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略語表    　　　　　　　　　　　　　　　　
S＝ソプラノ Hrn＝ホルン
M-s＝メゾソプラノ Trp＝トランペット
A＝アルト Trb＝トロンボーン
Ct＝カウンターテナー Tub＝チューバ
T＝テノール Mand＝マンドリン
Br＝バリトン Mrmb＝マリンバ
Bs＝バス Perc＝打楽器
Vo＝ヴォーカル Vn＝ヴァイオリン
Cemb＝チェンバロ Va＝ヴィオラ
Org＝オルガン Vc＝チェロ
Pf＝ピアノ DB＝コントラバス
Fl＝フルート Hrp＝ハープ
Ob＝オーボエ Guit＝ギター
Cl＝クラリネット Fg＝ファゴット
Cho＝合唱 Sax＝サクソフォーン

サントリーホール
オルガン プロムナード  コンサート
のお知らせ

ランチタイム（12:15〜12:45）に
無料のオルガンコンサートを開催しています。
お昼のひととき、お気軽にお立寄りください。
開催日：9 月14日（木）

10月12日（木）
11月 2 日（木）

同日、コンサートの前後にバックステージツアーを開催。
応募詳細はホームページ（http://suntory.jp/HALL/）
またはチケットセンター（TEL. 0570-55-0017）まで。

●　  印のある公演のチケットは、サントリーホール
　チケットセンターで取り扱っています。
　営業時間 10:00〜18:00
　　TEL  0570-55-0017
　チケット窓口営業時間 10:00〜18:00
（18:00以降に開演の公演がある場合は、開演時間迄営業。

休館日は休業）
●休館中（2017年2月6日～8月31日）、チケットセンター
　の営業日が変わります。
　月〜金 10:00〜18:00
　土日祝は休業。但し、主催公演の発売初日（7月9、17日）は
　営業。
　チケット窓口　2月1日〜8月31日は休業いたします。

●曲目、出演者、開演時間等に変更のある場合もございます。
予めご了承ください。

●乳幼児等就学前のお子様の同伴･入場は特別な公演を除き
ご遠慮いただいておりますのでご注意願います。

●　  印の公演は、「サントリーホール佐治敬三ジュニア
　プログラムシート」対象公演です（小･中学生対象）。
　9月9日の公演は、リニューアル記念として15組計30名様
　をご招待します。
●　  印の公演は、「サントリーホール  ENJOY!  MUSIC
　プログラム」の一環として開催されます。
● 色文字の公演は、サントリーホール及びサントリー芸術財

団の主催公演です。9

新しいサントリーホールへようこそ――。
9月1日、サントリーホールは7か月にわたる改修工事を経て、リニューアルオープンします。
カラヤンが「音の宝石箱」と評した響きと意匠を継承しつつ、すべてのお客様にとって
より快適な空間となるよう、さらなる施設の充実を目指しました。
開館31年目の新たなオープニングの時。どうぞご期待ください。

〈表紙について〉
大ホール舞台の後ろにそびえる巨大なオルガンのパイプ。
サントリーホールの音響特性にふさわしい柔らかく暖かな響きを求めて、オーストリア・リーガー社のマイスターによって
１本１本手作りされています。

●公演についての詳しい情報は、サントリーホール
　のホームページ（http://suntory.jp/HALL/）を
　ご覧ください。

9月公演スケジュールはこちら

日本フィルハーモニー交響楽団
第693回定期演奏会
曲目/石井眞木：遭遇Ⅱ番 — 雅楽とオーケストラのための

ドビュッシー：交響詩 「海」、他
出演/山田和樹(指揮)、東京楽所(雅楽)
開演/19:00　料金/S8,000〜P4,000、他 （6/21発売）
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

●ブルーローズ（小ホール）

久元祐子（Pf）モーツァルト・ソナタ
全曲演奏会 vol.3
開演/19:00　料金/自由4,000、他
問/プロ アルテ ムジケ　03-3943-6677

サントリーホール2017 リニューアル記念
ダイワハウス スペシャル
Reオープニング・コンサート
曲目/ロッシーニ：ミサ・ソレムニス（荘厳ミサ曲）、他
出演/ジュゼッペ・サッバティーニ(指揮)、ダヴィデ・マリアーノ(Org)、

吉田珠代(S)、ジョン・健・ヌッツォ (T)、他
開演/18:00　料金/S10,000〜B6,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

せいあLee ソプラノリサイタル
Grace Note2017
出演/西本智実(指揮)、藤田卓也(T)、

イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
開演/19:00　料金/SS20,000〜D5,000
問/JSTせいあLeeコンサート事務局　03-5738-5357

●ブルーローズ（小ホール）
サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017
ザ・プロデューサー・シリーズ  片山杜秀がひらく 「日本再発見」

再発見〝戦後日本と雅楽〟
―みやびな武満、あらぶる黛―
出演/伶楽舎(雅楽)、伊左治直(指揮)
開演/19:00　料金/自由3,000、他
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

日タイ修交130周年記念
｢タイ日友好コンサート｣
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 op.21

モーツァルト：オペラ 『ドン・ジョヴァンニ』から、他
出演/川本貢司(指揮)、プーム・プロマチャート(Pf)、キッティナント・

チンサムラン(Bs-Br)、王立バンコク交響楽団
開演/19:00　入場/招待のみ
問/日本オーケストラ連盟　03-5610-7275

●ブルーローズ（小ホール）

2017年 朗読の日公演
出演/石原広子、佐藤游歩、友貞静江、早猛百々子(朗読)、他
開演/12:00　料金/自由3,500 （7/1発売）
問/日本朗読人協会　03-5722-6192

（ 休 館 日 ）

ＮＨＫ交響楽団第1866回定期公演
曲目/バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント

：弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽、他
出演/パーヴォ・ヤルヴィ (指揮)
開演/19:00　料金/S8,800〜D3,600 （7/23発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

魚谷絵奈　ピアノ・リサイタル
開演/19:00　料金/未定
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

プレシャス 1pm Vol.2
出演/小山実稚恵(Pf)、竹澤恭子(Vn)、堤剛(Vc)
開演/13:00　料金/指定2,000、サイドビュー1,500、他
問/サントリーホール　0570-55-0017

〈ローム・クラシック・スペシャル〉

日本フィルハーモニー交響楽団
コバケン・ワールド Vol.16
曲目/メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲、他
出演/小林研一郎(指揮)、千住真理子(Vn)
開演/14:30　料金/S6,800〜P3,200、他
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

フィナーレ2017
出演/池田菊衛、竹澤恭子、渡辺玲子(Vn)、磯村和英、川本嘉子(Va)、

堤剛、毛利伯郎(Vc)、吉田秀(DB)、吉野直子(Hrp)、他
開演/14:00　料金/指定6,000、サイドビュー 4,500、他
問/サントリーホール　0570-55-0017

ＮＨＫ交響楽団第1866回定期公演
［9月27日と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

サントリーホール 
オペラ・アカデミー 修了コンサート
出演/サントリーホール オペラ・アカデミー
開演/19:00　料金/自由2,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

演奏活動55周年記念

前橋汀子（Vn）アフタヌーンコンサート Vol.13
曲目/ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61

サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、他
出演/ヴァハン・マルディロシアン(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
開演/14:00　料金/指定3,800
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

マスターおすすめの室内楽 Ⅰ 弦楽器編
出演/原田幸一郎、池田菊衛(Vn)、磯村和英(Va)、毛利伯郎(Vc)、他
開演/14:00　料金/指定4,000、サイドビュー 2,500、他
問/サントリーホール  0570-55-0017

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017
ザ・プロデューサー・シリーズ  片山杜秀がひらく 「日本再発見」

再発見〝戦中日本のリアリズム〟
―アジア主義・日本主義・機械主義―
曲目/伊福部昭：ピアノと管弦楽のための協奏風交響曲 （1941）

諸井三郎：交響曲第3番（1944）、他
出演/下野竜也(指揮)、小山実稚恵(Pf)、東京フィルハーモニー交響楽団
開演/15:00　料金/S4,000〜 B2,000、他
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

●ブルーローズ（小ホール）

MUSIC K2M CONCERT Vol.22
開演/10:15　入場/無料 （要申込み）
問/MUSIC K2M　03-3374-8637

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

プレシャス 1pm Vol.1
出演/クァルテット・エクセルシオ(弦楽四重奏)
開演/13:00　料金/指定2,000、サイドビュー1,500、他
問/サントリーホール　0570-55-0017

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

CMGスペシャル
～車いす利用者のための室内楽演奏会
出演/渡辺玲子(Vn)、堤剛(Vc)、練木繁夫(Pf)
開演/11:00、15:00 （予定）　入場/関係者のみ
問/サントリーホール企画制作部　03-3505-1010

サントリーホール オルガン プロムナード コンサート
出演/水野均
12:15〜12:45　入場無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

新日本フィルハーモニー交響楽団
第577回定期演奏会 〈ジェイド〉
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58

マーラー：交響曲第5番 嬰ハ短調
出演/上岡敏之(指揮)、デジュー・ラーンキ(Pf)
開演/19:00　料金/S8,000〜P4,000 （7/18発売）
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

プレシャス 1pm Vol.3
出演/吉野直子(Hrp)、上野由恵(Fl)、川本嘉子(Va) 
開演/13:00　料金/指定2,000、サイドビュー1,500、他

三重奏の愉しみ Ⅰ
ヘーデンボルク・トリオ（ピアノ三重奏） 
日本デビュー・リサイタル
開演/19:00　料金/指定4,500、サイドビュー 3,000、他
問/サントリーホール　0570-55-0017

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017
ザ・プロデューサー・シリーズ  片山杜秀がひらく 「日本再発見」
再発見〝戦前日本のモダニズム〟
―忘れられた作曲家、大澤壽人―
曲目/大澤壽人：コントラバス協奏曲 （1934）〈世界初演〉

：ピアノ協奏曲第3番 神風協奏曲 （1936-38）、他
出演/山田和樹(指揮)、福間洸太朗(Pf)、佐野央子(DB)、

日本フィルハーモニー交響楽団
開演/15:00　料金/S4,000〜B2,000、他
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

●ブルーローズ（小ホール）

アゲイン（Cho）第10回リサイタル
［9月2日と同内容］

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017
サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ No.40
テーマ作曲家〈ゲオルク・フリードリヒ・ハース〉

《管弦楽》
曲目/ツェルハ：夜（2012-13） 〈日本初演〉

ハース：新作（2016-17） 〈委嘱作品、世界初演〉、他
出演/イラン・ヴォルコフ(指揮)、ミランダ・クックソン(Vn)、

東京交響楽団
開演/19:00 （18:00〜プレコンサート・トーク）
料金/S4,000〜B2,000、他
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

第46回サントリー音楽賞受賞記念コンサート

広上淳一（指揮）と京都市交響楽団
曲目/武満徹：フロム・ミー・フローズ・ホワット・ユー・コール・タイム

ラフマニノフ：交響曲第2番 ホ短調 op.27
開演/18:00　料金/S5,000〜P2,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

マスターおすすめの室内楽 Ⅱ ピアノ編
出演/フェデリコ・アゴスティーニ(Vn)、店村眞積(Va)、練木繁夫(Pf)、他
開演/14:00　料金/指定4,000、サイドビュー 2,500、他
問/サントリーホール　0570-55-0017

外山啓介デビュー10周年記念ピアノ・リサイタル
オール・ショパン・プログラム
曲目/ショパン：ピアノ･ソナタ第3番 ロ短調 op.58
開演/14:00　料金/S4,000、A3,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

レイ・チェン 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル
曲目/バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ＆パルティータ（全曲）
開演/18:30　料金/S6,000〜B4,000
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

●ブルーローズ（小ホール）
25周年記念コンサート

コーロ・まざーぐうす（Cho） & Friends
出演/大谷康子(Vn)、吉川武典(Trb)、伊藤潤(T)、浦壁信二(Pf)、他
開演/18:00　料金/自由2,000
問/竹森　03-3958-6000

都響プロムナードコンサートNo.374
曲目/チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲 op.33

エルガー：創作主題による変奏曲 ｢エニグマ｣ op.36、他
出演/梅田俊明(指揮)、ユリア・ハーゲン(Vc)
開演/14:00　料金/S5,800〜P2,500
問/都響ガイド  03-3822-0727
●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

室内楽アカデミー マルシェ ワンコイン・コンサートⅡ
出演/サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー、他
開演/12:30　料金/自由500

三重奏の愉しみ Ⅱ
ストルツマン(Cl)と日本の仲間たち
出演/磯村和英(Va)、小菅優(Pf)
開演/19:00　料金/指定4,500、サイドビュー 3,000、他
問/サントリーホール　0570-55-0017

オービック・スペシャル・コンサート2017
コバケンの 『音楽のある風景』
曲目/スメタナ：連作交響詩 『我が祖国』から 「モルダウ」 

ムソルグスキー（ラヴェル編）：組曲 『展覧会の絵』、他
出演/小林研一郎(指揮)、朝岡聡(司会)、日本フィルハーモニー交響楽団
開演/19:00　料金/S8,000〜C5,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京交響楽団第653回定期演奏会
曲目/ストラヴィンスキー：詩篇交響曲

シベリウス：交響曲第1番 ホ短調 op.39、他
出演/アレクサンドル・ヴェデルニコフ(指揮)、東響コーラス
開演/18:00　料金/S8,000〜C4,000
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

室内楽アカデミー マルシェ ワンコイン・コンサートⅠ
出演/サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー
開演/12:30　料金/自由500

アジアンサンブル@TOKYO
出演/成田達輝(Vn)、宮田大(Vc)、ハオチェン・チャン(Pf)
開演/19:00　料金/指定5,000、サイドビュー 3,500、他
問/サントリーホール　0570-55-0017

〈バークレイズ証券株式会社 特別協賛〉

東京交響楽団＆サントリーホール「こども定期演奏会」
2017年シーズン 楽器ア・ラ・カルト
第61回 「オードブルは弦楽器」
出演/田中祐子(指揮)、村治奏一(Guit)、景山梨乃(Hrp)、坪井直樹(司会)
開演/11:00　料金/指定（1回券）3,500、年間会員券12,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

日本フィルハーモニー交響楽団
第693回定期演奏会

［開演時間以外は9月8日と同内容］
開演/16:00 （15:10〜プレトーク）

●ブルーローズ（小ホール）

鶴田留美子ピアノリサイタル
開演/18:00　料金/自由4,000、他 （7/1発売）
問/ムジカ・コミュニタス　042-468-7578

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017

第27回芥川作曲賞選考演奏会
曲目/坂東祐大：花火（2017）〈世界初演､第25回受賞記念委嘱〉

第27回芥川作曲賞候補3作品
出演/杉山洋一(指揮)、永野英樹、田中翔一朗(Pf)、

新日本フィルハーモニー交響楽団
開演/15:00　料金/指定2,000、他
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

●ブルーローズ（小ホール）

アゲイン（Cho）第10回リサイタル
出演/早川純(バンドネオン)
開演/14:00　料金/自由2,000 （7月下旬発売）
問/ツカモト　090-2533-5252

ジャパン・オペラ・フェスティヴァル2017

ボローニャ歌劇場フィルハーモニー特別演奏会
曲目/ヴェルディ：オペラ 『ナブッコ』序曲

ロータ：『ゴッドファーザー』から 「愛のテーマ」、他
出演/吉田裕史(指揮)
開演/19:00　料金/SS18,000〜D3,000 （6月中発売）
問/さわかみオペラ芸術振興財団　03-6380-9862

●ブルーローズ（小ホール）
サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017
ザ・プロデューサー・シリーズ　片山杜秀がひらく「日本再発見」

再発見〝戦後日本のアジア主義〟
―はやたつ芥川、まろかる松村―
出演/伊藤翔(指揮)、堤剛(Vc)、土田英介、泊真美子(Pf)、他
開演/19:00　料金/自由3,000、他
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

アフラック クラシック・チャリティコンサート
曲目/ドビュッシー：バレエ音楽 「おもちゃ箱」

モーツァルト：交響曲第41番 ハ長調 K551 「ジュピター」
出演/井上道義(指揮)、オーケストラ・アンサンブル金沢
開演/19:00　料金/指定5,000 （6/15発売）
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

クリスタルジョイント― 61
出演/佐甲圭子、長野仁子(Pf)、他
開演/18:30　料金/自由3,900
問/シド音楽企画　03-3465-6115

東京都交響楽団第840回定期演奏会
曲目/ハイドン：オラトリオ 『天地創造』 Hob.XXI:2
出演/大野和士(指揮)、林正子(S)、吉田浩之(T)、ディートリヒ・

ヘンシェル(Br)、スウェーデン放送合唱団
開演/19:00　料金/S8,500〜P4,500
問/都響ガイド　03-3822-0727

●ブルーローズ（小ホール）
サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017
サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ No.40
テーマ作曲家〈ゲオルク・フリードリヒ・ハース〉

《室内楽》
出演/永野英樹(Pf)、ミランダ・クックソン(Vn)、杉山洋一(指揮)、他
開演/19:00　料金/自由3,000、他
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

東京フィルハーモニー交響楽団
第895回定期演奏会
曲目/マーラー：交響曲第2番 「復活」
出演/チョン・ミョンフン(指揮)、安井陽子(S)、山下牧子(M-s)、

新国立劇場合唱団
開演/19:00　料金/SS15,000〜C5,500 
問/東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン オープニング

堤剛（Vc）プロデュース2017
出演/原田幸一郎、池田菊衛(Vn)、磯村和英(Va)、練木繁夫(Pf)、他
開演/19:00　料金/指定5,500、サイドビュー 4,000、他
問/サントリーホール　0570-55-0017
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