
The stained glass titled “Ritsu (rhythm)” on the entrance wall.
The artwork brings the softened sunlight into the foyer, is created
by an internationally-acclaimed glass artist Keiko Miura. Her artwork are also
inlaid into the walls of the Main Hall corridors on the ground and upper floors.
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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：4 月19日（木）

5 月17日（木）
6 月14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、12月31日〜1月3日は休業）
●インターネットからのチケット購入は、「サントリーホール・

メンバーズ･クラブWEB」（http://suntoryhall.pia.jp/）
をご覧ください。

●出演者、曲目、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。

●一部売り切れの公演もございます。
●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）。
　1公演につき2名1組で3組、計6名様をご招待します。詳し
　くは、サントリーホールのホームページをご覧ください。
●　  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、サントリーホールの主催公演です。4

●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。

4月公演最新情報はこちら

〈表紙について〉
　エントランス上の内壁両端

にはめ込まれたステンドグラス

「律」。ソワレ(夜公演)ではシャ

ンデリアの光を浴びて力強く

温かみのある色彩を放ち、マ

チネ(昼公演)では柔らかな陽

の光を呼び込んでくれます。

　「律」は、海外でも高い評価

を得ているガラス芸術家、三浦

啓子氏の作品で、大ホール1､2

階通路の壁にも、三浦氏が手

がけた6枚のステンドグラスが

あります。

（ 保 守 点 検 ）

オープンハウス
～サントリーホールで遊ぼう！
アークヒルズの「さくらまつり」に合わせ、サントリーホールを
一日無料開放。演奏やさまざまなイベントをお楽しみいただ
きます。
11:00〜17:00 （予定）
入場/無料 （出入自由）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

ＮＨＫ交響楽団第1884回定期公演
[4月25日と同内容]

マリア・ジョアン・ピリス　ピアノ・リサイタル
曲目/モーツァルト：ピアノ・ソナタ第13番 変ロ長調 K.333

シューベルト：4つの即興曲 Op.142 D.935、他
開演/19:00 
料金/S10,000〜C4,000 （1/20発売）
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

〈ユニオン ツール クラシック プログラム〉

仲道郁代ピアノ・リサイタル
ベートーヴェンと極めるピアノ道　Vol.1（全10回）
曲目/ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番 Op.57 「熱情」

ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番 Op.5
開演/14:00
料金/S5,000、A4,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

ＮＨＫ交響楽団第1884回定期公演
出演/ヘルベルト・ブロムシュテット(指揮)
曲目/ベートーヴェン：交響曲第8番 ヘ長調 Op.93

ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 Op.92
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （3/4発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

東京交響楽団第659回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)
曲目/マーラー：交響曲第10番より アダージョ

ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB109
開演/18:00
料金/S9,000〜P3,000
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

第3回 willbe混声合唱団コンサート
出演/金岡裕子(指揮)、小原木ひとみ(Pf)、2VOICE(ゲスト)、

残間里江子(司会)
開演/18:00　料金/自由2,000
問/クラブ・ウィルビー事務局　03-3400-2233

日本フィルハーモニー交響楽団
第374回名曲コンサート
出演/小林研一郎(指揮)、ダン・タイ・ソン(Pf) 
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21

ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 Op.67 「運命」
開演/14:00
料金/S8,000〜P4,000、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）

ローゼスコンサートSPECIAL 
～イタリアの名曲の数々を～
出演/田島郁子、宮澤尚子(S)、市川浩平(T)、小林大祐(Br)、

服部容子(Pf)
開演/14:00　料金/S5,000、A4,000
問/GRCT　047-340-3651

（リハーサル）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

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/モニカ・メルツォーヴァ (Org)
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587回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/上岡敏之(指揮)、アンヌ・ケフェレック(Pf) 
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K491

ブルックナー：交響曲第6番 イ長調 WAB106
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000 （1/30発売）
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

（ 保 守 点 検 ）

中川晃教(Vo) シンフォニックコンサート2018
スプリング ハズ カム
出演/高谷光信(指揮)、音屋室内管弦楽団
開演/14:00
料金/SS12,000〜A8,000 
問/KMミュージック　045-201-9999

●ブルーローズ（小ホール）

土屋美寧子ピアノリサイタル
〈ソナタの諸相〉
開演/14:00　料金/自由4,000
問/ミリオンコンサート協会　03-3501-5638

日本フィルハーモニー交響楽団
第699回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)
曲目/ワーグナー：オペラ『ローエングリン』第1幕、第3幕への前奏曲

ワーグナー（マゼール編）：言葉のない『指環』、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000、他
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

読売日本交響楽団第577回定期演奏会
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)
曲目/アイヴズ：ニューイングランドの3つの場所

マーラー：交響曲第9番 ニ長調
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/27発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

Chopin à Nohant par Yves Henry
～ショパン時代のプレイエルで演奏～
出演/イヴ・アンリ(Pf)
開演/19:00　料金/S4,500〜B3,500
問/ショパンセンター　03-6459-0156

東京都交響楽団第853回定期演奏会
出演/大野和士(指揮)、リリ・パーシキヴィ(M-s)、東京少年少

女合唱隊、新国立劇場合唱団
曲目/マーラー：交響曲第3番 ニ短調
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000
問/都響ガイド　0570-056-057

読売日本交響楽団第611回名曲シリーズ
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、ポール・メイエ(Cl)
曲目/モーツァルト：クラリネット協奏曲 イ長調

ストラヴィンスキー：春の祭典、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/27発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

（ 保 守 点 検 ）

（関係者のみの公演がございます）

三大ピアノ協奏曲の響宴
出演/梅田俊明(指揮)、清水和音(Pf)、東京フィルハーモニー

交響楽団
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73 「皇帝」

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op.18
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 Op.23

開演/14:00　料金/S7,500〜P4,500
問/サンライズプロモーション東京　0570-00-3337

●ブルーローズ（小ホール）

桜吹雪のコンサート
うた・歌・唄 声は桜吹雪にのって
出演/谷友博(Br)、加藤都紀子音楽教室門下生、なかの国際

音楽協会会員、斎藤誠二(Pf)
開演/13:30　入場/無料 （要整理券）
問/加藤都紀子音楽教室　03-3380-1784

マリア・ジョアン・ピリス　ピアノ・リサイタル
曲目/ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 Op.111、他
開演/19:00
料金/S10,000〜C4,000 （1/20発売）
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

第12回ワールドピースクラシックコンサート
～華麗なる協奏曲と合唱幻想曲の祭典～
出演/新田孝(指揮)、寺沢希美(Vn)、安達真理(Va)、小林夏菜美、

鷲宮美幸、森岡薫、田中照子(Pf)、ニッポン・シンフォニー、他
曲目/ベートーヴェン：ピアノ、合唱とオーケストラのための幻想曲、他
開演/13:30
料金/S10,000、A8,000
問/ニッポン・シンフォニー　090-6927-3227

ゲイツオンホールディングス　03-5787-8615

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

（ 休 館 日 ）

日本フィルハーモニー交響楽団
第699回定期演奏会
[開演時間以外は4月27日と同内容]
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）

●ブルーローズ（小ホール）

ことば食堂 やまねこや
～朗読コンサート～
出演/工藤直子、山根基世(ゲスト)、進藤晶子、朗読指導者養成

講座第１期修了生有志(朗読)、進藤京子(Pf)
開演/14:00　料金/自由2,000 （当日2,500）
問/ことば食堂やまねこや実行委員会　03-6413-0176

〈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」
2018年シーズン 音楽と感情 第65回 笑って(^o^)
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、福井蔵(Fg)、坪井直樹(司会)
開演/11:00
料金/年間会員券12,000 （全席指定･全4公演･発売中）

1回券3,500 （2/14発売）
問/サントリーホール  0570-55-0017

ルース・スレンチェンスカ　ピアノリサイタル
開演/18:30　料金/S10,000〜B6,000
問/ムジカキアラ　03-6431-8186

●ブルーローズ（小ホール）

明治維新150年記念コンサート
出演/大谷康子(Vn)、石鍋多加史(語り・坂本龍馬役)
開演/14:00　料金/自由3,900 （1/9発売）
問/センターヴィレッジ　03-5367-8345



SATFRITHUWEDTUE SUNMON

3
10
17
24

137
4
11
18
25

5
12
19
26

6

20
27

14
21
28

8
1

15
22
29

9
2

16
23
30 31

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：5 月17日（木）

6 月14日（木）
7 月12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、12月31日〜1月3日は休業）
●インターネットからのチケット購入は、「サントリーホール・

メンバーズ･クラブWEB」（http://suntoryhall.pia.jp/）
をご覧ください。

●出演者、曲目、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。

●一部売り切れの公演もございます。
●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）。
　1公演につき2名1組で3組、計6名様をご招待します。詳し
　くは、サントリーホールのホームページをご覧ください。
●　  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、サントリーホールの主催公演です。

5

●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。

5月公演最新情報はこちら

東京フィルハーモニー交響楽団
第908回定期演奏会
出演/アンドレア・バッティストーニ(指揮)、パヴェル・ベルマン(Vn)
曲目/ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番

ショスタコーヴィチ：交響曲第5番、他
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （発売日未定）
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）

（リハーサル）

東京交響楽団第660回定期演奏会
出演/飯森範親（指揮）、角田祐子(S)、クリスティアン・ミードル(Br)
曲目/ウド・ツィンマーマン：オペラ『白いバラ』

（演奏会形式/字幕付・日本初演）、他
開演/18:00
料金/S7,000〜P2,500
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
オペラ・アカデミーコンサート
出演/サントリーホール オペラ・アカデミー　プリマヴェーラ・

コース第4期生、アドバンスト・コース第3期生
開演/14:00　料金/自由2,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

読売日本交響楽団第578回定期演奏会
出演/イラン・ヴァルコフ(指揮)、河村尚子(Pf) 
曲目/バーンスタイン：交響曲第2番 ｢不安の時代｣

ショスタコーヴィチ：交響曲第5番 ニ短調 Op.47、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/27発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

（リハーサル）

東京フィルハーモニー交響楽団
第907回定期演奏会
出演/チョン・ミョンフン(指揮)、ペーター・ザイフェルト(T)、

ルカ・ピサローニ(Br)、東京オペラシンガーズ、他
曲目/ベートーヴェン：オペラ 『フィデリオ』（演奏会形式）
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （発売日未定）
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）

（リハーサル）

東京隆生吹奏楽団
第10回定期演奏会
出演/畠田貴生(指揮)、東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部
曲目/高昌帥：委嘱作品

チャイコフスキー：大序曲1812年
開演/13:00
料金/未定
問/東京隆生吹奏楽団　080-4087-1812

ズービン・メータ指揮
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
曲目/モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調 K.504

マーラー：交響曲第5番 嬰ハ短調
開演/19:00
料金/未定
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

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.7
出演/鈴木優人(指揮)、宮田大(Vc)、加耒徹(Br&ナビゲーター )
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

ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 Op.92、他
開演/14:00
料金/S6,000〜B3,000、他 （1/19発売）
問/サントリーホール  0570-55-0017

日本フィルサービスセンター　03-5378-5911

日本フィルハーモニー交響楽団
第700回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜 プレトーク）

［開演時間以外は5/18と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

アサル国際馬頭琴アンサンブル
5周年記念コンサート
出演/A.バトエルデネ(馬頭琴) 、鎌田しのぶ(Pf) 、B.ボルドエルデネ

(ホーミー ) 、B.イラナ(歌・馬頭琴) 、初鹿野翔(Perc)
開演/19:00　料金/自由4,000
問/A.バトエルデネ　070-3886-8651

新日本フィルハーモニー交響楽団
第589回定期演奏会 〈ジェイド〉
出演/ミシェル・プラッソン(指揮)
曲目/ドビュッシー：交響的断章 「聖セバスティアンの殉教」

フランク：交響曲ニ短調 M.48、他
開演/14:00
料金/S8,000〜P4,000 （1/30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）

奥田貞美(T)と女神達
出演/鮒田純子、丸山佳子、平井安子(S)、谷川明(Pf)、

奥田洋(DB)、平方あゆみ(Vc)
開演/14:15　入場/招待のみ
問/奥田貞美　090-9096-6179

ＮＨＫ交響楽団第1887回定期公演
出演/パーヴォ・ヤルヴィ(指揮)
曲目/ストラヴィンスキー：バレエ音楽『カルタ遊び』

ストラヴィンスキー：3楽章の交響曲、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （3/4発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

〈日本インドネシア国交樹立60周年〉

チャイルド・エイド・アジア2018
出演/オーディションを通過した子どもたち、児童養護施設

の子どもたち、シンガポール、マレーシア、インドネシア、
フィリピンの子どもたち

曲目/輝く明日へ、ワールド・トゥ・イマジン
開演/16:30
料金/S4,000、A2,500、他 （3月下旬発売）
問/NPOリトル・クリエイターズ　03-6869-7282

●ブルーローズ（小ホール）

みやび会発表会
出演/大久保和世、今村紘子、白幡裕子、船木誠子、森真知子(S)、他
開演/13:00　入場/関係者のみ
問/矢田部　0422-21-9241

読売日本交響楽団第612回名曲シリーズ
出演/ヤデル・ビニャミーニ(指揮)、アルベナ・ダナイローヴァ (Vn)
曲目/グラズノフ：ヴァイオリン協奏曲

チャイコフスキー：交響曲第6番 ｢悲愴｣、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/27発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

日本フィルハーモニー交響楽団
第700回定期演奏会
出演/アレクサンドル・ラザレフ(指揮)、辻本玲(Vc)、ドルニオ

ク綾乃(ナレーション)、ポール・グローブス(T)、晋友会
合唱団、東京少年少女合唱隊

曲目/ストラヴィンスキー：ペルセフォーヌ、他
開演/19:00
料金/S8,000〜C5,000、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）

（ 公 演 予 定 ）

都響プロムナードコンサートNo.377
出演/クラウス・マケラ(指揮)、ルーカス・ヴォンドラチェク(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58

シベリウス：交響曲第1番 ホ短調 Op.39
開演/14:00
料金/S5,800〜P2,500
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

第19回ヤングアーチストリサイタル
開演/未定　料金/自由2,000 （3月上旬発売）
問/ヤングアーチスト協会　03-3930-0255

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/小島弥寧子(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

佐渡裕指揮
トーンキュンストラー管弦楽団

〈レナード・バーンスタイン生誕100年記念〉
出演/ヴァレリー・アファナシエフ(Pf)
曲目/ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」

ブラームス：ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83、他
開演/19:00
料金/S19,000〜C9,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

日本フィルハーモニー交響楽団
第375回名曲コンサート
出演/小林研一郎(指揮)、ライナー・キュッヒル(Vn)
曲目/チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲

チャイコフスキー：交響曲第4番
開演/14:00
料金/S8,000〜P4,000、他 （1/30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）

須﨑由紀子ソプラノリサイタル
出演/鳥井俊之(Pf) 、他 
開演/14:00  料金/指定4,000 （2/1発売）
問/須㟢　03-3398-3517

〈キヤノンマーケティングジャパングループ創立50周年記念〉

ウィーン少年合唱団
出演/ジミー・チャン(指揮)
曲目/シューベルト：鱒

久石譲：となりのトトロ、他
開演/14:00
料金/S7,500〜B4,500、他
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040
●ブルーローズ（小ホール）

第18回 水芭蕉コンサート
出演/はいだしょうこ(歌)、眞理ヨシコ(司会)、中田幸子(指揮＆お話)、

小川栞奈(S)、混声合唱アンサンブル・メイ、松下倫士(Pf)
開演/14:00　料金/指定5,000 （2/1発売）
問/ナカダ音楽事務所　03-3586-1774

（関係者のみの使用がございます）

〈キヤノンマーケティングジャパングループ創立50周年記念〉

ウィーン少年合唱団
出演/ジミー・チャン(指揮)
曲目/J.S.バッハ=グノー：アヴェ・マリア(グノー生誕200年記念)

J.シュトラウスⅡ：千夜一夜物語、他
開演/14:00
料金/S7,500〜B4,500、他
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

〈FUJITEC presents〉

ヴァシリー・ペトレンコ指揮
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
辻井伸行(Pf)、三浦文彰(Vn)
曲目/ヴォーン・ウィリアムズ：あげひばり

グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調、他
開演/19:00
料金/S21,000〜D9,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

東京都交響楽団第855回定期演奏会
出演/下野竜也(指揮)、ヒラ・プリットマン(S)
曲目/コリリアーノ：ミスター・タンブリンマン

─ボブ・ディランの7つの詩(2003、日本初演)、他
開演/19:00
料金/S6,500〜P2,500
問/都響ガイド　0570-056-057

ＮＨＫ交響楽団第1887回定期公演
［5月23日と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

佐藤久成ヴァイオリンリサイタル
〜宇野功芳メモリアル〜
出演/岡田将(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 Op.24 「春」

ラヴェル：ツィガーヌ、他
開演/19:00
料金/S4,000〜B2,000
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

（ 休 館 日 ）

●ブルーローズ（小ホール）

The Chorus Plus V
出演/栗山文明、西川竜太(指揮)、栗友会合唱団、空、暁、

コーラスプラススペシャルシンガーズ(Cho)、他
開演/19:00
料金/自由3,800 （当日4,000）、他
問/日本作編曲家協会　03-6666-6266


