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10/20（土）発売  
クリスマス・パイプオルガンコンサート
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＞
出／冨田一樹　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

ホアキン・アチュカロ ピアノ
2019.1/15（火）19：00
武蔵野市民文化会館（小） 
曲／ファリャ：アンダルシア幻想曲／モンポウ：ショ
パンの主題による変奏曲　￥2500　
☎武蔵野文化事業団0422-54-2011

ソヌ・イェゴン ピアノ
2019.1/22（火）19：00
武蔵野市民文化会館（小） 
曲／ R.シュトラウス＝グレインジャー：「ばらの騎
士」より／ブラームス：ソナタ第2番　￥1500　
☎武蔵野文化事業団0422-54-2011

ベルチャ弦楽四重奏団
2019.1/28（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3番・第
11番「セリオーソ」・第15番　￥4000　
☎武蔵野文化事業団0422-54-2011

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　曲／シューベルト：ソナタＤ.574
／ベートーヴェン：ソナタ第9番「クロイツェル」 他
¥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  
プロジェクトQ・第16章 若いクァル
テット、バルトークに挑戦する バルトーク
弦楽四重奏曲全曲演奏会
2019.2/24（日）13：00 18：00　
上野学園石橋メモリアルホール
出／アヴァンティ弦楽四重奏団（第1番） ウナ・
クァルテット（第2番） ヴォロンテ・クァルテット（第
3番）（以上13：00） フィレール・クァルテット（第4
番） タレイア・クァルテット（第5番） クァルテット・
ポワリエ（第6番）（以上18：00）　
各¥2000
☎テレビマンユニオン03-6418-8617

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

山田和樹アンセム・プロジェクト 
Road to 2020
2019.3/17（日）15：00　
オーチャードホール
指／山田和樹　管／日本フィル　合唱／東京
混声合唱団　曲／国歌集（君が代,アメリカ
合衆国国歌（J.ウィリアムズ編）,コモロ連合）
／グラズノフ：第1次世界大戦の連合国の国歌
によるパラフレーズ／シベリウス：交響詩「フィン
ランディア」／ホルスト：木星 他　
¥8000〜4000
☎Bunkamura 03-3477-3244

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

東京・関東

11 チケット月 の

10月20日〜 11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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【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,民謡編曲第2集
「フランスの歌」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

10/25（木）発売  
都民芸術フェスティバル 
オーケストラ・シリーズNo.50 
全8公演セット券（限定数）発売
東京芸術劇場 19：00/14：00（2019.2/20
のみ）　
※2019.1/30 N響（指／ロベルト・フォレス・ヴェ
セス 独／ソン・ヨルムp）,2/5 東京フィル（指／
角田鋼亮 独／神尾真由子vn）,2/7 東京シ
ティ・フィル（指／高関健 独／山根一仁vn）,
2/20 新日本フィル（指／原田慶太楼 独／伊藤
恵p）,2/27 読響（指／カーチュン・ウォン 独／
小山実稚恵p）,3/6 都響（指／梅田俊明 独／
大谷康子vn）,3/15 東響（指／川瀬賢太郎 
独／仲道郁代p）,3/19 日本フィル（指／柴田
真郁 独／宮田大vc）　¥26000
☎日本演奏連盟03-3539-5131

石神井バレエ・アカデミー
「バレリーナ吉田都からのメッセージ」
2019.1/25（金）19：00　
文京シビックホール 
演出・振付／山崎敬子　出／吉田都 米沢唯 
沖香菜子 峰岸千晶 高岸直樹 秋元康臣 
浅田良和 池本祥真 他　￥10800〜6000　
☎石神井バレエ・アカデミー03-3996-9041

10/26（金）発売  
N響 定期 シーズン会員券（WINTER 
12月〜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）　
共／中野翔太p 宮下和也（エレクトロニクス）
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  
スーパーソロイスツ 3公演セット券発売
オーチャードホール 14：00
＜10/27〜2019.1/10期間発売＞
管／東京フィル　※第1回 2019.1/14（指／
川瀬賢太郎 独／辻井伸行p 曲／ショパン：ピ
アノ協奏曲第1番 他）,第2回 2/9（指／徳永
二男 独／三浦文彰vn 曲／ブラームス：ヴァイ
オリン協奏曲 他）,第3回 3/3（指／ロッセン・
ゲルゴフ 独／小菅優p 曲／ラフマニノフ：パ
ガニーニの主題による狂詩曲 他）,生演奏の
凄さをステージ上のスクリーン映像でも楽しめる
￥24000〜13500　
☎チケットスペース03-3234-9999

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
麻里（p）＆児玉桃（p）」（指／熊倉優）,6/30 
第10回「宮田大vc」（指／粟辻聡 共／高木
慶太vc）,7/27 第11回「堀米ゆず子vn 田村
響p 上野由恵fl」（指／石崎真弥奈）,9/16 
第12回「及川浩治p」（指／船橋洋介）　※発
売日が決定しました　
¥19500〜12000
☎神奈川芸術協会045-453-5080

芸劇dance 
勅使川原三郎「月に憑かれたピエロ」

「ロスト・イン・ダンス―抒情組曲―」
12/1（土）18：00　2（日）16：00　4（火）
19：30　東京芸術劇場プレイハウス 
演出・振付・出／勅使川原三郎　指／ハイメ・
ウォルフソン　出／佐東利穂子（ダンス） マリ
アンヌ・プスールvo 松岡麻衣子 甲斐史子（以
上vn） 般若佳子va 山澤慧vc 多久潤一朗fl 
岩瀬龍太cl 田口真理子p　曲／ベルク：抒情
組曲／シェーンベルク：月に憑かれたピエロ
￥5000〜4000 65歳以上・25歳以下・高校生
以下割有　
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296

さくらめいとクラシック・カフェ Vol.9
2019.1/26（土）15：00　さくらめいと
出／金子平（cl・ゲスト） 山田武彦p　司／松本
志のぶ　曲／サン=サーンス：クラリネット・ソナタ
第1楽章／ユービー・ブレイク：メモリーズ・オブ・
ユー 他　¥3000 25歳以下￥1000（以上茶
菓子・飲物付）
☎さくらめいと048-532-9090

N響メンバーによるアフタヌーン・コン
サート
2019.2/5（火）14：00　
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
出／横島礼理vn 村井智vc 小井土文哉p
曲／ラフマニノフ：ピアノ三重奏曲「悲しみの
三重奏曲」第1番 他　
¥3000（茶菓子付）〜2000
☎よこすか芸術劇場046-823-9999

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
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びわ湖ホール声楽アンサンブル 
東京公演Vol.10 
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：カンタータ第70番

「目を覚まして祈れ、祈りて目を覚ませ」（解説
付）／ヴィヴァルディ：グローリアRV589 他　
¥4000 25歳未満¥2500
☎びわ湖ホール077-523-7136

オペラ宅配便シリーズ17 ぎゅぎゅっと
オペラ Digitalyrica J.シュトラウスⅡ 
喜歌劇「こうもり」ハイライト版（日本
語上演）
2019.2/24（日）16：00　
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
演出・出／彌勒忠史　出／小川里美 岩田
健志 栗林瑛利子 大川博 金山京介 坂下
忠弘 室伏みゆき 立花菜恵 大隣さやか 清水
のりこel ぎゅぎゅっとオペラ合唱団（公募）　
¥5000〜4500
☎よこすか芸術劇場046-823-9999

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

レイフ・オヴェ・アンスネス ピアノ
2019.3/18（月）19：00　
東京オペラシティコンサートホール
曲／シューマン：3つのロマンスop.28,謝肉祭 他
¥8000〜4500
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

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

芸劇 ブランチコンサート 
清水和音の名曲ラウンジ
東京芸術劇場 11：00 

【第18回】ヴィヴァルディの「四季」
2019.4/24（水）
出／清水和音 伊藤亮太郎 藤江扶紀 大江馨 
佐々木亮 他　※他曲有　

【第19回】ドヴォルザークの楽しみ
2019.6/19（水）　
出／清水和音 伊藤亮太郎 大江馨 佐々木亮 

向山佳絵子　曲／ドヴォルザーク：ピアノ五重
奏曲 他

【第20回】J.S.バッハの協奏曲
2019.8/28（水）
出／清水和音 伊藤亮太郎 大江馨 藤江扶
紀 佐々木亮 富岡廉太郎 西山真二　曲／
J.S.バッハ：ピアノ協奏曲第1番 他　

¥2200
☎サンライズプロモーション東京
　0570-00-3337

10/28（日）発売  
サントリーホール室内楽アカデミー
特別公演 葵トリオ
12/14（金）19：00　サントリーホール（小）
＜ミュンヘン国際音楽コンクールピアノ三重奏
部門第1位記念＞
出／小川響子vn 伊東裕vc 秋元孝介p　
曲／ブラームス：ピアノ三重奏曲第1番（改訂版）
／シューベルト：ピアノ三重奏曲第2番 他
￥4000〜2500　
☎サントリーホール0570-55-0017

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 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

11/1（木）発売  
紀尾井ホール室内管弦楽団 定期会員券

（第116回〜第120回）発売
紀尾井ホール

※第116回 2019.4/5or4/6,第117回 6/21or6/
22,第118回 9/27or9/28,第119回 11/8or11/9,
第120回 2020.2/14or2/15（以上初日19：00,2日
目14：00）,詳細はウェブサイト（http：//www.
kioi-hall.or.jp/）をご覧ください　
¥26000〜14000
☎紀尾井ホール03-3237-0061

かなっくクラシック音楽部 メンデルス
ゾーンの会（全6回） 第5回 
メンデルスゾーンのピアノ曲 Vol.2
2019.1/31（木）11：00　
横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール
＜60分レクチャーコンサート！〜平日のお昼時
にお送りするレクチャーコンサート！＞
司／平沢匡朗p　※未就学児入場不可　
¥500
☎かなっくホールチケットデスク045-440-1219

11/2（金）発売  
平日の贈り物 栃木県総合文化センター
出張ランチタイムコンサート Vol.28 
戸原直 ヴァイオリン
2019.1/29（火）12：00　
宇都宮市文化会館（小）
曲／クライスラー：愛の喜び／サラサーテ：序奏
とタランテラ 他　¥1000
☎栃木県総合文化センター028-643-1013

11/3（土・祝）発売  
MEMORY OF ZERO  
2019.3/9（土）18：00　10（日）15：00
神奈川県民ホール
＜一柳慧×白井晃 神奈川芸術文化財団芸術
監督プロジェクト＞
演出／白井晃　振付・出／遠藤康行　出／
小池ミモザ 鳥居かほり 高岸直樹 引間文佳

（以上ダンス） 他　※音楽：一柳慧 　
¥6500 学¥3000（限定数）
☎チケットかながわ0570-015-415

ウラディーミル・ユロフスキー（指揮） 
ベルリン放送交響楽団
2019.3/26（火）19：00　サントリーホール
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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／ベートーヴェン：交響曲
第7番 他　¥17000〜6000
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

11/4（日）発売  
N響 

定期Aプロ
NHKホール
¥8800〜1500 25歳以下¥5500〜1500

【第1900回】
12/1（土）18：00　2（日）15：00
指／アレクサンドル・ヴェデルニコフ　独／アン
ドレイ・コロベイニコフp　曲／スクリャービン：ピ
アノ協奏曲op.20／グラズノフ：交響曲第7番

「田園」 他　

【第1905回】
2019.1/26（土）18：00　27（日）15：00
指／トゥガン・ソヒエフ　独／グザヴィエ・ドゥ・メス
トレhp 佐々木亮va　曲／グリエール：ハープ
協奏曲op.74／ベルリオーズ：交響曲「イタリア
のハロルド」 他　

【第1906回】
2019.2/9（土）18：00　10（日）15：00
指／パーヴォ・ヤルヴィ　独／アリョーナ・バー
エワvn　曲／ R.シュトラウス：ヴァイオリン協奏曲
op.8／ハンス・ロット：交響曲第1番　

定期Cプロ
NHKホール
¥8800〜1500 25歳以下¥5500〜1500

【第1901回】
12/7（金）19：00　8（土）15：00
指／トーマス・ヘンゲルブロック　合唱／バル
タザール・ノイマン合唱団　曲／ J.S.バッハ：前
奏曲とフーガBWV552「聖アン」（シェーンベ
ルク編）,マニフィカトBWV243a（クリスマス版） 他

【第1903回】
2019.1/11（金）19：00　12（土）15：00　
指／ステファヌ・ドゥネーヴ　独／ゴーティエ・カ
プソンvc　曲／サン=サーンス：チェロ協奏曲
第1番／レスピーギ：交響詩「ローマの松」 他

【第1907回】
2019.2/15（金）19：00　16（土）15：00
指／パーヴォ・ヤルヴィ　独／カティア・ブニア
ティシヴィリp　曲／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲
第2番／プロコフィエフ：交響曲第6番　

定期Bプロ
サントリーホール 19：00
¥8800〜3600

【第1902回】12/12（水）13（木）
指／ウラディーミル・フェドセーエフ　合唱／
NHK東京児童合唱団　曲／チャイコフスキー：
バレエ音楽「くるみ割り人形」　

【第1904回】2019.1/16（水）17（木）
指／トゥガン・ソヒエフ　曲／ブリテン：シンプル・
シンフォニー ／リムスキー=コルサコフ：交響組
曲「シェエラザード」 他　

【第1908回】2019.2/20（水）21（木）
指／パーヴォ・ヤルヴィ　曲／ストラヴィンスキー：
ロシア風スケルツォ,バレエ音楽「春の祭典」 他

☎N響ガイド03-5793-8161

プレミアム・クラシック・シリーズ Vol.33 
西村悟（テノール） ＆ 平野和（バスバ
リトン） デュオ
2019.2/3（日）14：00　千葉県文化会館
共／河原忠之p　¥4500 学¥3500
☎千葉県文化会館043-222-0201

第17回 小金井音楽談話室 
ヴィルタス・クヮルテット 弦楽四重奏の
愉しみ：歴代の巨匠が見た、光と翳り
2019.2/15（金）19：15　
小金井 宮地楽器ホール（小）
出／三上亮 對馬佳祐（以上vn） 馬渕昌子va 
丸山泰雄vc　司／足立優司　曲／モーツァ
ルト：弦楽四重奏曲第19番「不協和音」／ショ
スタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第3番 他　
¥2800 65歳以上¥2300 学¥1800
☎小金井音楽談話室042-388-8099

11/5（月）発売  
午後の音楽会 第99回 PREMIUM 
CONCERT TGSデュオ 大坪純平

（ギター） × 髙橋洋太（コントラバス）
〜三浦一馬（バンドネオン）を迎えて
2019.1/16（水）14：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
曲／ピアソラ：タンゴの歴史（デュオ）／久留智之：
タッピング・コナッコル（gソロ）／トロイロ：ラ・トラン
ペーラ 他　¥2000
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

有吉亮治 ピアノ
2019.4/11（木）19：00　王子ホール
¥4000 学¥2500
☎テレビマンユニオン03-6418-8617

11/6（火）発売  
東京ニューシティ管 第123回定期
2019.3/16（土）14：00　東京芸術劇場
指／内藤彰　独／チェン・ジョウvn　曲／シベ
リウス：ヴァイオリン協奏曲op.47／ブルックナー：
交響曲第6番（川﨑高伸校訂版）　
¥6500〜2500
☎東京ニューシティ管03-5933-3266

みなとみらいクラシック・マチネ 
セドリック・ティベルギアン ピアノ
2019.3/18（月）　横浜みなとみらいホール
＜名手と楽しむヨコハマの午後＞
曲／ベートーヴェン：15の変奏曲とフーガ「エロ
イカ変奏曲」（第1部）／ドビュッシー：12のエチュ
ード（第2部） 他　各¥1000 1日券¥1800
☎横浜みなとみらいホール045-682-2000

11/8（木）発売  
都民芸術フェスティバル 

室内楽・シリーズNo.18
東京文化会館（小） 19：00
¥3000
弦楽四重奏の真髄 前橋汀子 カルテット
2019.1/23（水）
＜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14番 他　

デュオの煌めき
2019.2/13（水）

出／岡本侑也vc 阪田知樹p　曲／プーランク：
チェロ・ソナタFp.143 他　

深遠なるトリオの調べ
2019.3/4（月）　
出／萩原麻未p 梁美沙vn 堤剛vc　曲／ド
ヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第4番「ドゥムキ
ー」 他　
 
オーケストラ・シリーズNo.50 
東京芸術劇場
¥3800〜1800
N響
2019.1/30（水）19：00　
＜50周年への幕開け＞
指／ロベルト・フォレス・ヴェセス　独／ソン・ヨ
ルム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7番 他　

東京フィル
2019.2/5（火）19：00
＜ファンタジーな世界＞
指／角田鋼亮　独／神尾真由子vn 　曲／
ブルッフ：スコットランド幻想曲／ベートーヴェン：
交響曲第7番 他　

東京シティ・フィル
2019.2/7（木）19：00
＜傑作の森＞
指／高関健　独／山根一仁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1番「巨人」　

新日本フィル
2019.2/20（水）14：00
＜プレミアム・マチネ＞
指／原田慶太楼　独／伊藤恵p　曲／リスト：
ピアノ協奏曲第1番／ラフマニノフ：交響曲第
2番 他　

読響
2019.2/27（水）19：00
＜天上の響き＞
指／カーチュン・ウォン　独／小山実稚恵p　
曲／モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番／ブラー
ムス：交響曲第4番 他　

都響
2019.3/6（水）19：00
＜ロマンの香り＞
指／梅田俊明　独／大谷康子vn　曲／サ
ン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番／ブラー
ムス：交響曲第2番 他　

東響
2019.3/15（金）19：00
＜愛のささやき＞
指／川瀬賢太郎　独／仲道郁代p　曲／ベ
ートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番／リムスキー=
コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」 他　

日本フィル
2019.3/19（火）19：00
＜感謝を込めて＞
指／柴田真郁　独／宮田大vc　曲／エル
ガー：チェロ協奏曲op.85／ベートーヴェン：交
響曲第6番 他　

☎日本演奏連盟03-3539-5131

神奈川フィル みなとみらい小ホール
特別シリーズ
横浜みなとみらいホール（小） 19：00



コ
ン
サ
ー
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー

チ
ケ
ッ
ト

発
売
情
報

N
ew

s & Topics
N

ew
 R

elease 
S

election
新
譜
情
報

TV&
FM

B
ooks

海
外
公
演
情
報

今
月
の

注
目
公
演

公
演
情
報

ぶ
ら

PA
L

153

【第3回】2019.3/6（水）　
出／﨑谷直人 石田泰尚（以上vn） 古山真
里江ob 米長幸一cb 齋藤雄介cl 石井淳fg 
林辰則tp 府川雪野tb 平尾信幸pc 他　曲／
J.S.バッハ：オーボエ協奏曲BWV1053／ストラ
ヴィンスキー：組曲「兵士の物語」 他　

【第4回】2019.3/7（木）
出／﨑谷直人 直江智沙子 石田泰尚（以上vn） 
米長幸一cb 齋藤雄介cl 石井淳fg 林辰則tp 
府川雪野tb 平尾信幸pc 他　曲／ J.S.バッハ：
2つのヴァイオリンのための協奏曲BWV1043
／ストラヴィンスキー：組曲「兵士の物語」 他

指／川瀬賢太郎（兵士の物語のみ）　
《2公演通し券》¥9000
《単券》¥5000
☎神奈川フィル045-226-5107

11/9（金）発売  
桐朋学園オーケストラ 
グリーンホール定期 Vol.10
2019.1/19（土）14：00　
調布市グリーンホール
指／熊倉優　¥1000 U22¥500
☎調布市グリーンホール042-481-7222

野方WIZ プレリュード・コンサート
「若手演奏家によるクラシックの夕べ」
2019.2/8（金）19：00　野方区民ホール
出／ Yusuke ＆ Masahiro（p・mb） 厚東昌宏p
曲／ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー／ラ
ヴェル：ラ・ヴァルス 他　¥1000
☎なかのZEROホール03-3382-9990

11/10（土）発売  
スーパーソロイスツ 
オーチャードホール 14：00

【第1回】辻井伸行 ピアノ
2019.1/14（月・祝）
＜plays ショパン＞
指／川瀬賢太郎　管／東京フィル　曲／シ
ョパン：レ・シルフィード（抜粋）,アンダンテ・スピア
ナートと華麗なる大ポロネーズ,ピアノ協奏曲
第1番　　

【第2回】三浦文彰 ヴァイオリン
2019.2/9（土）
＜plays バッハ＆ブラームス＞
指／徳永二男　管／東京フィル　曲／ J.
S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲第3番,ヴァイ
オリン協奏曲BWV1056／ブラームス：ヴァイオ
リン協奏曲

【第3回】小菅優 ピアノ
2019.3/3（日）
＜plays R.シュトラウス＆ラフマニノフ＞
指／ロッセン・ゲルゴフ　管／東京フィル　曲／
ハイドン：ピアノ協奏曲ニ長調／ R.シュトラウス：
ブルレスケ／スクリャービン：交響曲第4番「法
悦の詩」／ラフマニノフ：パガニーニの主題に
よる狂詩曲　

※生演奏の凄さをステージ上のスクリーン映
像でも楽しめる　￥9000〜5000　
☎チケットスペース03-3234-9999

Yasunao × Lilis concert series 
横浜市栄区民文化センター リリス 15：00

【No.21】2019.2/9（土）　
【No.22】2019.3/2（土）

出／石田泰尚vn 中島剛p　
《2公演セット券》¥6000
《単券》¥3500
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

マレイ・ペライア ピアノ
2019.3/8（金）19：00　サントリーホール
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

Quartet Plus ウェールズ弦楽四重
奏団 ＋ 佐々木亮（ヴィオラ） 横坂源

（チェロ） 池松宏（コントラバス）
2019.3/15（金）19：00　紀尾井ホール
曲／リゲティ：弦楽四重奏曲第1番「夜の変容」
／ R.シュトラウス：メタモルフォーゼン（弦楽七重
奏版） 他　
¥5500〜3000  Sペア¥10000 学¥2000
☎紀尾井ホール03-3237-0061

東京芸術劇場 ＆ ミューザ川崎シンフォ
ニーホール共同企画 第8回 音楽大学
フェスティバル・オーケストラ
2019.3/30（土）15：00　東京芸術劇場
2019.3/31（日）15：00　カルッツかわさき
指／小林研一郎　管／音楽大学フェスティ
バル・オーケストラ（首都圏9音楽大学選抜オー
ケストラ）　曲／チャイコフスキー：序曲「1812年」
／ベルリオーズ：幻想交響曲 他　
¥2000〜1500
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296 
　ミューザ川崎シンフォニーホール
　044-520-0200

11/12（月）発売  
文京・区民参加オペラ 
CITTADINO歌劇団 第19期生公演 
ヴェルディ 歌劇「椿姫」（字幕付）
2019.2/17（日）14：00　
文京シビックホール
演出／直井研二　指／平野桂子　管／
CITTADINO歌劇団オーケストラ　出／愛もも胡 
城宏憲 井上雅人 他　合唱／CITTADINO
歌劇団　¥4000〜2000
☎文京シビックホール03-5803-1111

11/14（水）発売  
二期会サロンコンサート Vol.199 
ホワイトデーに贈る愛のうた
2019.3/14（木）19：00　
カワイ表参道・パウゼ
出／別府美沙子S 岡村彬子Ms 多田羅迪夫
Bs-Br 山口佳代p　曲／マスネ：歌劇「マノン」
より／サン=サーンス：歌劇「サムソンとダリラ」より
／ J.S.バッハ：カンタータ第140番「目覚めよ、と
呼ぶ声あり」より 他　¥3500
☎二期会チケットセンター03-3796-1831

日本声楽家協会 声とピアノのアンサン
ブル 第36回 内藤明美 メゾソプラノ
2019.3/14（木）19：00　
日暮里サニーホール
共／服部容子p　曲／ブラームス：永遠の愛
／シェーンベルク：「キャバレー・ソング」より 他
¥3000
☎日本声楽家協会03-3821-5166

11/15（木）発売
神奈川フィル  会員券発売

みなとみらいシリーズ（全10回）
横浜みなとみらいホール

※第348回 2019.5/11,第349回 6/22,第350回 
7/13,第351回 8/23or8/24,第352回 9/7,第
353回 11/16,第354回 12/6or12/7,第355回 
2020.1/25,第356回 2/8,第357回 3/6or3/8
￥42000〜21000

県民ホール名曲シリーズ（全3回）
神奈川県民ホール
※第5回 2019.4/20,第6回 6/15,第7回 2020.
2/15
￥12600〜6300　

音楽堂リニューアルシリーズ（全4回）
神奈川県立音楽堂
※第13回 2019.7/6,第14回 10/26,第15回 2020.
1/18,第16回 2/22
￥12800〜4800　

セレクト会員券
横浜みなとみらいホール/神奈川県民ホール/
神奈川県立音楽堂
※みなとみらいシリーズ（全13公演）、県民ホール
名曲シリーズ（全3公演）、音楽堂リニューアル
シリーズ（全4公演）、全20公演より5公演以上
選択で15％割引/ユース会員券（B席のみ）有

※詳細はウェブサイト（http：//www.kanaphil.
or.jp/）をご覧ください
☎神奈川フィル045-226-5107

11/16（金）発売  
おいしいクラシック特別編 パガニーニ
〜悪魔のヴァイオリニストと恐怖のグルメ
2019.2/17（日）13：30　
調布市文化会館たづくり
出／正戸里佳vn 望月優芽子p　司／浦久
俊彦　曲／パガニーニ：24のカプリスop.1-5／
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他　
¥2800 U22￥1960
☎調布市文化会館たづくり042-441-6177

宮谷理香（ピアノ） ＆ 中鉢聡（テノール） 
デュオ
2019.2/24（日）14：00　プラザノース
曲／シューマン：詩人の恋／ショパン：歌曲より 他
¥3000 高校生以下¥1500
☎プラザノース048-669-0300

ソフィー・ダルティガロング ファゴット
2019.3/9（土）14：00　
高崎シティギャラリー
共／沢木良子p　曲／ヴィヴァルディ：チェロ・
ソナタ第7番／ J.S.バッハ：無伴奏フルートのため
のパルティータBWV1013　
¥3000 U-25¥1500
☎高崎シティギャラリー027-328-5050

11/17（土）発売  
MUZA音楽サロン 
ミューザ川崎シンフォニーホール・市民交流室 
14：00

【第1回】2019.2/7（木）　
出／松居直美（ポジティフog） 鈴木美紀子S 
福沢宏gb　共／三枝俊介（ショコラティエ・ゲ
スト）　曲／クープラン：3つのルソン・ド・テネブレ
より 他　

【第2回】2019.3/13（水）
出／東響室内楽　共／桒原寿行（東京藝術
大学COI研究推進機構Arts＆science LAB.
特任助手・ゲスト）　
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【第3回】2019.4/16（火）
出／東響室内楽 他　

【第4回】2019.5/13（月）
出／大木麻理（ポジティフog） 井上直樹tp 他

【第5回】2019.6/7（金）
出／東響室内楽 他　

《5公演セット券》¥12500
《単券》¥3000
☎ミューザ川崎シンフォニーホール
　044-520-0200

オペラ ＆ オペレッタガラコンサート
2019.3/17（日）13：30　習志野文化ホール 
＜開館40周年記念＞
指／矢澤定明　管／習志野フィルハーモニー
管弦楽団　独／福井敬T 他　合唱／習志野
文化ホール楽友合唱団　曲／プッチーニ：歌
劇「トゥーランドット」抜粋 他　￥3500〜3000
☎習志野文化ホール047-479-1212

新国立劇場 
マスネ 歌劇「ウェルテル」（字幕付）
2019.3/19（火）18：30　21（木・祝）24（日）
26（火）14：00　新国立劇場
演出／ニコラ・ジョエル　指／ポール・ダニエル
管／東響　出／サイミール・ピルグ 藤村実穂子 
黒田博 幸田浩子 伊藤貴之 糸賀修平 駒田
敏章　合唱／新国立劇場合唱団
¥23760〜4320
☎新国立劇場03-5352-9999

11/18（日）発売  
小山実稚恵ピアノシリーズ「ベートー
ヴェン、そして…」全6回Sシリーズ
券発売
オーチャードホール
＜11/18〜24期間発売＞
※2019.6/29 第1回「敬愛の歌」（曲／ベートー
ヴェン：ソナタ第28番 他）,11/16 第2回「決意
表明」（曲／ベートーヴェン：ソナタ第29番「ハン
マークラヴィーア」 他）,2020.6/20 第3回「知
情意の奇跡」（曲／ベートーヴェン：ソナタ第30
番 他）,11月 第4回「本能と熟成」（指／山田
和樹 管／横浜シンフォニエッタ 曲／ベートー
ヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 他）,2021.6月 
第5回「結晶体」（曲／ベートーヴェン：ソナタ
第31番 他）,11月 第6回「異次元へ」（曲／ベー
トーヴェン：ソナタ第32番 他）　
¥37000（限定数）
☎Bunkamura 03-3477-3244

神戸市室内管弦楽団 第146回定期
2019.3/22（金）19：00　紀尾井ホール
＜新天地を模索するアマデウス、“19世紀の
モーツァルト”の偉業＞
指／石川星太郎　独／久元祐子p　曲／
モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番「ジュナミ」／
メンデルスゾーン：交響曲第3番「スコットラン
ド」 他　¥3600 U25¥1000
☎神戸市民文化振興財団078-361-7241

シリーズ杜の響き Vol.40 
田部京子 ピアノ
2019.3/23（土）14：00　
杜のホールはしもと
曲／グリーグ：ペールギュント第1組曲／シュー
マン：謝肉祭 他　
¥3300 ペア¥6000 学¥2500 
☎チケットMove 042-742-9999

11/20（火）発売  
東京音楽大学 特別演奏会
2019.1/10（木）18：30　
東京オペラシティコンサートホール
＜名川・岡村法律事務所創立101周年/東京
音楽大学創立111周年記念＞
指／広上淳一　管／TCM創立111周年記念
オーケストラ　独／神尾真由子vn 野島稔p
曲／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲op.35
／モーツァルト：ピアノ協奏曲第27番 他
¥1500
☎東京音楽大学演奏課03-3982-2044

日本フィル コバケン・ワールドVol.21
2019.3/10（日）14：00　サントリーホール
指／小林研一郎　独／アラベラ・美歩・シュタ
インバッハーvn　曲／ベートーヴェン：ヴァイオ
リン協奏曲／ストラヴィンスキー：春の祭典　
¥6800〜3200 Gs¥4500 Ks¥1500
☎日本フィル03-5378-5911

11/21（水）発売  
東響 名曲全集 
年間セット券（10公演）発売
カルッツかわさき（2019.5/12・6/16のみ）/
ミューザ川崎シンフォニーホール 14：00　
※第146回 2019.5/12,第147回 6/16,第148回 
7/15,第149回 9/29,第150回 10/13,第151回 
11/10,第152回 12/14,第153回 2020.1/19,
第154回 2/9,第155回 3/8,詳細はウェブサイト

（http：//www.kawasaki-sym-hall.jp/及び
http：//tokyosymphony.jp/）をご覧ください
¥47250〜22500
☎ミューザ川崎シンフォニーホール
　044-520-0200 
　東響044-520-1511

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.130
2019.1/17（木）12：15　東京芸術劇場
出／長田真実　¥500
☎東京芸術劇場ボックスオフィス
　0570-010-296

ダニエル・ゼペック（ヴァイオリン） & 
オリヴィエ・マロン（チェロ） × 原ハー
ゼルシュタイナー麻理子（ヴィオラ） 
＆ 上野通明（チェロ）
2019.2/9（土）15：00　トッパンホール
曲／ J.S.バッハ=シトコヴェツキ：ゴルトベルク変
奏曲／アレンスキー：弦楽四重奏曲第2番（ヴァ
イオリン、ヴィオラと2本のチェロのための） 他
¥5000 学¥2500
☎トッパンホール03-5840-2222

鈴木理恵子 ヴァイオリン 室内楽シリーズ 
Vol.10 ヴァイオリンと笙・ギター・声
〜時を超え響き合う音色
2019.3/10（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
共／巻上公一（語り・ホーメイ他） 石川高（笙） 
鈴木大介g　曲／バッハ：無伴奏ソナタ,無伴奏
パルティータ 他　¥3500 ペア¥5000 学¥1500
☎さくらプラザ045-866-2501

カレファックス・リード・クインテット・
アムステルダム
2019.3/20（水）15：00　
横浜市栄区民文化センター リリス
曲／夏田昌和：Chanson suspendu／ライヒ：
ニューヨーク・カウンターポイント／ J.S.バッハ=
ブゾーニ：シャコンヌ 他　

¥4000 リリス券¥3500
☎横浜市栄区民文化センター045-896-2000

ヴェロニカ・エーベルレ ヴァイオリン
2019.3/27（水）19：00　トッパンホール
＜無伴奏＞
曲／イザイ：無伴奏ソナタ第2番／ビーバー：パッ
サカリア／ブーレーズ：アンセムI／ J.S.バッハ：
無伴奏パルティータ第2番 他　
¥5500 学¥2500
☎トッパンホール03-5840-2222

11/23（金・祝）発売  
創遊・楽落らいぶ Vol.46
2019.2/22（金）19：00　東京文化会館（小）
＜音楽家と落語家のコラボレーション＞
出／桂竹丸（落語） 他　¥1000
☎東京文化会館事業係03-3828-2111 

新国立劇場 ツェムリンスキー 歌劇
「フィレンツェの悲劇」/プッチーニ 
歌劇「ジャンニ・スキッキ」（字幕付）
2019.4/7（日）14（日）17（水）14：00　10（水）
19：00　新国立劇場
演出／粟國淳　指／沼尻竜典　管／東京
フィル　出／ヴゼヴォロド・グリヴノフ セルゲイ・
レイフェルクス 齊藤純子 カルロス・アルバレス 
砂川涼子 寺谷千枝子 村上敏明 青地英幸 他
¥27000〜5400
☎新国立劇場03-5352-9999

11/24（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
2019.1/31（木）19：00　紀尾井ホール 
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 ヨハン・シュトレッカー

（以上tb） ピーター・リンクtu 竹島悟史（tm・
pc） 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　￥6000 U-25￥3000　
☎セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委
員会0263-39-0001

合唱セミナー
2019.2/10（日）　水戸芸術館
講師／池辺晋一郎　
☎水戸芸術館029-231-8000

河原忠之の「水戸 de Opera！」Vol.2 
カルメン・ハイライト
2019.2/16（土）　水戸芸術館
出／佐藤美枝子 林美智子 望月哲也 黒田博 
河原忠之p　
☎水戸芸術館029-231-8000

東京フィル
2019.2/24（日）14：00　
日立シビックセンター
¥3000 高校生以下¥1500
☎日立シビックセンター0294-24-7711

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ
2019.2/28（木）19：00　サントリーホール
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

2019.3/16（土）　横浜みなとみらいホール
☎神奈川芸術協会045-453-5080

原田英代 ピアノ 
Hakuju Hall 19：00
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リサイタル（全5回） 第3回 変容
2019.3/8（金）
￥4500

レクチャー ＆ マスタークラス
2019.3/12（火）
講師／原田英代　共／亀山郁夫（ロシア文
学者） 水村仁美（アシスタント）
￥2500

《セット券》￥6000（限定50セット）
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

東日本大震災 復興支援 チャリティコン
サート クラシック・エイド Vol.9
2019.3/9（土）14：00　
東京オペラシティコンサートホール
¥5000 
☎ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040

東日本大震災 チャリティコンサート
2019.3/11（月）15：00　Hakuju Hall 
出／大萩康司g 川本嘉子va 小林美恵vn 
長谷川陽子vc 林美智子Ms 三舩優子p ブルー
オーロラ サクソフォン・カルテット（平野公崇 田中
拓也 西本淳 本堂誠）　￥3000　
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

デュオ・グレイス（ピアノデュオ）
2019.3/16（土）14：00　浦安音楽ホール
出／高橋多佳子 宮谷理香　¥3000
☎浦安音楽ホール047-382-3035

Just Composed in Yokohama 
現代作曲家シリーズ
2019.3/23（土） 
横浜みなとみらいホール（小）
出／上野耕平sx 山中惇史p　曲／酒井健治：
委嘱新曲 他　￥3000 学￥1500　
☎横浜みなとみらいホール045-682-2000

舞台芸術講座 チェンバロの魅力 Ⅵ
2019.3/27（水）　神奈川県民ホール（小）
＜レクチャー＞
出／大塚直哉（お話・cm）　¥2000 学¥1500
☎チケットかながわ0570-015-415

スーパー・リクライニング・コンサート
Hakuju Hall 15：00 19：30

【第143回】鵜木絵里 ソプラノ
2019.3/27（水）
共／松本康子p

【第144回】細川千尋 ピアノ
2019.4/26（金）

【第145回】田中拓也（サクソフォン） ＆ 
本堂誠（サクソフォン） デュオ
2019.5/29（水）
共／弘中佑子p

【第146回】黒田亜樹 ピアノ・トリオ
2019.7/5（金）
出／黒田亜樹p アルド・カンパニャーリvn フラン
シスコ・ディロンvc

【第147回】佐藤晴真 チェロ
2019.7/17（水）
共／大伏啓太p

各￥2000
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

曽根麻矢子 プロデュース（最終回） 
チェンバロの庭 Vol.3 バッハの庭
2019.3/28（木）19：00　Hakuju Hall 
出／曽根麻矢子cm　司／朝岡聡
￥4500　
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

望月哲也 テノール シューベルト 3大
歌曲シリーズ 第3回（最終回） 白鳥の歌
2019.4/6（土）17：00　Hakuju Hall 
共／松尾俊介g　￥5000　
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

Hakuju サロン・コンサート 
Hakuju Hall 19：00

【第1回】東京六人組
2019.4/16（火）　 
出／上野由恵fl 荒絵理子ob 金子平cl 福士
マリ子fg 福川伸陽hr 三浦友理枝p
￥4500　

【第2回】熊本マリ ピアノ
2019.5/15（水）
 ￥5000　

☎Hakuju Hall 03-5478-8700

小林美恵 華麗なるヴァイオリンの伝説 
第3回 ロマンの歓喜と狂気
2019.4/20（土）14：00　Hakuju Hall 
＜小林美恵 シューマンを弾く（全6回）＞
共／仲道郁代p　司／浦久俊彦　￥5000
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

華麗なるコンチェルトシリーズ 
横浜みなとみらいホール 14：00

【第9回】児玉麻里（ピアノ） ＆ 児玉桃（ピ
アノ）
2019.5/19（日）　
＜絢爛たるフレンチ・デュオ＞
指／熊倉優　管／神奈川フィル　曲／サン=
サーンス：動物の謝肉祭／フォーレ：ドリー組曲
／プーランク：2台のピアノのための協奏曲 他

【第10回】宮田大 チェロ
2019.6/30（日）
＜チェロよ歌え！＞
指／粟辻聡　管／神奈川フィル　共／高木
慶太vc　曲／ソッリマ：チェロよ歌え！／フォーレ：
チェロと管弦楽のためのエレジー／ポッパー：
ハンガリー狂詩曲 他　

【第11回】堀米ゆず子（ヴァイオリン） 田村
響（ピアノ） 上野由恵（フルート）
2019.7/27（土）
＜雄大なる北欧3大協奏曲＞
指／石崎真弥奈　管／神奈川フィル　曲／
ニールセン：フルート協奏曲／グリーグ：ピアノ協
奏曲／シベリウス：ヴァイオリン協奏曲　

【第12回】及川浩治 ピアノ
2019.9/16（月・祝）　
＜熱狂！ラフマニノフ〜オール・ラフマニノフ・プロ
グラム＞
指／船橋洋介　管／神奈川フィル　曲／ラフ
マニノフ：ピアノ協奏曲第4番・第2番 他

¥6500〜4000
☎神奈川芸術協会045-453-5080

第10回 フルート・ライヴ 
Hakuju Hall

【Part1】どっぷりドップラー
2019.6/29（土）14：00

【Part2】フルートの祭典
2019.6/29（土）18：00
出／工藤重典 ミシェル・モラゲス イ・ジュヒ 東
佳音 飯島諒 岩佐和弘 梶川真歩 神田勇哉 
白戸美帆 瀧本実里 藤田真頼 中山広樹 西岡
あかね 山内豊瑞 吉田杏奈 2018年コンクール
入賞者 若い芽のカルテット（石原小春 北村杏
子 清田博美 工藤美幸）（以上fl） 長崎麻里香 
成田有花（以上p） 清水梨紗hp 森下幸路vn

《セット券》￥8000（限定30セット）
《単券》￥4500
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

写真 × 音楽
2019.7/14（日）15：00　Hakuju Hall
出／新倉瞳vc 佐藤芳明ac 山岸伸 佐藤倫子

（以上写真）　￥4000　
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

エベーヌ弦楽四重奏団
2019.7/15（月・祝）17：00　Hakuju Hall
＜ベートーヴェン・アラウンド・ザ・ワールド＞
￥7000　
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

仲道郁代 ピアノ 
ベートーヴェンへの道（全6回）
2019.7/20（土）14：00　Hakuju Hall 
＜ベートーヴェン 鍵盤の宇宙 第1回 ベートー
ヴェンとナポレオン＞
※トーク付　￥6000　
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

第2回 白寿こどもヴァイオリンコン
クール 入賞者記念コンサート
2019.7/28（日）15：00　Hakuju Hall 
出／カテゴリー1・カテゴリー2の入賞者 大谷
康子 漆原朝子 久保田巧（以上vn）
￥2000 子供￥1000　
☎Hakuju Hall 03-5478-8700

11/25（日）発売  
サルビアホール室内楽シリーズ＃6 
大宮臨太郎 ヴァイオリン

「ヴァイオリン × クラリネット × ピアノ」
2019.2/23（土）14：00 18：00　
横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
共／山根孝司cl 藤田朗子p　曲／ストラヴィ
ンスキー：兵士の物語（演奏会形式）／ミヨー：
クラリネット、ヴァイオリン、ピアノのための組曲
各¥3500 サルビア券¥3200
☎横浜市鶴見区民文化センター
　045-511-5711

11/26（月）発売  
せたがや名曲コンサート 
ヴェルディ「レクイエム」
2019.2/24（日）14：00　
昭和女子大学人見記念講堂
指／黒岩英臣　管／世田谷フィルハーモニー
管弦楽団　出／世田谷区民合唱団 他　
¥2500〜1000
☎世田谷パブリックシアター03-5432-1515

11/28（水）発売  
日本フィル  さいたま定期
ソニックシティ 19：00

【第112回】2019.3/8（金）
指／小林研一郎　独／アラベラ・美歩・シュタ
インバッハーvn　曲／ベートーヴェン：ヴァイオ



156

リン協奏曲／ストラヴィンスキー：バレエ音楽
「春の祭典」

【第113回】2019.5/24（金）
指／飯守泰次郎　独／上原彩子p　曲／
シューマン：ピアノ協奏曲／ベートーヴェン：交
響曲第5番「運命」 他

【第114回】2019.7/5（金）
指／西本智実　独／小林美樹vn　曲／メン
デルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲／プロコフィ
エフ：バレエ音楽「ロメオとジュリエット」（西本
智実版） 他

￥5500〜3500 Ys￥2000　
☎ソニックシティ048-647-7722

11/30（金）発売  
やさしいクラシック音楽会
2019.3/3（日）14：00　榛名文化会館
指／中田延亮　管／群響　
¥1500 学¥1000
☎高崎市文化課027-321-1203

音楽物語「ぞうのババール」
2019.3/24（日）14：00　
小金井 宮地楽器ホール
出／高橋アキp 柳家花緑（語り）　
¥2500 4歳〜中学生¥500
☎小金井宮地楽器ホールチケットデスク
　042-380-8099

こがねいのミューズたちによる
「My Best of Music」
2019.3/30（土）14：00　
小金井 宮地楽器ホール
出／奥村愛vn 高木綾子fl 菊池洋子p　曲／
マルティヌー：フルート、ヴァイオリン、ピアノのため
のソナタ／イベール：2つの間奏曲 他　
¥4000〜3000 U-25¥2000
☎小金井宮地楽器ホールチケットデスク
　042-380-8099

11月下旬発売  
みなとみらいアフタヌーンコンサート 
前期5公演セット券発売
横浜みなとみらいホール 13：30
¥14900〜10000
☎神奈川芸術協会045-453-5080

ソニー音楽財団「第九」
2019.3/10（日）15：00　
東京オペラシティコンサートホール
＜災害復興支援プロジェクト/小・中・高校生と
ともに贈る〜チャリティ＞
指／秋山和慶　管／東京フィル　出／高橋
薫子S 鳥木弥生Ms 村上敏明T 久保田真
澄Bs 他　※未就学児入場不可　
小〜高校生¥1000 ¥2000（大人のみ可）
☎ソニー音楽財団03-3515-5261

平野公崇 サクソフォン 
即興演奏 レクチャーコンサート
2019.3/16（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／山田武彦p　¥2500 学¥1000
☎さくらプラザ045-866-2501

錦織健 テノール
2019.3/17（日）14：00　
横浜みなとみらいホール
共／多田聡子p　

¥4500〜2500 65歳以上¥4100
☎神奈川芸術協会045-453-5080

全国

10/20（土）発売  
渡辺香津美（ギター） ＆ 奥村愛（ヴァ
イオリン） with Strings
2019.1/19（土）16：00
東京エレクトロン韮崎文化ホール 
＜TOKYO WANDERER＞
出／渡辺香津美g 奥村愛vn 奥村愛ストリン
グス　曲／谷川公子：フラメンコレッド／チック・
コリア：スペイン 他　￥4000 ペア￥7200　
☎東京エレクトロン韮崎文化ホール
　0551-20-1155

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

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」 
¥3700〜2900 学¥1100
☎九響092-823-0101

10/24（水）発売  
藤岡幸夫（指揮） 関西フィル 
ニューイヤーコンサート
2019.1/5（土）15：00　
吹田/メイシアター（中）
独／清原邦仁（T・ゲスト）　¥3000
☎メイシアター06-6386-6333

広響 Music for Peace Concert
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／グ
ラウプナー：シンフォニアGWV566／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　¥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） ピアノ・
トリオ
2019.1/26（土）15：00　
北九州市立響ホール
曲／リスト：ラ・カンパネラ／クライスラー：美しきロ
スマリン／ポッパー：ハンガリー狂詩曲op.68／
ブラームス：ピアノ三重奏曲第1番 他　
¥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／篠崎靖男　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

くつろぎコンサート 
尼崎/アルカイックホール・ミニ 15：00

アルカイック ウインド アンサンブル winter
2019.2/2（土）　
出／市川えり子fl 小谷口直子cl 大島弥州
夫ob 三谷政代hr 村中宏fg 大西隆弘p　
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アンサンブルの愉しみ
2019.2/9（土）
出／瀧村依里vn 加藤文枝vc 越知晴子p

¥1500 ペア¥2000 高校生以下¥1000
☎アルカイックホール06-6487-0810

小林沙羅 ソプラノ
2019.3/10（日）15：00　おりなす八女
共／三浦友理枝p　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／ブラー
ムス：ソナタ第2番 他　¥4000 22歳以下¥1000
☎静岡音楽館AOI 054-251-2200

原田節 オンド・マルトノの世界
2019.1/20（日）14：00　
河内長野/ラブリーホール
共／石岡久乃p ラブリーホール・ミュージカル
スクール（vo・ダンス）　曲／カッチーニ：アヴェ・
マリア／ミヨー：オンド・マルトノとピアノのための
組曲 他　※6歳未満入場不可　
¥1000 小〜高校生¥500
☎ラブリーホール0721-56-6100

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
＜親子で楽しむ＞
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／越部
信義：おもちゃのチャチャチャ／滝廉太郎：箱根
八里 他　※3歳〜入場可
¥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
2019.2/9（土）14：00　びわ湖ホール（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：カンタータ第70番

「目を覚まして祈れ、祈りて目を覚ませ」（解説付）
／ヴィヴァルディ：グローリアRV589 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

鈴木大介（ギター） 映画名曲コンサート
2019.2/24（日）14：00　焼津文化会館（小） 
曲／ニュー・シネマ・パラダイス,アルハンブラの
思い出 他　※トーク付　￥2000　
☎焼津文化会館054-627-3111

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  
グランシップ 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
曲／メンデルスゾーン：「夏の夜の夢」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
事業＞
曲／アンドリュー・ヨーク：サンバースト,ムーンタン,
三千院 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

辻井伸行 ピアノ
2019.3/3（日）14：00　鳥栖市民文化会館

＜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
￥7000〜6000　
☎KBCチケットセンター092-720-8717

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op.4／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／高橋絵理 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

10/31（水）発売  
セルゲイ・カスプロフ ピアノ
2019.2/17（日）15：00　
豊中市立アクア文化ホール
曲／ムソルグスキー：禿山の一夜（フドレイ編）,
展覧会の絵 他　¥2500
☎豊中市立文化芸術センター06-6864-5000

10月下旬発売  
KOBUDO-古武道-
2019.1/26（土）15：00　山形テルサ
出／古川展生vc 妹尾武p 藤原道山（尺八）
¥4500
☎山形テルサ023-646-6677

11/1（木）発売  
九響 ニューイヤーコンサート
2019.1/6（日）15：00　
福岡シンフォニーホール
¥5500〜1500

2019.1/12（土）17：00　
アルモニーサンク北九州ソレイユホール
¥4000〜3000

指／現田茂夫　独／佐藤しのぶS　曲／ビ
ゼー：歌劇「カルメン」より／プッチーニ：歌劇

「蝶々夫人」より 他
☎九響092-823-0101 

11/2（金）発売
シプリアン・カツァリス ピアノ
2019.2/17（日）14：00　宝塚ベガ・ホール
曲／ドビュッシー：月の光,亜麻色の髪の乙女 他
¥4500
☎宝塚ベガ・ホール0797-84-6192

11/3（土・祝）発売  
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.2
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2019.2/3（日）14：00　石川県立音楽堂
＜The 殺陣＞
指／角田鋼亮　出／河口博昭（殺陣師） 他
¥6000〜3000 25歳以下割有
☎石川県立音楽堂076-232-8632

11/6（火）発売  
第153回 大原美術館ギャラリーコン
サート 小菅優 ピアノ
12/1（土）18：30　大原美術館
¥5000 学¥1000（先着30名）
☎くらしきコンサート086-422-2140 
　大原美術館086-422-0005

11/7（水）発売  
ランチタイムコンサート Vol.5 
アンティパストは気軽にクラシック
2019.1/31（木）12：00　
メセナひらかた会館・多目的ホール
出／池田純子p 古味亜紀vn 村西俊之cl　
曲／モンティ：チャールダーシュ／チャイコフス
キー：花のワルツ 他　※3歳以下入場不可　
¥800
☎枚方市文化国際財団072-843-1123

日本センチュリー交響楽団 
第233回定期
2019.3/7（木）19：00　
ザ・シンフォニーホール
指／ミシェル・タバシュニク　独／アレクサンドラ・
スムvn　曲／ラロ：スペイン交響曲／ストラヴィン
スキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919年版） 他
¥6000〜1500 車イス¥3500
☎日本センチュリー交響楽団06-6868-0591

11/8（木）発売  
実験的音楽空間
2019.2/8（金）19：00　
北九州市立響ホール
出／セレノグラフィカ アンサンブルノマド　
¥2000 25歳以下¥1000
☎響ホール音楽事業課093-663-6661

11/9（金）発売  
寺井尚子 ヴァイオリン
2019.2/11（月・祝）14：00　
サラマンカホール
＜ヴァレンタイン・ジャズ・ライヴ＞
曲／マイ・ファニー・バレンタイン,シャレード 他
¥4000〜3000 学割有
☎サラマンカホール058-277-1110

11/10（土）発売  
ALTI芸術劇場 Vol.49 
チェロアンサンブルの愉しみ
2019.2/22（金）19：00　
京都府立府民ホール・アルティ
出／上森祥平 上村昇 河野文昭 林裕 藤森
亮一　曲／サン=サーンス：死の舞踏／カザ
ルス：東方の3賢人 他　
¥5200〜4200 学¥2700
☎京都府立府民ホール075-441-1414

11月上旬発売  
石川綾子 ヴァイオリン
2019.3/2（土）15：00　山形テルサ
＜フィギュアクラシックコンサート＞

¥3500
☎山形テルサ023-646-6677

11/11（日）発売  
エストニア・フェスティバル管弦楽団 
＆ マリインスキー歌劇場管弦楽団 
2公演セット券発売
アクトシティ浜松 19：00
※2019.4/25 エストニア・フェスティバル管弦
楽団（指／パーヴォ・ヤルヴィ 独／五嶋みどりvn 
曲／プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
／チャイコフスキー：交響曲第5番 他）,12/3 
マリインスキー歌劇場管弦楽団（指／ワレリー・
ゲルギエフ 独／五嶋龍vn 他 曲／チャイコ
フスキー：ヴァイオリン協奏曲／ロシア・イタリア・
フランス作品を中心としたオペラアリア曲）　
¥30000〜26000
☎浜松市文化振興財団053-451-1114

古楽器ユニット 
アンサンブル・ディアーロギ
2019.1/20（日）14：00　
霧島/みやまコンセール
＜モーツァルトが聴いた音,そのままに。＞
¥3000 学¥1500
☎みやまコンセール0995-78-8000

古楽への招待10 マリー・アントワネット
が愛でたベルサイユの肖像〜中野振一郎
が贈る甘美なクラヴサンの世界
2019.2/16（土）14：00　びわ湖ホール（小）
曲／クープラン：恋のうぐいす／デュフリ：三美神
／バルバトル：シュザンヌ 他　
¥3000 25歳未満¥1500
☎びわ湖ホール077-523-7136

河内長野ラブリーホール合唱団 
J.S.バッハ「ロ短調ミサ曲」（字幕付）
2019.2/24（日）14：00　
河内長野/ラブリーホール
指／寺岡清高　管／大阪交響楽団　独／
福永修子S 福原寿美枝A 清水徹太郎T 萩原
寛明Bs　¥4000 学¥1500
☎ラブリーホール0721-56-6100

11/13（火）発売  
九響 第373回定期
2019.2/12（火）19：00　
福岡シンフォニーホール
指／鈴木優人　独／トゥーニス・ファン・デァ・ズ
ヴァールトhr　曲／モーツァルト：ホルン協奏曲
第4番／シベリウス：交響曲第6番 他　
¥5200〜3100 学¥1100
☎九響092-823-0101

11/14（水）発売  
佐渡裕（指揮） 日本センチュリー交響
楽団 with 反田恭平（ピアノ）
2019.2/27（水）18：30　シンフォニア岩国
曲／ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番　
¥8000〜4000 学¥3000〜2000
☎シンフォニア岩国0827-29-1600

11/15（木）発売  
金子三勇士 ピアノ
2019.2/16（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

辻彩奈 ヴァイオリン
2019.3/10（日）14：00　
京都コンサートホール
¥3500 ペア¥6000 学割有
☎京都ミューズ075-441-1567

セントラル愛知響 第167回定期
2019.3/15（金）18：45　
愛知県芸術劇場コンサートホール
＜プラハの春 栄光あるわが祖国＞
指／レオシュ・スワロフスキー　曲／スメタナ：
連作交響詩「わが祖国」　
¥4500〜2500 学割有
☎セントラル愛知響052-581-3851

11/16（金）発売  
オーケストラ・アンサンブル金沢 
第412回定期フィルハーモニー・シ
リーズ
2019.2/16（土）14：00　石川県立音楽堂
指／川瀬賢太郎　独／藤村実穂子Ms 半田
美和子S　共／進藤健太郎（語り）　合唱／
オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団　曲／
メンデルスゾーン：劇付随音楽「夏の夜の夢」 他
¥7000〜1000 25歳以下割有
☎石川県立音楽堂076-232-8632

中部フィル 第64回定期
2019.2/23（土）15：00　小牧市市民会館
＜KOMAKIシリーズ2＞
指／秋山和慶　独／南紫音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
¥5300〜1800
☎中部フィル0568-43-4333

11/17（土）発売  
京響 第631回定期
2019.2/15（金）19：00　
京都コンサートホール
指／秋山和慶　独／小山実稚恵p　曲／ラ
フマニノフ：ピアノ協奏曲第2番,交響曲第3番
¥5000〜2000
☎京響075-711-3110 
　京都コンサートホール075-711-3231

広響 第25回福山定期
2019.2/17（日）15：00　
福山/リーデンローズ
指／小泉和裕　独／小川典子p　曲／リスト：
ピアノ協奏曲第1番／ブラームス：交響曲第1
番 他　¥4200〜3200 学¥1500
☎リーデンローズ084-928-1800 
　広響082-532-3080

ランチタイムコンサート Vol.19 
和谷泰扶 ハーモニカの室内楽
2019.2/22（金）11：30　
アルカスSASEBO（中）
共／和谷麻里子p　曲／モンティ：チャールダー
シュ／山田耕筰：赤とんぼ 他　
¥700 ペア¥1000
☎アルカスSASEBO 0956-42-1111

ファビオ・ルイージ（指揮） 
デンマーク国立交響楽団
2019.3/13（水）19：00　石川県立音楽堂
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　
¥10000〜4000
☎石川テレビ放送事業部076-267-6483
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2019.3/22（金）19：00
東京エレクトロンホール宮城 
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
￥10000〜6000　
☎仙台放送事業部022-268-2174

11/18（日）発売  
神戸市混声合唱団 春の定期
2019.3/10（日）14：00　
神戸文化ホール（中）
＜ロマン派から現代へ、エストニアの場合＞
指／トヌ・カリユステ　曲／ブラームス：何故、
悩む者に光を贈るのか?／クレーク：ダヴィデの
詩篇集より 他　¥4000 U25¥1000
☎神戸市民文化振興財団078-361-7241

神戸市室内管弦楽団 第146回定期
2019.3/24（日）14：00　
神戸文化ホール（中）
＜新天地を模索するアマデウス“19世紀のモー
ツァルト”の偉業＞
指／石川星太郎　独／久元祐子p　曲／
モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番「ジュナミ」／
メンデルスゾーン：交響曲第3番「スコットラン
ド」 他　¥4000 U25¥1000
☎神戸市民文化振興財団078-361-7241

11/19（月）発売  
広響 第386回定期
2019.1/19（土）15：00　
広島文化学園HBGホール
独／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／メンデルスゾーン：
交響曲第4番「イタリア」 他　
¥5200〜4200 学¥1500
☎広響082-532-3080

11/20（火）発売  
九響 第16回名曲・午後のオーケストラ
2019.2/23（土）14：00　
福岡シンフォニーホール
指／小泉和裕　独／堀米ゆず子vn　曲／
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲／チャイコ
フスキー：交響曲第5番 他　
¥6000〜4000 学¥1500
☎九響092-823-0101

11/22（木）発売  
B→C バッハからコンテンポラリーへ 
佐藤彦大 ピアノ
2019.3/16（土）15：00　
盛岡市民文化ホール（小）
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　
¥2000 U-25¥1000
☎盛岡市民文化ホール019-621-5100

11/24（土）発売  
岩崎宏美 with 日本センチュリー交
響楽団
2019.1/20（日）15：00　
豊中市立文化芸術センター
指／渡辺俊幸　¥6800
☎豊中市立文化芸術センター06-6864-5000

サイトウ・キネン・オーケストラ ブラス・
アンサンブル
2019.1/24（木）19：00
松本/ザ・ハーモニーホール
2019.1/26（土）14：00　いずみホール 
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 ヨハン・シュトレッカー

（以上tb） ピーター・リンクtu 竹島悟史（tm・pc） 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
￥6000 U-25￥3000
☎セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委
員会0263-39-0001

ロベルト・フォレス・ベセス（指揮） 
N響 ソン・ヨルム（ピアノ）
2019.2/2（土）16：00　
ハーモニーホールふくい
曲／ドヴォルザーク：交響曲第7番／チャイコフ
スキー：ピアノ協奏曲第1番 他　
¥8000〜4000 車イス¥7000 学割有
☎ハーモニーホールふくい0776-38-8282

黒川侑 ヴァイオリン・プロジェクト 
魂―spirit
2019.2/23（土）15：00　
ハーモニーホールふくい（小）
共／青柳晋p　曲／バルトーク：狂詩曲第1番
／ベートーヴェン：ソナタ第9番「クロイツェル」 他
¥3000 車イス¥2400 学割有
☎ハーモニーホールふくい0776-38-8282

チェコ・フィル・ストリング・カルテット 
特選！アンコールヒット曲集
2019.3/16（土）15：00　
岡崎市シビックセンター
¥3000
☎岡崎市シビックセンター0564-72-5111

ファビオ・ルイージ（指揮） 
デンマーク国立交響楽団
2019.3/17（日）16：00　
広島/上野学園ホール
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　¥12000〜6000 学¥4000
☎TSSテレビ新広島事業部082-253-1010

11/25（日）発売  
広響 新ディスカバリー・シリーズ 
黄昏の維納 Ⅷ
2019.1/25（金）18：45　
JMSアステールプラザ
指／下野竜也　独／川久保賜紀vn　曲／
シェーンベルク：ヴァイオリン協奏曲／シューベ
ルト：交響曲第8番「ザ・グレート」 　
¥5200〜3200 学¥1000
☎広響082-532-3080

バリー・スナイダー（ピアノ） ＆ 鈴木
陶子（ピアノ） ソロ ＆ デュオ
2019.2/2（土）15：00　
吹田/メイシアター（中）
曲／モーツァルト：2台のピアノのためのソナタ
K.448／ラフマニノフ：組曲第2番 他　
¥4000 学¥2000
☎メイシアター06-6386-6333

九響 ＆ ソリストの饗宴
2019.3/15（金）19：00　 
福岡シンフォニーホール
指／小林研一郎　独／フィリップ・ジュジアー
ノp 周防亮介vn　司／朝岡聡　曲／ショパン：
ピアノ協奏曲第1番／チャイコフスキー：ヴァイ
オリン協奏曲ニ長調 他　

¥6000〜4000 学¥2000
☎アクロス福岡092-725-9112

第57回 大阪国際フェスティバル
フェスティバルホール

大阪4大オーケストラの響演・特別企画 
4オケ・スペシャル〜佐渡裕（指揮） ＆ 4楽
団合同オーケストラ
2019.4/20（土）15：00　
管／4オケ合同オーケストラ（大阪交響楽団 
大阪フィル 関西フィル 日本センチュリー交響
楽団）　合唱／大阪府立夕陽丘高等学校
音楽科　曲／ホルスト：組曲「惑星」／ R.シュ
トラウス：アルプス交響曲　
¥14000〜1000

パーヴォ・ヤルヴィ（指揮） 
エストニア・フェスティバル管弦楽団
2019.4/28（日）15：00　
独／五嶋みどりvn　
¥22000〜3000

「サロメ」
2019.6/8（土）15：00　
指／尾高忠明　管／大阪フィル　出／リカ
ルダ・メルベート 福井敬 他　
¥14000〜1000

☎フェスティバルホール06-6231-2221

11/26（月）発売  
山響 庄内定期 第27回鶴岡公演
2019.3/26（火）19：00　
荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）
指／飯森範親　独／福井敬T 尾形志織S
合唱／鶴岡北高校音楽部 鶴岡土曜会混声
合唱団　曲／ベートーヴェン：交響曲第6番「田
園」／ヴェルディ：歌劇「椿姫」より・「リゴレット」よ
り 他　¥4700〜4200 Bペア¥7200 学¥2000
☎山響023-625-2204

11/28（水）発売  
関西フィル

大阪市中央公会堂特別演奏会
2019.3/16（土）15：00　大阪市中央公会堂

指／藤岡幸夫　独／木嶋真優vn　曲／ブ
ルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番／シューマン：
交響曲第3番「ライン」 他　
¥4000 学¥2000

第299回定期
2019.3/31（日）14：00　
ザ・シンフォニーホール

指／飯守泰次郎　独／ヴェロニカ・エーベル
レvn　曲／モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第
4番／ブルックナー：交響曲第9番　
¥6000〜2000 学¥1000

☎関西フィル06-6577-1381

11/30（金）発売  
いばらきオペラ亭 Vol.33
2019.3/3（日）14：00　
茨木市クリエイトセンター
出／木村孝夫 他　¥1800
☎茨木市文化振興財団072-625-3055


