019.1/15（火）19：00
曲／プーランク：ソナタ／ラヴェル：ツィガーヌ 他
¥7000〜6500 学¥2000（限定数）

【第21回】イアン・ボストリッジ テノール
2019.1/20（日）14：00
共／サスキア・ジョルジーニp　曲／シューベルト：
美しき水車小屋の娘　
¥9000〜8500 学¥2000（限定数）

《2公演セット券》¥14500
☎フィリアホール045-982-9999

藤沢市民交響楽団 メンデルスゾーン 
交響曲第2番「讃歌」
2019.2/24（日）15：00　藤沢市民会館
＜創立60周年記念＞
指／小田野宏之　独／安藤赴美子 伊藤晴

（以上S） 西村悟T　合唱／藤沢市合唱連盟
¥5000〜3000
☎藤沢市みらい創造財団芸術文化事業課
　0466-28-1135

横浜シンフォニエッタ
フィリアホール

室内楽シリーズ Vol.10
2019.3/13（水）11：00
出／横浜シンフォニエッタメンバー　司／山
田和樹　曲／モーツァルト：フルート四重奏曲
K.285 他　
¥1000 4歳〜小学生¥100

第14回演奏会
2019.3/14（木）19：00　
＜オール・モーツァルト・プログラム＞
指／山田和樹　独／近藤千花子cl　曲／

モーツァルト：クラリネット協奏曲イ長調,交響曲
第36番「リンツ」 他　
¥7700〜6600

☎フィリアホール045-982-9999

ハンスイェルク・シェレンベルガー（オー
ボエ） グスターボ・ヌニェス（ファゴット） 
津田裕也（ピアノ） による室内楽
2019.3/16（土）14：00　フィリアホール
曲／シューマン：3つのロマンスop.94／ジョリヴェ：
オーボエとファゴットのためのソナチネ／プーラ
ンク：オーボエ、ファゴットとピアノのための三重
奏曲FP43 他　
¥5000〜4000 学¥2000
☎フィリアホール045-982-9999

10/8（月・祝）発売  
クリスマス・プレゼント・コンサート
12/23（日・祝）　水戸芸術館
出／池辺晋一郎（企画・お話） 天羽明惠S 
鈴木大介g 荒木奏美ob 吉田秀cb 長尾洋史p 
龍田優美子og NHK水戸児童合唱団 他　
¥3500 25歳以下¥1000
☎水戸芸術館029-231-8000

10/9（火）発売  
東京フィル 

第12回 平日の午後のコンサート
2019.1/8（火）14：00　
東京オペラシティコンサートホール
＜ザ・コバケン Ⅱ＞
指／小林研一郎（お話）　曲／レハール：ワルツ

「金と銀」／スメタナ：交響詩「モルダウ」／J.シュ
トラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」 他　
¥5700〜2100

サントリー定期シリーズ
サントリーホール 19：00
¥15000〜5500

【第914回】2019.1/23（水）　
指／アンドレア・バッティストーニ　曲／ザンド
ナーイ：白雪姫／リムスキー =コルサコフ：交響
組曲「シェエラザード」 他　

【第916回】2019.2/15（金）
指／チョン・ミョンフン　曲／マーラー：交響曲
第9番　

【第918回】2019.3/13（水）
指／ミハイル・プレトニョフ　独／ユーチン・ツェ
ンvn　曲／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
／ハチャトゥリアン：交響曲第3番「交響詩曲」 他

東京オペラシティ定期シリーズ
東京オペラシティコンサートホール 19：00
¥15000〜5500

【第122回】2019.1/25（金）　
指／アンドレア・バッティストーニ　曲／ザンド
ナーイ：白雪姫／リムスキー =コルサコフ：交響
組曲「シェエラザード」 他　

【第123回】 2019.2/20（水）　
指／チョン・ミョンフン　曲／マーラー：交響曲
第9番　

【第124回】2019.3/15（金）
指／ミハイル・プレトニョフ　独／ユーチン・ツェ
ンvn　曲／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
／ハチャトゥリアン：交響曲第3番「交響詩曲」 他

オーチャード定期
オーチャードホール 15：00
¥15000〜5500

【第915回】2019.1/27（日）　
指／アンドレア・バッティストーニ　曲／ザンド
ナーイ：白雪姫／リムスキー =コルサコフ：交響
組曲「シェエラザード」 他　

【第917回】2019.2/17（日）
指／チョン・ミョンフン　曲／マーラー：交響曲
第9番　

【第919回】2019.3/21（木・祝）
指／ミハイル・プレトニョフ　独／ユーチン・ツェ
ンvn　曲／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
／ハチャトゥリアン：交響曲第3番「交響詩曲」 他

第79回 休日の午後のコンサート
2019.2/3（日）14：00　
東京オペラシティコンサートホール
＜もっと、チャイコフスキー！＞
指／広上淳一（お話）　曲／チャイコフスキー：
幻想序曲「ロメオとジュリエット」,弦楽セレナード
より,大序曲「1812年」 他　
¥5700〜2100

☎東京フィル03-5353-9522

みなとみらいクラシック・マチネ 宮田大
（チェロ） ジュリアン・ジェルネ（ピアノ）
2019.2/20（水）　
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＞
※第1部/第2部　
各¥1000 1日券¥1800
☎横浜みなとみらいホール045-682-2000

10/10（水）発売  
神奈川フィル みなとみらいシリーズ 
第346回定期
2019.1/26（土）14：00　
横浜みなとみらいホール

指／クリスチャン・リンドバーグtb　曲／L.モー
ツァルト：アルトトロンボーン協奏曲／シベリウス：
交響曲第2番 他　
¥6000〜3000 70歳以上割有
☎神奈川フィル045-226-5107

小倉貴久子（フォルテピアノ）と巡る
クラシックの旅「モーツァルティアーナ！
〜モーツァルト263歳の誕生日に贈る
とっておきのコンサート」
2019.1/27（日）14：30　
北とぴあさくらホール

共／若松夏美vn 成田寛va 前田りり子fl 三宮
正満ob 塚田聡hr 他　曲／モーツァルト：ピアノ
協奏曲第23番,ピアノと管楽器のための五重
奏曲第1楽章 他　¥3000〜2500 U-25¥2000〜
1500 北区民割有（要問）
☎北区文化振興財団03-5390-1221

10月上旬発売  
アンジェラ・ヒューイット ピアノ
2019.3/13（水）19：00　紀尾井ホール
＜バッハ・オデッセイ 8＞
曲／ J.S.バッハ：トッカータ　
¥6500〜4500 学¥3000
☎日本アーティスト03-5305-4545
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10/11（木）発売  
Let's Sing ゴスペル！コンサート 
with ワークショップクワイア
12/15（土）15：00　世田谷区民会館
出／のはらヒロコ 吉田華奈 腰知典 岩崎ひ
ろき Let's Sing ゴスペル！ワークショップクワイ
ア 他　¥1500
☎世田谷パブリックシアター03-5432-1515

親子のためのコンサート Vol.13 
子供から大人まで楽しめる 親子のため
のクリスマスコンサート
12/23（日・祝）11：00 14：30　
栗橋文化会館
＜10/11〜11/22期間限定発売＞
出／サンタクロースp ニャリみゆき（S・お話）　
※11：00〜「0〜2歳の親子対象」,14：30〜「3
歳以上の親子対象」　
¥1100（11：00） ¥1600（14：30）（以上子供の
みプレゼント付）
http：//oyako-christmasconcert.com/

ジョージ・リー ピアノ
2019.1/20（日）14：00　横浜市戸塚区民文化
センターさくらプラザホール
曲／ベートーヴェン：ソナタ第21番「ワルトシュタ
イン」／リスト：「ドン・ジョバンニ」の回想 他　
¥3500 横浜市民¥3000
☎さくらプラザ045-866-2501

青島広志（指揮・お話）の音楽の時間
ですよ！
2019.2/2（土）14：00　
調布市グリーンホール
＜世界の名曲を一挙にご紹介SP＞
管／東京シティ・フィル　独／小野勉T　曲／
ヘンデル：オンブラ・マイ・フ／ベートーヴェン：交
響曲第5番「運命」第1楽章／スメタナ：交響詩

「モルダウ」 他　
¥3000 高校生以下¥1500
☎調布市グリーンホール042-481-7222

日本フィル ＆ サントリーホール 
とっておきアフタヌーン Vol.9
2019.2/26（火）14：00　サントリーホール
指／角田鋼亮　独／成田達輝vn　司／加耒
徹Br　曲／メンデルスゾーン：ヴァイオリン協
奏曲op.64／エルガー：愛のあいさつ／チャイ
コフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリエット」 他
¥6000〜3000 グループ割有
☎日本フィル03-5378-5911 
　サントリーホール0570-55-0017

朴葵姫 ギター
2019.3/23（土）15：00　
三鷹市芸術文化センター
曲／ソル：グラン・ソロop.14／グラナドス：詩的ワ
ルツ集／ディアンス：天使のワルツ／タレガ：アル
ハンブラの思い出 他　
¥4000〜3000 23歳以下・70歳以上¥2500
☎三鷹市スポーツと文化財団0422-47-5122

10/12（金）発売  
硬派弦楽アンサンブル「石田組」
2019.1/12（土）15：00　小田原市民会館
出／石田泰尚 塩田脩 村井俊朗 双紙正哉 
丹羽洋輔 山本翔平（以上vn） 冨田大輔 萩谷
金太郎 生野正樹（以上va） 辻本玲 門脇大樹 
森山涼介（以上vc） 米長幸一cb　曲／チャイ
コフスキー：弦楽セレナード／ E.バーンスタイン=

近藤和明：荒野の七人 他　
¥4000 学¥1000
☎小田原市役所文化政策課0465-33-1709

クラシック・ヨコハマ 生きる New Year 
若い命を支えるコンサート
2019.1/14（月・祝）15：00　
横浜みなとみらいホール
指／渡邊一正　管／神奈川フィル　独／前橋
汀子vn 金子三勇士p 第72回全日本学生音楽
コンクール入賞者　曲／メンデルスゾーン：ヴァ
イオリン協奏曲／リスト：ピアノ協奏曲第1番 他
¥6000〜4000
☎毎日新聞社事業本部03-3212-0804 
　神奈川芸術協会045-453-5080

フレッシュ名曲コンサート 
華麗なる「3大バレエ」の世界
2019.2/2（土）15：00　品川区/きゅりあん
指／海老原光　管／日本フィル　独／尾崎
未空p　曲／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲
第1番,組曲「白鳥の湖」・「眠れる森の美女」・

「くるみ割り人形」（以上抜粋）　
¥3000〜1000
☎チケットセンターCURIA（キュリア）
　03-5479-4140

カティア・ブニアティシヴィリ ピアノ
2019.2/12（火）19：00　サントリーホール
曲／シューベルト：ソナタ第21番,魔王（リスト編）
／リスト：ハンガリー狂詩曲第6番 他
￥7000〜3000　
☎ミュージックプラント03-3466-2258

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） 
ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 全曲
演奏会
2019.2/19（火）19：00
横浜みなとみらいホール（小） 
曲／ブラームス：ソナタ第1番「雨の歌」〜第3番
￥6000 学￥3000 65歳以上・障がいのある方
割有　
☎横浜みなとみらいホール045-682-2000

バッハ・コレギウム・ジャパン 第131
回定期 J.S.バッハ 教会カンタータ・
シリーズ Vol.75 祈りのカンタータ
2019.3/3（日）15：00　
東京オペラシティコンサートホール
指／鈴木雅明　独／ハナ・ブラシコヴァS ロビ
ン・ブレイズA ユリウス・プファイファーT 加耒
徹Bs 鈴木優人og　曲／ J.S.バッハ：カンタータ
BWV12・BWV21・BWV150 他　
¥8000〜2000 Sペア¥15000 U25¥2000
☎バッハ・コレギウム・ジャパンチケットセンター
　03-5301-0950

10/13（土）発売  
三浦一馬キンテート（バンドネオン五重奏）
2019.2/24（日）15：00　
めぐろパーシモンホール
＜三浦一馬 タンゴ・セレクション〜古典タンゴ
からピアソラまで＞
出／三浦一馬bn 石田泰尚vn 髙橋洋太cb 
山田武彦p 大坪純平e-g　共／スペシャルカ
ルテット　曲／ロドリゲス：ラ・クンパルシータ／
ピアソラ：ブエノスアイレスの夏（以上三浦一馬
編） 他　￥3500 学￥1000　
☎めぐろパーシモンホール03-5701-2904 
　テレビマンユニオン03-6418-8617

日本フィル 杉並公会堂シリーズ 第6回
2019.3/5（火）19：00　杉並公会堂
指／藤岡幸夫　独／伊藤亜美vn　曲／サン=
サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番／ベルリオー
ズ：幻想交響曲 他　¥5300〜3100
☎杉並公会堂03-5347-4450

10/17（水）発売  
札響
2019.1/30（水）19：00　サントリーホール
指／マティアス・バーメルト　独／岡田奏p　
曲／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番／ブラー
ムス：交響曲第2番 他　
¥6000〜3000 65歳以上割有
☎カジモト・イープラス0570-06-9960 
　札響011-520-1771

山下和仁 ギター
2019.2/7（木）19：00　浜離宮朝日ホール
＜オール・ソル・プログラム＞
共／山下紅弓（g・ゲスト）　曲／ソル：ソナタ
op.15-2,ランクラージュマン（デュオ） 他 
¥6500 学¥3000
☎パシフィック・コンサート・マネジメント
　03-3552-3831

ラモン・オルテガ・ケロ オーボエ
2019.2/10（日）14：00　トッパンホール
共／島田彩乃p　曲／モーツァルト：ソナタ
K.378／デュカス：ジプシー風に／パスクッリ：「ラ・
ファヴォリータ」の主題による協奏曲 他　
¥5000 学¥3000
☎パシフィック・コンサート・マネジメント
　03-3552-3831

ガブリエル・リプキン 無伴奏チェロ
2019.3/28（木）19：00　トッパンホール
曲／カサド：無伴奏のための組曲／ J.S.バッハ：
無伴奏組曲第3番・第6番／リゲティ：無伴奏ソ
ナタ　¥5000 学¥3000
☎パシフィック・コンサート・マネジメント
　03-3552-3831

サリーム・アシュカール ピアノ
2019.4/2（火）19：00　浜離宮朝日ホール
曲／ブラームス：2つのラプソディ／シューマン：
子供の情景／ベートーヴェン：ソナタ第26番

「告別」 他　¥5500 学¥3000
☎パシフィック・コンサート・マネジメント
　03-3552-3831

10/18（木）発売  
習志野シンフォニエッタ千葉 
第1回定期
2019.2/24（日）16：00　習志野文化ホール
指／横川晴児cl　独／野平一郎p　
¥4000 学¥1000〜500 一般ペア割有
☎習志野文化ホール047-479-1212

10/20（土）発売  
クリスマス・パイプオルガン・コンサート
冨田一樹
12/20（木）19：00　
横浜みなとみらいホール
＜オール・バッハ・プログラム＞
曲／ J.S.バッハ：小フーガBWV578,最愛なるイ
エス、我らここに集いて,甘き喜びのうちに,パッ
サカリアBWV582 他　¥1000
☎横浜みなとみらいホール045-682-2000
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新国立劇場 西村朗 歌劇「紫苑物語」
（委嘱・世界初演/字幕付）
2019.2/17（日）23（土）24（日）14：00　20

（水）19：00　新国立劇場
演出／笈田ヨシ　指／大野和士　管／都響
出／髙田智宏 大沼徹 清水華澄 臼木あい 
村上敏明 河野克典 小山陽二郎　合唱／
新国立劇場合唱団　
¥16200〜3240
☎新国立劇場03-5352-9999

GREEN HALL CLASSICS 
三浦文彰 ヴァイオリン
2019.2/24（日）14：00　
相模女子大学グリーンホール
共／江口玲p　¥3500 ペア¥6500 学¥1000 
60歳以上¥2800
☎チケットMove 042-742-9999

藤原道山（尺八） × SINSKE（マリ
ンバ） 花-FlowerS-
2019.2/24（日）14：30　
秦野市文化会館（小）
＜尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ＞
曲／チャイコフスキー：花のワルツ／滝廉太郎：
花／ムソルグスキー：展覧会の絵／「花」ソング
メドレー 他　¥3500
☎秦野市文化会館0463-81-1211

ファビオ・ルイージ（指揮） 
デンマーク国立交響楽団
サントリーホール 19：00

2019.3/12（火）　
独／横山幸雄p　曲／ベートーヴェン：ピアノ
協奏曲第5番「皇帝」／チャイコフスキー：交
響曲第5番 他　

2019.3/19（火）
独／アラベラ・美歩・シュタインバッハーvn　曲／
ソレンセン：Evening Land（日本初演）／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7番　

¥14000〜5000 学¥3000
☎クラシック事務局0570-012-666

10/21（日）発売  
響きの森きっずプログラム

「フルーツの国のおんがくパーティー」
2019.3/2（土）3（日）11：00　
文京シビックホール（小）
＜ひとみ姫とおかしの国のおともだち＞
出／シエナ・フルーツ音楽隊 おかしの国のお
ともだち 他　司／瀧本瞳vo　
¥2500
☎文京シビックホール03-5803-1111

10/23（火）発売  
新日本フィル 定期 

ルビー「アフタヌーン コンサート・シリーズ」
すみだトリフォニーホール 14：00
¥4500〜2000 65歳以上¥3500 学¥2000〜
1000 墨田区在住在勤¥3000〜1500

【第19回】2019.1/18（金）19（土）
指／上岡敏之　独／篠﨑友美va　曲／イタ
リア間奏・序曲集／ブラームス=ベリオ：ヴィオラ・
ソナタ第1番（管弦楽編）　

【第20回】2019.2/15（金）16（土）
指／ソフィ・イェアンニン　独／安井陽子S 櫻田
亮T 妻屋秀和Br　合唱／栗友会合唱団　
曲／ハイドン：オラトリオ「四季」　

【第21回】2019.4/26（金）27（土）　
指／パスカル・ロフェ　独／アレクセイ・ヴォロ
ディンp　曲／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲
第2番／スクリャービン：交響曲第2番　

ジェイド「サントリーホール・シリーズ」
サントリーホール
¥8000〜4000

【第598回】2019.1/24（木）19：00　
指／ヤン・パスカル・トルトゥリエ　独／クシシュ
トフ・ヤブウォンスキp　曲／ショパン：ピアノ協
奏曲第2番／チャイコフスキー：交響曲第1番

「冬の日の幻想」 他　

【第600回】2019.2/7（木）19：00
指／ヒュー・ウルフ　独／重松希巳江cl　曲／
コープランド：クラリネット協奏曲,交響曲第3番 他

【第602回】2019.3/30（土）14：00　
指／上岡敏之　独／森谷真理S カトリン・ゲー
リングMs　合唱／栗友会合唱団　曲／マー
ラー：交響曲第2番「復活」

【第603回】2019.4/11（木）19：00
指／レオポルト・ハーガー　曲／メンデルスゾー
ン：交響曲第3番「スコットランド」／ドヴォルザーク：
交響曲第8番　

トパーズ「トリフォニー・シリーズ」
すみだトリフォニーホール
¥7000〜4000

【第599回】
2019.2/1（金）19：00　2（土）14：00　
指／マルク・アルブレヒト　曲／ブルックナー：
交響曲第5番　

【第601回】
2019.3/22（金）19：00　23（土）14：00
指／上岡敏之　独／クレール=マリ・ル・ゲp
曲／ラヴェル：ピアノ協奏曲ト長調／マニャー
ル：交響曲第4番 他　

【第604回】
2019.4/19（金）19：00　20（土）14：00
指／ワシリー・シナイスキー　独／宮田大vc
曲／ドヴォルザーク：チェロ協奏曲B.191／グラ
ズノフ：交響曲第5番

サファイア「横浜みなとみらいシリーズ」
第8回
2019.3/31（日）14：00　
横浜みなとみらいホール
指／上岡敏之　独／森谷真理S カトリン・ゲー
リングMs　合唱／栗友会合唱団　曲／マー
ラー：交響曲第2番「復活」　
¥7000〜2000　

☎新日本フィル03-5610-3815

神奈川フィル みなとみらいシリーズ 
第347回定期
2019.2/9（土）14：00　
横浜みなとみらいホール

指／川瀬賢太郎　独／藤村実穂子Ms　
曲／マーラー：リュッケルトの詩による5つの歌曲
／ロット：交響曲第1番　
¥6000〜3000 70歳以上割有
☎神奈川フィル045-226-5107

10/24（水）発売  
「歌曲（リート）の森」〜詩と音楽 第24篇 
イアン・ボストリッジ テノール
2019.1/22（火）19：00　トッパンホール 
共／サスキア・ジョルジーニp　曲／シューマン：
子供のための歌のアルバムop.79より／ブリテン：

「この子らは誰か」op.84より 他　
¥8000 学¥4000
☎トッパンホール03-5840-2222

セルゲイ・カスプロフ ピアノ
2019.2/23（土）15：00　トッパンホール
＜異才たちのピアニズム6＞
曲／レイエ=ゴドフスキー：ルネサンス第2集より
／ラヴェル：夜のガスパール／ムソルグスキー：
組曲「展覧会の絵」 他　
¥5000 学¥2500
☎トッパンホール03-5840-2222

日下紗矢子 ヴァイオリンの地平4
―近現代
2019.2/24（日）15：00　トッパンホール
共／ビヨルン・レーマンp　曲／バルトーク：無
伴奏ソナタSz.117／ジョン・アダムズ：ロード・ムー
ビー 他　
¥5000 学¥2500
☎トッパンホール03-5840-2222

10/26（金）発売  
N響 定期 シーズン会員券（WINTER 
12〜2019.2月・全3回）発売
NHKホール

Aプログラム
※第1900回 12/1or12/2,第1905回 2019.1/26
or1/27,第1906回 2/9or2/10（以上初日18：00,
2日目15：00）

Cプログラム 
※第1901回 12/7or12/8,第1903回 2019.1/11
or1/12,第1907回 2/15or2/16（以上初日19：00,
2日目15：00）

※詳細はウェブサイト（http：//www.nhkso.
or.jp/）をご覧ください　
¥23400〜9300 25歳以下¥3900
☎N響ガイド03-5793-8161

ニューイヤーコンサート 
ウィーン・リング・アンサンブル
2019.1/12（土）14：00　
松伏町/田園ホール・エローラ
曲／ J.シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」メドレー
／メンデルスゾーン・メドレー 他　
¥7000 高校生以下¥4000
☎田園ホール・エローラ048-992-1001

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

安達真理 ヴィオラ　
2019.2/19（火）　
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共／中野翔太p　曲／ J.S.バッハ=コダーイ：
半音階的幻想曲／リゲティ：無伴奏ソナタ／
坂東祐大：委嘱新作・世界初演 他　

佐藤彦大 ピアノ　
2019.3/19（火）
曲／ J.S.バッハ：パルティータ第4番／西村朗：
神秘の鐘／ラフマニノフ：ソナタ第2番 他　

¥3000
☎東京オペラシティ03-5353-9999

紀尾井 明日への扉23 
三宅理恵 ソプラノ
2019.2/22（金）19：00　紀尾井ホール
曲／パーセル：歌劇「妖精の女王」より／藤倉
大：世界にあてた私の手紙（S版・世界初演）
／グノー：歌劇「ロメオとジュリエット」より 他　
¥2500 学¥1000
☎紀尾井ホール03-3237-0061

神奈川フィル 定期 
県民ホール名曲シリーズ 第4回
2019.2/23（土）15：00　
神奈川県民ホール
指／川瀬賢太郎　独／浜田理恵S 山下牧
子Ms 宮里直樹T 妻屋秀和Bs　合唱／神
奈川フィル合唱団　曲／ヴェルディ：レクイエム
¥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

10/27（土）発売  
紀尾井ホール室内管弦楽団 
第115回定期
2019.2/8（金）19：00　9（土）14：00
紀尾井ホール
＜ミュトスとロゴス Ⅱ アポロンに寄せて＞
指／ライナー・ホーネックvn　曲／ J.S.バッハ：
ヴァイオリン協奏曲第1番／武満徹：弦楽のた
めのレクイエム／ストラヴィンスキー：ミューズを
率いるアポロ 他　
¥6300〜3650 学¥2000〜1500
☎紀尾井ホール03-3237-0061

びわ湖ホール声楽アンサンブル 東京
公演Vol.10 バロック声楽作品の精華
2019.2/11（月・祝）14：00　
東京文化会館（小）
指／本山秀毅　管／ザ・カレッジ・オペラハウ
ス管弦楽団　曲／J.S.バッハ：ミサ曲BWV235
／ヘンデル：詩篇曲「主は言われた」 他　
¥4000 25歳未満¥2500
☎びわ湖ホール077-523-7136

すみだ平和祈念音楽祭 
すみだトリフォニーホール

ダニエル・ホープ（指揮・ヴァイオリン） ＆ 新
日本フィル
2019.3/2（土）15：00
＜リコンポーズド・バイ・マックス・リヒター〜ヴィヴァ
ルディ「四季」＞
 ※他曲有
￥7000〜5000　

クリスチャン・ヤルヴィ（指揮） 
サウンド・エクスペリエンス
2019.3/5（火）19：00

管／新日本フィル　曲／マックス・リヒター：メモ
リー・ハウス（日本初演） 他
￥7500〜5500　

マックス・リヒター「スリープ」
 2019.3/9（土）24：00
 ※3/10（日）8：00終演

☎すみだトリフォニーホール03-5608-1212

東京芸術劇場 海外オーケストラシリーズ 
スイス・ロマンド管弦楽団
2019.4/13（土）14：00　東京芸術劇場
指／ジョナサン・ノット　独／辻彩奈vn　曲／
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲op.64／
マーラー：交響曲第6番　
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296

10/28（日）発売  
第31回 丹沢音楽祭 
ヘンデル「メサイア」
2019.3/17（日）14：30　秦野市文化会館
指／小泉ひろし　管／神奈川フィル　合唱／
丹沢音楽祭合唱団　他曲／加藤正二：丹沢
讃歌　
¥2500 学￥1000
☎秦野市文化会館0463-81-1211

オーケストラ・アンサンブル金沢 
第35回東京定期
2019.3/28（木）19：00　サントリーホール
指／ユベール・スダーン　独／リーズ・ドゥ・ラ・
サールp　曲／モーツァルト：ピアノ協奏曲第9
番「ジュノム」／ベートーヴェン：交響曲第3番

「英雄」 他　¥6000〜2000
☎石川県立音楽堂076-232-8632

10/29（月）発売  
プリマ・ヴィスタ弦楽四重奏団
2019.1/26（土）14：00　
スクエア荏原ひらつかホール

＜春を待ちながら＞
曲／ヴィヴァルディ：「四季」より／サン=サーンス：
白鳥／童謡：さくらさくら 他　
¥2800
☎チケットセンター CURIA（キュリア）
　03-5479-4140

10/30（火）発売  
東響 定期会員券発売

定期演奏会（全10公演）
サントリーホール
※第669回 2019.4/21,第670回 5/25,第671回 
6/15,第672回 7/20,第673回 9/21,第674回 
10/12,第675回 11/16,第676回 12/8,第677回 
2020.1/25,第678回 3/28
￥58000〜28000　

川崎定期演奏会（全5公演）
ミューザ川崎シンフォニーホール 14：00
※第70回 2019.7/21,第71回 9/22,第72回 11/
17,第73回 12/7,第74回 2020.2/1
￥29500〜12000　

東京オペラシティシリーズ（全5公演）
東京オペラシティコンサートホール 14：00

※第109回 2019.5/18,第110回 7/13,第111回 
9/14,第112回 11/23,第113回 2020.3/21
￥26000〜10500　

※詳細はウェブサイト（http：//tokyosymphony.
jp/）をご覧ください
☎東響044-520-1511

10/31（水）発売  
東京芸術劇場 パイプオルガンコンサート 
Vol.23 クリスマスに贈る真夜中のミサ
12/20（木）19：00　東京芸術劇場

出／小林英之 新山恵理（以上og） 広瀬奈
緒S 福沢宏gb　曲／ J.S.バッハ：コラール
BWV659〜 BWV661／シャルパンティエ：「真
夜中のミサ」より 他　
¥3000 ペア¥5000 高校生以下¥1000
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296

10月中発売  
華麗なるコンチェルトシリーズ 
4公演セット券発売
横浜みなとみらいホール 14：00　

管／神奈川フィル　※2019.5/19 第9回「児玉
桃p 児玉麻里p」（指／熊倉優）,6/30 第10回

「宮田大vc」（指／粟辻聡）,7/27 第11回「上
野由恵fl 田村響p 堀米ゆず子vn」（指／石崎
真弥奈）,9/16 第12回「及川浩治p」（指／船橋
洋介）　
¥19500〜12000
☎神奈川芸術協会045-453-5080

アレシュ・バールタ オルガン
2019.2/26（火）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

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 親子ペア¥2500
☎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
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小曽根真 THE TRIO
12/15（土）18：30　サンポートホール高松
＜クリスマス・ツアー＞
¥5000 高校生以下¥2000
☎サンポートホール高松087-825-5010

9/22（土）発売  
クリスマスはオルガンだ！
愛知県芸術劇場コンサートホール

12/21（金）19：00　
曲／ J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ／ヴィ
ドール：オルガン交響曲第5番より／ネルーダ：ト
ランペット協奏曲／アンダーソン：クリスマス・フェ
スティバル 他　

12/22（土）14：00　
曲／ J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ,小フー
ガBWV578／ヴィドール：オルガン交響曲第5番
より／アンダーソン：クリスマス・フェスティバル 他

＜コンサートホールリニューアル＆劇場オルガ
ニストデビュー＞
出／都築由理江og 服部孝也tp　
¥2000 U25¥1000 車イス席有
☎愛知県芸術劇場052-971-5609

漆原朝子（ヴァイオリン） ＆ ベリー・
スナイダー（ピアノ） 
12/22（土）15：00　宗像ユリックス
＜クリスマスコンサート＞
曲／ベートーヴェン：ソナタ第5番「春」／ショパン：
マズルカ第13番（pソロ）／シューベルト=ウィ
ルヘルミ：アヴェ・マリア 他　
¥1500 ペア¥2500
☎宗像ユリックス事業部0940-37-1483

Christmas Concert 
オルガンと歌で贈るクリスマス
12/22（土）14：00　安土 文芸セミナリヨ

出／山本真希og 古瀬まきをS　共／近江八幡
児童合唱団スキップ 近江八幡北里女声コー
ラス（以上ゲスト）　
¥2800 ペア¥5000 高校生以下￥1000
☎文芸セミナリヨ0748-46-6507

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

バレンタイン・オルガンコンサート 
ダニエル・ザレツキー
2019.2/8（金）19：00　
愛知県芸術劇場コンサートホール

¥3000 ペア¥3000 U25¥1500 車イス席有
☎愛知県芸術劇場052-971-5609

9/23（日・祝）発売  
新日本フィル
12/23（日・祝）16：00　岡谷/カノラホール

指／大井剛史　独／金子三勇士p　曲／
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番,交響曲
第4番 他　
¥4000 小〜高校生¥1000
☎カノラホール0266-24-1300

藤岡幸夫（指揮）のクリスマス・ファンタジア
12/23（日・祝）14：00　
ザ・シンフォニーホール
管／関西フィル　独／四方典子S 片桐聖子og
曲／シューベルト：アヴェ・マリア／ J.S.バッハ：
羊は安らかに草をはみ／プッチーニ：歌劇「ラ・
ボエーム」より／レスピーギ：交響詩「ローマの
松」 他　
¥5500〜3000
☎ABCチケットインフォメーション06-6453-6000

（問合せのみ）

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 ロミーナ・コウォジェイ ダミアン・シ
ムコ（以上ダンサー）　曲／ J.シュトラウスⅡ：ワ
ルツ「美しく青きドナウ」／レハール：喜歌劇「ジュ
ディッタ」より 他　
¥6000〜4000 学¥2000
☎富山市民文化事業団総務企画課
　076-445-5610

松田華音 ピアノ
2019.1/20（日）14：00　
ザ・シンフォニーホール
＜「ロメオとジュリエット」＆「展覧会の絵」＞
曲／プロコフィエフ：バレエ「ロメオとジュリエット」
からの10の小品／ムソルグスキー：組曲「展覧
会の絵」 他　¥3500
☎ABCチケットインフォメーション06-6453-6000

（問合せのみ）

辻井伸行 ピアノ
2019.1/27（日）14：00　
ザ・シンフォニーホール
＜ドビュッシー・ラヴェル・ショパン＞
曲／ドビュッシー：映像第1集／ラヴェル：ソナチネ
／ショパン：スケルツォ第1番〜第4番 他　
¥7000〜3000
☎ABCチケットインフォメーション06-6453-6000

（問合せのみ）

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

千住真理子 ヴァイオリン スウィート・
バレンタイン〜チェンバロと織り成す
ハーモニー
2019.2/9（土）14：00　
ザ・シンフォニーホール
＜トーク＆リサイタル＞
共／梅村祐子cm　曲／ヴィヴァルディ：「四季」
より／J.S.バッハ：G線上のアリア／ヴィターリ：シャ
コンヌ 他　¥4000
☎ABCチケットインフォメーション06-6453-6000

（問合せのみ）

ユリアンナ・アヴデーエワ ピアノ
2019.2/17（日）14：00　
ザ・シンフォニーホール
＜シューマン、シューベルト、そしてショパン！＞
曲／ショパン：ソナタ第3番／シューマン：幻想
小曲集／シューベルト：幻想曲「さすらい人」 他
¥6000〜3000
☎ABCチケットインフォメーション06-6453-6000

（問合せのみ）

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
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
曲／クルターグ：3つの小品op.14e／バルトーク：
ラプソディ第1番／ブラームス：ソナタop.108 他
¥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）
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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セレク
ションズ
2019.2/16（土）16：00　
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　
¥3000 学¥2000
☎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　
¥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　曲／ヴィヴァルディ：来て、い
としい人よ／プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッ
キ」より 他　¥5500〜4000 学割有
☎サラマンカホール058-277-1110

9/29（土）発売  
オペラ講座「ジークフリート」
初級編（全2回）通し券発売
コラボしが21・3F大会議室 14：30　 
講師／東条碩夫（音楽評論家）　※第1回 
12/22,第2回 2019.1/27　
¥2000
☎びわ湖ホール077-523-7136

ワーグナー・ゼミナール 
上級編（全3回）通し券発売
びわ湖ホール・リハーサル室（第1回のみ）/コラボ
しが21・3F大会議室 14：00
＜音楽面・テキスト面・思想面から「ジークフリー
ト」の深く広大な世界を丁寧に解説＞
※第1回 2019.2/2（講師／岡田安樹浩（国立
音楽大学講師））,第2回 2/17（講師／伊東
史明（大谷大学講師））,第3回 2/23（講師／
藤野一夫（神戸大学教授））　
¥3000
☎びわ湖ホール077-523-7136

「音楽の絵本」笑門来福 お正月コン
サート
2019.1/5（土）15：00　
岡崎市シビックセンター

出／ズーラシアンブラス（金管五重奏） 弦うさぎ
（弦楽四重奏） クラリキャットcl　曲／ワルツィ
ングキャット 他　¥2500 3歳以上¥1000
☎岡崎市シビックセンター0564-72-5111

イアン・ボストリッジ テノール 
シューベルト「冬の旅」
2019.1/19（土）15：00
青山音楽記念館（バロックザール） 
共／サスキア・ジョルジーニp　￥5000　
☎青山音楽記念館075-393-0011

池田洋子 ピアノトリオ
2019.1/27（日）14：00　
川西市みつなかホール
出／池田洋子p 田野倉雅秋vn 近藤浩志vc
曲／ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番「大
公」 他　
¥3000 小〜高校生・障がいのある方¥2500
☎みつなかホール072-740-1117

N響 定期
2019.2/24（日）15：00　
愛知県芸術劇場コンサートホール
＜愛知県芸術劇場シリーズ/ストラヴィンスキー・
プログラム＞
指／パーヴォ・ヤルヴィ　曲／ストラヴィンスキー：
バレエ音楽「春の祭典」,ロシア風スケルツォ 他
¥13000〜4000 U25¥2500〜2000 車イス席有
☎愛知県芸術劇場052-971-5609

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／クリスティアン・フランツ/未定 
高橋淳/トルステン・ホフマン 青山貴/ユルゲン・
リン 大山大輔/町英和 伊藤貴之/斉木健詞 
竹本節子/八木寿子 池田香織/ステファニー・
ミュター 吉川日奈子
《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,春の海 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　 
¥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

ファビオ・ルイージ（指揮） 
デンマーク国立交響楽団
2019.3/16（土）15：00　
福岡シンフォニーホール
独／アラベラ・美歩・シュタインバッハーvn　
曲／ソレンセン：Evening Land（日本初演）／
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7番　
¥13000〜5000
☎テレビ西日本事業部092-852-5507
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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

10/1（月）発売  
セントラル愛知響 第166回定期
2019.1/24（木）18：45　
愛知県芸術劇場コンサートホール
＜甘美な情感をたたえる旋律＞
指／レオシュ・スワロフスキー　独／須川展也sx
曲／ファジル・サイ：アルト・サクソフォンと管弦楽
のための「バラード」／イベール：アルト・サクソフォ
ンと11の楽器のための室内小協奏曲／ドビュッ
シー：交響詩「海」 他　
¥4500〜2500 学割有
☎セントラル愛知響052-581-3851

10/2（火）発売  
山響 ユアタウンコンサート
2019.2/2（土）15：00　南陽市文化会館
指／飯森範親　独／中丸三千繪S　曲／
モーツァルト：セレナード第9番より／ベートーヴェ
ン：交響曲第5番「運命」／ヴェルディ：歌劇「椿
姫」より 他　
☎山響023-625-2204

10/5（金）発売  
第39回 ベガメサイア
12/9（日）14：00　宝塚ベガ・ホール
＜県民芸術劇場＞
指／中村健　管／テレマン室内オーケストラ
独／松岡万希S 青木洋也CT 谷浩一郎T 
萩原寛明Br　合唱／ベガメサイアを唱う会 
宝塚少年少女合唱団　曲／ヘンデル：メサイア
¥3000
☎宝塚市文化財団0797-85-8844

10/6（土）発売  
サイトウ・キネン・オーケストラ 
ブラス・アンサンブル
2019.1/30（水）18：30　いわきアリオス
＜セイジ・オザワ 松本フェスティバル特別公演＞
出／ガボール・タルコヴィtp ラデク・バボラークhr 
ワルター・フォーグルマイヤーtb 他　曲／ラヴェ
ル：亡き王女のためのパヴァーヌ／バーンスタイン：
ウエストサイド・ストーリーより 他　
¥3500 学¥1000
☎アリオスチケットセンター0246-22-5800

10/7（日）発売  
広響 新ディスカバリー・シリーズ 
黄昏の維納 Ⅶ
12/7（金）18：45　JMSアステールプラザ
指／下野竜也　曲／シューベルト：交響曲第
7番「未完成」／シェーンベルク：浄められた夜 他
¥5200〜3200 学¥1000
☎広響082-532-3080

10/9（火）発売  
第21回 音芸協コンサート 
こわれた1000のがっき
〜オカリナで奏でるものがたり
2019.1/19（土）14：00　
茨木市クリエイトセンター
出／茨木智博 山本奈央 清原邦仁 村崎愛 
茨木市少年少女合唱団 石山歩 川端いづみ 
野呂昶　曲／こわれた1000のがっき 他
¥3000 65歳以上・障がいのある方¥2500 青
少年¥1000
☎茨木市文化振興財団072-625-3055

10/10（水）発売  
中部フィル ニューイヤーコンサート
2019.1/6（日）14：00　サラマンカホール
指／飯森範親　曲／ J.シュトラウスⅡ：ワルツ

「美しく青きドナウ」／R.シュトラウス：交響詩「ドン・
ファン」 他　¥5300〜3300
☎中部フィル0568-43-4333 
　サラマンカホール058-277-1110

仙台フィル 定期
日立システムズホール仙台

【第324回】
2019.1/25（金）19：00　26（土）15：00
指／川瀬賢太郎　曲／ハイドン：交響曲第90
番／ベートーヴェン：交響曲第4番 他　

【第325回】
2019.2/8（金）19：00　9（土）15：00
指／飯守泰次郎　独／堤剛vc　曲／ショス
タコーヴィチ：チェロ協奏曲第1番／シューベルト：
交響曲第8番「ザ・グレート」　

【第326回】
2019.3/15（金）19：00　16（土）15：00　
指／角田鋼亮　曲／ブラームス：ハイドンの主
題による変奏曲op.56a／シューマン：交響曲
第2番 他

¥5000〜2000 ユース¥2000〜1500
☎仙台フィル022-225-3934

関西フィル 第298回定期
2019.2/8（金）19：00　
ザ・シンフォニーホール
指／ヤニフ・セガル　独／ガボール・タルケヴィtp
曲／ハイドン：トランペット協奏曲変ホ長調／アル
チュニアン：トランペット協奏曲変イ長調／ストラ
ヴィンスキー：「火の鳥」組曲（1919年版） 他
¥6000〜2000 学¥1000
☎関西フィル06-6577-1381

10/11（木）発売  
親子のためのコンサート Vol.13 
子供から大人まで楽しめる 
親子のためのクリスマスコンサート
12/1（土）10：30　新長田ピフレホール
※0歳〜入場可　
¥1100（子供のみプレゼント付）

12/9（日）11：00 14：30　クレオ大阪東
※11：00〜「0〜2歳の親子対象」,14：30〜「3歳
以上の親子対象」　
¥1100（11：00） ¥1600（14：30）（以上子供のみ
プレゼント付）

12/15（土）10：30　
豊中市立文化芸術センター（中）
※0歳〜入場可　
¥1100（子供のみプレゼント付）

12/21（金）10：30　西宮/プレラホール
※0〜2歳の親子対象　
¥1100（子供のみプレゼント付）

＜10/11〜11/22期間限定発売＞
出／サンタクロースp ニャリみゆき（S・お話）　
http：//oyako-christmasconcert.com/

前橋汀子 カルテット
2019.1/27（日）14：00　
盛岡市民文化ホール（小）
＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
出／前橋汀子 久保田巧（以上vn） 川本嘉
子va 原田禎夫vc　曲／ベートーヴェン：弦楽
四重奏曲第8番・第14番　
¥4500〜3500 U-25¥1500
☎盛岡市民文化ホール019-621-5100

10/12（金）発売  
第340回 市民のためのオルガンコン
サート パイプオルガンと迎えるクリ
スマス
12/8（土）13：30　宝塚ベガ・ホール
出／松井公子　曲／デュプレ：古いノエルに
よる変奏曲op.20 他　¥500
☎宝塚ベガ・ホール0797-84-6192

0歳からのコンサート 
Felice ＆ CORO Junior
2019.1/4（金）14：00　サラマンカホール
出／Felice サラマンカ少年少女合唱団CORO 
Junior　¥500
☎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 
第410回定期フィルハーモニー・シリーズ
2019.1/12（土）14：00　石川県立音楽堂
リーダー／フォルクハルト・シュトイデvn　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　
¥7000〜1000
☎石川県立音楽堂076-232-8632

京響 
京都コンサートホール 14：30

ニューイヤーコンサート
2019.1/13（日）　
指／高関健　合唱／京都市少年合唱団　
曲／ヨゼフ・シュトラウス：ポルカ・マズルカ「おしゃ
べりな女（ひと）」／ J.シュトラウスⅡ：ワルツ「美し
く青きドナウ」,ポルカ「ハンガリー万歳」 他　
¥5500〜2000

第630回定期
2019.1/19（土）20（日）
指／マルク・アンドレーエ　独／ゲルハルト・オ
ピッツp　曲／ブラームス：ピアノ協奏曲第1番／
ムソルグスキー=ラヴェル：組曲「展覧会の絵」
※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
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仙台フィル 名曲のちから「オーケス
トラ・スタンダード」
日立システムズホール仙台 19：00

【Vol.22】2019.1/30（水）　
指／太田弦　独／郷古廉vn　曲／シベリウス：
ヴァイオリン協奏曲op.47,交響曲第2番 他

【Vol.23】2019.2/20（水）　
指／山下一史　独／津田裕也p　曲／チャ
イコフスキー：ピアノ協奏曲第1番,交響曲第5
番 他　

《2公演セット券》¥5000
《単券》¥3000
☎仙台フィル022-225-3934

第246回神戸松蔭チャペルコンサート 
バッハ・コレギウム・ジャパン 
J.S.バッハ 教会カンタータ・シリーズ 
Vol.75 祈りのカンタータ
2019.3/2（土）15：00　
神戸松蔭女子学院大学チャペル
指／鈴木雅明　独／ハナ・ブラシコヴァS ロビ
ン・ブレイズA ユリウス・プファイファーT 加耒
徹Bs 鈴木優人og　曲／ J.S.バッハ：カンタータ
BWV12・BWV21・BWV150 他　
¥8000〜2000 Sペア¥15000
☎バッハ・コレギウム・ジャパンチケットセンター
　03-5301-0950

10/13（土）発売  
びわ湖ホール ジルベスター・コンサート
12/31（月）22：00　びわ湖ホール
演出／岩田達宗　指／沼尻竜典　管／大阪
交響楽団　司／桂米團治
¥8000〜3000 25歳未満¥1500
☎びわ湖ホール077-523-7136

くれニューイヤーコンサート
2019.1/13（日）14：30　呉市文化ホール
指／松村秀明　管／広響　独／須川展也sx
曲／ビゼー：「アルルの女」第2組曲 他　
¥4320〜3240 学¥1080
☎呉市文化ホール0823-25-7878

札響名曲シリーズ「愛を奏でるラフ
マニノフ」
2019.2/23（土）14：00　
札幌コンサートホールKitara
指／尾高忠明　独／岡田奏p　曲／ラフマ
ニノフ：ピアノ協奏曲第2番／ムソルグスキー=
ラヴェル：組曲「展覧会の絵」 他　
¥5000〜3000 U25¥1200
☎札響011-520-1771

10/14（日）発売  
X'mas
12/14（金）19：30　ビーチホールまがたま
出／丸山たい子S 長谷川久美子（編曲） 根津
要vc 藤本利恵p　曲／もろびとよ歓呼して神を
迎えよ　¥4000 学¥2000
☎ビーチホールまがたま025-553-1670

オルガン・コンサート 
クリスマスの贈りもの
12/15（土）15：00　松江/プラバホール
＜森に響きわたる角笛＞

出／米山麻美og 島根ホルンクラブ（hrアンサン
ブル）　曲／ワーグナー：歌劇「タンホイザー」より
／チャイコフスキー：花のワルツ 他
￥1000 高校生以下￥500　
☎プラバチケットコーナー0852-27-6400

アクト・ニューアーティスト・シリーズ 
城宏憲 テノール
12/16（日）15：00　
アクトシティ浜松音楽工房ホール

共／中桐望p　曲／ドニゼッティ：歌劇「ランメ
ルモールのルチア」より／マスネ：歌劇「マノン」
より 他　¥2500 学¥1000
☎浜松市文化振興財団053-451-1114

第14回 京都市ジュニアオーケストラ
コンサート
2019.1/27（日）14：00　
京都コンサートホール

指／広上淳一　独／桑山彩子og　曲／モー
ツァルト：交響曲第31番「パリ」／サン=サーンス：
交響曲第3番「オルガン付」　
¥1000 22歳以下¥500
☎京都コンサートホール075-711-3231

名曲コンサート 
華麗なるオーケストラの世界 Vol.1
2019.2/10（日）15：00　びわ湖ホール
指／阪哲朗　管／日本センチュリー交響楽団
独／久末航p　曲／チャイコフスキー：ピアノ
協奏曲第1番／ドヴォルザーク：交響曲第8番 他
¥4000〜1000 25歳未満¥1500
☎びわ湖ホール077-523-7136

アクト・プレミアム・シリーズ Vol.10 
ユリアンナ・アヴデーエワ ピアノ
2019.2/21（木）19：00　
アクトシティ浜松（中）

曲／ショパン：ソナタ第3番／シューベルト：幻想曲
「さすらい人」 他　
¥6000〜3000 学¥1500
☎浜松市文化振興財団053-451-1114

北山クラシック倶楽部 カレファックス・
リード・クインテット・アムステルダム
2019.3/21（木・祝）14：00　
京都コンサートホール（小）

¥4000 学¥2000
☎京都コンサートホール075-711-3231

10/17（水）発売  
日本センチュリー交響楽団 
第232回定期
2019.2/14（木）19：00　
ザ・シンフォニーホール

指／飯森範親　独／ラモン・オルテガ・ケロob
曲／ R.シュトラウス：オーボエ協奏曲ニ長調,
歌劇「インテルメッツォ」より 他　
¥6000〜1500 車イス¥3500
☎日本センチュリー交響楽団06-6868-0591

10/19（金）発売  
角田鋼亮（指揮） ＆ 京響「第九」
12/13（木）19：00　京都コンサートホール
独／老田裕子S 山田愛子A 清水徹太郎T 
三原剛Bs-Br　合唱／京都「第九」をうたう会
他曲／モーツァルト：アダージョとフーガ　

¥5800〜4500
☎京都ミューズ075-441-1567

開館30周年記念ウィンド・アンサンブル 
冬の管
2019.1/20（日）14：00　
アトリオン音楽ホール
＜秋田ゆかりの奏者たちによる吹奏楽の祭典＞
指／天野正道 佐々木新平 他　曲／天野
正道：アトリオン音楽ホールのためのファンファ
ーレ／リード：アルメニアンダンス パートI 他　
¥3500 学¥2000
☎秋田アトリオン事業部018-836-7803

いわき室内楽協会コンサート 第23回 
フルート、ヴィオラ、ハープの黄金律
2019.2/2（土）14：00　
いわきアリオス音楽小ホール
出／小池郁江fl 馬渕昌子va 篠原英子hp
曲／ドビュッシー：フルート、ヴィオラとハープの
ためのソナタ／武満徹：そしてそれが風である
ことを知った 他　
¥4500 学￥2000
☎いわき室内楽協会0246-36-3350
　アリオスチケットセンター0246-22-5800

10/20（土）発売  
聲明 鎮魂の祈り 四箇法要「花びらは
散っても花は散らない」附 宮内康乃

「海霧讃歎」
2019.3/2（土）15：00　
愛知県芸術劇場コンサートホール
＜コンサートホールに響く荘厳なる声＞
演出／田村博巳　出／声明の会・千年の聲

（七聲会（天台聲明） 迦陵頻伽聲明研究会
（真言聲明））　¥6000〜4800 U25¥3000〜
2400 車イス¥4800
☎愛知県芸術劇場052-971-5609

ファビオ・ルイージ（指揮） 
デンマーク国立交響楽団
2019.3/14（木）18：45　
愛知県芸術劇場コンサートホール
独／横山幸雄p　曲／ベートーヴェン：ピアノ
協奏曲第5番「皇帝」／チャイコフスキー：交
響曲第5番 他　
¥14000〜5000
☎東海テレビ放送事業部052-954-1107

2019.3/21（木・祝）15：00　
兵庫県立芸術文化センター
独／アラベラ・美歩・シュタインバッハーvn　曲／
ソレンセン：Evening Land（日本初演）／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7番　
¥14000〜6000
☎芸術文化センターチケットオフィス
　0798-68-0255

10/21（日）発売  
宝くじおしゃべり音楽館（想い出のス
クリーンミュージック）
2019.3/30（土）14：00　福島市音楽堂
指／藤野浩一　管／おしゃべり音楽館ポッ
プスオーケストラ　独／島田歌穂vo 小原孝p
司／春風亭小朝　曲／サウンド・オブ・ミュー
ジック メドレー ,TO LOVE AGAIN 他　
¥2500 高校生以下¥1500
☎福島市音楽堂024-531-6221
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10/23（火）発売  
九響 天神でクラシック「音楽プロム
ナード」 Vol.32
2019.1/27（日）15：00　
FFGホール（旧福岡銀行本店ホール）
指／パトリック・ガロワfl　曲／モーツァルト：フル
ート協奏曲第1番,交響曲第36番「リンツ」 他
¥3700〜2900 学¥1100
☎九響092-823-0101

10/24（水）発売  
広響 Music for Peace コンサート
2019.2/24（日）15：00　
広島文化学園HBGホール
＜ベートーヴェン生誕250年プロジェクト2016-
2020＞
指／クリスティアン・アルミンク　独／マティアス・
ミュラーtm 小曽根真p 金井晶子tp　曲／ショ
スタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第1番／ベートー
ヴェン：交響曲第7番 他　
¥5000〜4000 学¥1500
☎広響082-532-3080

10/25（木）発売  
松田理奈（ヴァイオリン） × 新倉瞳

（チェロ） × 佐藤卓史（ピアノ）
2019.1/26（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

10/26（金）発売  
静響 
第84回定期
2019.1/18（金）19：00　
静岡/しずぎんホールユーフォニア
＜ハイドンシリーズ Vol.2＞
指／原田幸一郎　曲／ハイドン：交響曲第44番

「悲しみ」・第30番「アレルヤ」・第31番「ホルン
信号」　
¥4500 学¥1500

ファミリーで楽しむ新春ニューイヤーコン
サート
2019.1/20（日）14：30　
富士市ロゼシアター
指／篠﨑靖男　独／小川典子p　曲／チャ
イコフスキー：ピアノ協奏曲／リムスキー =コル
サコフ：シェエラザード 他　
¥2000 高校生以下¥1000

☎静響054-203-6578

オーケストラ・アンサンブル金沢 
第411回定期マイスター・シリーズ
2019.1/26（土）14：00　石川県立音楽堂
指／ポール・エマニュエル・トーマス　独／松田
華音p　曲／ラヴェル：ピアノ協奏曲ト長調,マ・
メール・ロワ（全曲版）　¥6000〜1000
☎石川県立音楽堂076-232-8632

小林沙羅 ソプラノ
2019.3/10（日）15：00　おりなす八女
曲／グノー：歌劇「ファウスト」より／フォーレ：夢
の後に 他　¥2500 高校生以下¥1000
☎おりなす八女0943-22-5332

10/27（土）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
2019.1/14（月・祝）15：00　
ハーモニーホールふくい
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　
¥10000〜6000 車イス¥8000 学割有
☎ハーモニーホールふくい0776-38-8282

ソヌ・イェゴン ピアノ
2019.1/19（土）18：00　静岡音楽館AOI
曲／シューベルト：4つの即興曲D.935／ショパン：
ポロネーズ第5番 他　
¥4000 22歳以下¥1000
☎静岡音楽館AOI 054-251-2200

今井信子（ヴィオラ） ＆ 伊藤恵（ピアノ） 
デュオ
2019.1/25（金）19：00　静岡音楽館AOI
曲／ヘンデル=細川俊夫：私を泣かせてください
／フランク：ソナタ イ長調 他　
¥4000 22歳以下¥1000
☎静岡音楽館AOI 054-251-2200

ALTI芸術劇場 Vol.48 林田明子 
ソプラノ 歌の万華鏡 Vol.2
2019.1/26（土）15：00　
京都府立府民ホール・アルティ
＜開館30周年記念＞
共／武知朋子p　曲／中田喜直：うばぐるま
／山田耕筰：唄 他　
¥3000 学¥2500
☎京都府立府民ホール075-441-1414

子どものためのコンサート 東京混声
合唱団 東混ゾリステン 声楽八重唱
2019.2/2（土）15：00　静岡音楽館AOI
出／東混ゾリステン（東京混声合唱団のメン
バーより・声楽八重唱） 北野悠美p　曲／林光：
うつくしいのはげつようびのこども／間宮芳生：
合唱のためのコンポジション第1番第4曲 他
¥2500 22歳以下¥1000 親子¥3000
☎静岡音楽館AOI 054-251-2200

田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト” 
第29回 魅惑のクラシカル・バンドネオン
2019.2/8（金）11：00　
京都コンサートホール（小）
＜ステキな曲とチョットいいお話＞
出／生水敬一朗bn 田隅靖子（お話）　曲／
J.S.バッハ：G線上のアリア／ラモー：やさしい嘆
き 他　¥500
☎京都コンサートホール075-711-3231

びわ湖ホール声楽アンサンブル 
第68回定期 バロック声楽作品の精華
2019.2/9（土）14：00　びわ湖ホール（小）
指／本山秀毅　共／ザ・カレッジ・オペラハウス
管弦楽団　曲／ J.S.バッハ：ミサ曲BWV235／
ヘンデル：詩篇曲「主は言われた」 他　
¥3000 25歳未満¥1500
☎びわ湖ホール077-523-7136

我らがイエスの肢体〜若きバッハが
400km歩き追い求めたブクステフー
デ最大の受難曲
2019.2/16（土）18：00　静岡音楽館AOI

出／山田祐規子 川畑瑠紗（以上S） 佐藤典
子A 永坂邦彦T 鷲見誠一Bs 丹沢広樹 天野
寿彦（以上b-vn） 西谷尚己gb 角谷朋紀（ヴィ
オローネ） 杉本周介og 金子浩lt 川畑みどり 
田中伸代 清野美佳 梶山雅美（以上ガンバ
コンソート）　他曲／ブクステフーデ：ソナタ
BuxWV272 他　
¥2500 22歳以下¥1000
☎静岡音楽館AOI 054-251-2200

愛知県芸術劇場ダンス・コンサート 
Manuel Legris「Stars in Blue」
BALLET ＆ MUSIC
2019.3/17（日）15：00　
愛知県芸術劇場コンサートホール
出／マニュエル・ルグリ オルガ・スミルノワ セミョ
ーン・チュージン 木本全優（以上ダンサー） 三浦
文彰vn 田村響 滝澤志野（以上p）　
¥14000〜4000 車イス¥6400
☎愛知県芸術劇場052-971-5609

子どものための管弦楽教室 第15回
2019.3/24（日）14：00　びわ湖ホール
指／飯守泰次郎　管／関西フィル　
¥2000 4歳〜中学生¥1000
☎びわ湖ホール077-523-7136

10/28（日）発売  
中学生のためのオーケストラ 
松村秀明（指揮） 神奈川フィル
2019.1/30（水）31（木）10：30 14：00　
静岡/グランシップ（中）

曲／メンデルスゾーン：「夏の世の夢」序曲／
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
各¥1500
☎グランシップ054-289-9000

木村大 ギター Vol.5 
アンドリュー・ヨークを迎えて
2019.2/24（日）15：00　
尼崎/あましんアルカイックホール・オクト

＜アルカイックホール・オクト 開館25周年記念＞
曲／サンバースト 他　
¥5000 高校生以下¥2500
☎あましんアルカイックホール事業担当
　06-6487-0910

10/29（月）発売  
広響名曲コンサート 音楽の花束 冬
2019.2/2（土）15：00　
広島/フェニックスホール
指／園田隆一郎　独／ファブリス・ミリシェーtb
曲／ダヴィッド：トロンボーンのためのコンチェル
ティーノ変ホ長調／ラヴェル：ラ・ヴァルス,ボレロ 他
¥4200〜2200 Sペア¥6400 学¥1500
☎広響082-532-3080

アトリオン音楽ホール・コンサートオ
ペラ Vol.6 柴田真郁（指揮） × 藤原
歌劇団 × 東京フィル プッチーニ 歌劇

「ラ・ボエーム」（演奏会形式・字幕付）
2019.2/17（日）13：30　
アトリオン音楽ホール

出／髙橋絵理 西村悟 小林沙羅 押川浩士 
岡昭宏 伊藤貴之 安東玄人 他　
¥7500〜6000 学¥2000
☎秋田アトリオン事業部018-836-7803


