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

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：6 月14日（木）

7 月12日（木）
8 月はお休みします。

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。6

●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。

6月公演最新情報はこちら

〈表紙について〉
　2007年、小ホールにつけられた「ブルーローズ」という

名前は、サントリーが2004年にバイオ技術によって実

現不可能といわれた新品種「青いバラ」の開発に成功し

たことに由来しています。

　ブルーローズ（小ホール）を、多くのアーティストの皆さ

まの、新たな挑戦の舞台として活用していただきたい。そ

れがサントリーホールの思いです。

　ところで、「ブルーローズ」の扉の上に、青いバラが密や

かに咲いていること、ご存知でしたか？ 本物と見紛うほ

ど精巧で繊細な木彫の植物で知られる美術家、須田悦

弘氏による「ブルーローズ2007」という彫刻作品です。

（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）

レオシュ・スワロフスキー指揮
スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団
出演/堤剛(Vc) 
曲目/ドヴォルザーク:チェロ協奏曲

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ｢新世界より｣
開演/19:00
料金/S13,000〜P7,000、他
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

東京都交響楽団第857回定期演奏会
出演/ダニエーレ・ルスティオーニ(指揮)、フランチェスカ・デゴ(Vn)
曲目/ヴォルフ=フェラーリ:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.26

R.シュトラウス:交響的幻想曲『イタリアより』 Op.16、他
開演/19:00
料金/S7,000〜P3,000 
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

ヤクブ・フルシャ指揮
バンベルク交響楽団
出演/ユリアンナ・アヴデーエワ (Pf) 
曲目/ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 Op.15

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」
開演/19:00
料金/Pt25,000〜D5,000 （3/10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）

栗原利佳(S)、ニコラ・ロッシ・ジョルダーノ(T) 
デュオリサイタル～愛が私に歌わせる～
出演/早川揺里(Pf)、ディエゴ・ピッチョーニ(Va) 
開演/19:00　料金/自由5,000 （4/10発売）
問/プリモバッソ　080-3411-3565

読売日本交響楽団第613回名曲シリーズ
出演/コルネリウス・マイスター (指揮)、ニコール・カベル(S)、

アン・ハレンベリ(M-s)、新国立劇場合唱団
曲目/マーラー :交響曲第2番 ハ短調 「復活」
開演/19:00
料金/S9,500〜C4,500
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

読売日本交響楽団第579回定期演奏会
出演/コルネリウス・マイスター (指揮)、石坂団十郎(Vc)、

柳瀬省太 (Va) 
曲目/R.シュトラウス:交響詩『ドン・キホーテ』 Op.35

R.シュトラウス:オペラ『影のない女』による交響的幻想曲、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

ダニエル・ライスキン指揮
スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団
出演/アンナ・ヴィニツカヤ(Pf)
曲目/チャイコフスキー :ピアノ協奏曲第1番

チャイコフスキー :交響曲第6番 ｢悲愴｣、他
開演/19:00
料金/S13,000〜P7,000、他
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

●ブルーローズ（小ホール）

2018年「朗読の日」・「石原広子朗読の会」
創立30周年記念合同公演
出演/石原広子、佐藤 歩、飯田明子、石橋みや子、堀田紀真、

近江千恵子、石原みほ子(朗読)、他
開演/12:00
料金/自由3,500 （4/1発売）
問/日本朗読人協会　03-5722-6192

仏教音楽コンサート
～未来に響くみ仏のこころ
出演/齊藤一郎(指揮)、小島弥寧子(Org)、大西ゆか(S)、

山下牧子(A)、中鉢聡(T)、青山貴(Br)、東京混声合唱団、
東京交響楽団

曲目/信時潔:みほとけは
伊藤完夫(東野珠実編):ばあらたの岸辺、他

開演/14:00　料金/指定3,000
問/「仏教音楽コンサート」実行委員会　070-4297-5975

●ブルーローズ（小ホール）

クリスタルジョイント-62
《空に、優雅に、思うがままに》
出演/佐甲圭子、武井美穂、長野仁子、正木文恵(Pf)、他
開演/18:30　料金/自由3,900、他
問/シド音楽企画　03-3465-6115

日本フィルハーモニー交響楽団
第701回定期演奏会

［開演時間以外は6/15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）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2018

ENJOY! 室内楽アカデミー・フェロー演奏会 Ⅱ
〈室内楽アカデミー第4期修了公演〉
開演/10:30　料金/指定1,000　サイドビュー 500 （3/3発売）

キュッヒル・クァルテットのブラームス・ツィクルス Ⅲ
出演/豊嶋泰嗣(Va)、堤剛(Vc)
曲目/ブラームス:弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調 作品18、他
開演/19:00
料金/指定6,000　サイドビュー 4,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ＮＨＫ交響楽団第1890回定期公演
出演/尾高忠明(指揮)、マリオ・ブルネロ(Vc) 
曲目/シュニトケ:チェロ協奏曲第1番 (1986)

チャイコフスキー :交響曲第5番 ホ短調 Op.64
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （3/4発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

（ 公 演 予 定 ）

●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 2018

プレシャス 1PM Vol.3
出演/小山実稚恵(Pf)、堤剛(Vc)
開演/13:00
料金/指定2,500　サイドビュー1,500、他 （3/3発売）

デビュー 30周年記念
竹澤恭子(Vn)の室内楽
出演/川本嘉子(Va)、横坂源（Vc）、

サントリーホール室内楽アカデミー選抜フェロー
開演/19:00　料金/指定4,500　サイドビュー 3,000、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ＮＨＫ交響楽団第1890回定期公演
[6月20日と同内容]

創立100周年記念 ベートーヴェン交響曲全曲演奏会

フランツ・ウェルザー=メスト指揮
クリーヴランド管弦楽団
曲目/ベートーヴェン:交響曲第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」

ベートーヴェン:交響曲第2番 ニ長調 Op.36、他
開演/19:00　料金/S30,000〜D9,000
問/AMATI　03-3560-3010

●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 2018

プレシャス 1PM Vol.1
出演/原田幸一郎、池田菊衛(Vn)、磯村和英(Va)、

毛利伯郎(Vc)、練木繁夫 (Pf)
開演/13:00
料金/指定2,500　サイドビュー1,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

都響プロムナードコンサートNo.378
出演/オレグ・カエターニ(指揮)、藤田真央(Pf) 
曲目/チャイコフスキー :ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 Op.23

カリンニコフ:交響曲第1番 ト短調、他
開演/14:00
料金/S6,500〜P3,200
問/都響ガイド　0570-056-057

●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 2018

フィナーレ 2018
出演/竹澤恭子、渡辺玲子、小川響子(Vn)、川本嘉子、戸原直(Va)、堤剛、

新倉瞳(Vc)、吉野直子(Hrp)、キュッヒル・クァルテット(弦楽四重
奏)、トリオ・ヴァンダラー (ピアノ三重奏)、他

開演/14:00
料金/指定6,000　サイドビュー 4,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ヤクブ・フルシャ指揮
バンベルク交響楽団
出演/ガーヒルド・ロンバーガー (M-s)、東京混声合唱団、

ＮＨＫ東京児童合唱団
曲目/マーラー :交響曲第3番 ニ短調
開演/19:00
料金/Pt28,000〜D9,000 （3/10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）

Nikikai Days@Blue Rose 2018
テノールの競演'84
出演/城宏憲、又吉秀樹、山本耕平(T)、福井敬(司会) 、村上尊志 (Pf)
開演/19:00　料金/指定4,500 （3/16発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

リオール・シャンバダール指揮
ベルリン交響楽団
出演/辻本玲(Vc) 
曲目/シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 Op.129

ベートーヴェン:交響曲第5番 ハ短調 Op.67 「運命」、他
開演/19:00
料金/S11,000〜C4,000
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701回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン（指揮）、サリーム・アブード・アシュカール(Pf)
曲目/メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第2番

メンデルスゾーン:交響曲第4番 ｢イタリア｣
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

●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 2018

トリオ・ヴァンダラー 円熟のピアノ三重奏
曲目/ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 作品11 「街の歌」

シューベルト:ピアノ三重奏曲第2番 変ホ長調 D.929、他
開演/19:00
料金/指定4,500　サイドビュー 3,000、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

創立100周年記念 ベートーヴェン交響曲全曲演奏会

フランツ・ウェルザー=メスト指揮
クリーヴランド管弦楽団
曲目/ベートーヴェン:交響曲第1番 ハ長調 Op.21

ベートーヴェン:交響曲第3番 変ホ長調 Op.55 「英雄」、他
開演/18:00　料金/S30,000〜D9,000
問/AMATI　03-3560-3010

●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 2018

オープニング 堤 剛プロデュース
出演/萩原麻未(Pf)、成田達輝(Vn)、堤剛(Vc)
開演/18:00
料金/指定5,000　サイドビュー 3,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

創立100周年記念 ベートーヴェン交響曲全曲演奏会

フランツ・ウェルザー=メスト指揮
クリーヴランド管弦楽団
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5番 ハ短調 Op.67 「運命」、他
開演/19:00　料金/S30,000〜D9,000
問/AMATI　03-3560-3010

●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 2018

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)、他
開演/11:10　入場/関係者招待のみ
問/サントリーホール企画制作部　03-3505-1010

ハイドン・フィルハーモニー 2018
出演/ニコラ・アルトシュテット(指揮&Vc)
曲目/ハイドン:チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.Ⅶb-1

ハイドン:交響曲第94番 ト長調 Hob.Ⅰ-94 「驚愕」、他
開演/14:00
料金/ S15,000〜C8,000 （3/1発売）
問/プロアルテムジケ　03-3943-6677

●ブルーローズ（小ホール）

Nikikai Days@Blue Rose 2018
日本の童謡誕生百年を記念して
～歌い継がれてきた童謡から現代・朝岡真木子の童謡まで～
出演/木内弘子、黒川京子、前澤悦子、和澤康代(S)、清水邦子(M-s)、

吉田伸昭(T)、馬場眞二(Br)、朝岡真木子(Pf)、中村健(ゲスト)
開演/14:00　料金/指定4,500 （3/16発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

東京交響楽団第661回定期演奏会
出演/秋山和慶(指揮)、マルカンドレ・アムラン (Pf) 
曲目/シューマン:交響曲 ト短調 「ツヴィッカウ」 （未完成交響曲）

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 Op.15、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）

鷲宮美幸ピアノリサイタル
開演/14:00  料金/自由4,000
問/スガナミ楽器 （多摩センター店） 042-375-5312

スガナミ楽器 （町田店） 042-722-3302

「24」パノス・カラン(Pf)
世界3都市ショパンエチュードツアー
開演/19:00
料金/自由4,500 ＊「福島青年管弦楽団」コンサート（8/6）含む
問/齋藤　090-2791-0779

創立100周年記念 ベートーヴェン交響曲全曲演奏会

フランツ・ウェルザー=メスト指揮
クリーヴランド管弦楽団
曲目/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/S30,000〜D9,000
問/AMATI　03-3560-3010
●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 2018

ENJOY! 室内楽アカデミー・フェロー演奏会 Ⅰ
出演/ファイト・ヘルテンシュタイン(Va/特別ゲスト)
開演/10:30　料金/指定1,000　サイドビュー 500 （3/3発売）

アジアンサンブル＠TOKYO
出演/原田幸一郎(Vn＆指揮)、イ・スビン、小川響子(Vn)、磯村和英(Va)、

チョン・ウチャン(Vc)、イム・ジュヒ(Pf)、CMGアンサンブル
開演/17:00　料金/指定4,000　サイドビュー 2,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ミハイル・プレトニョフ指揮
ロシア・ナショナル管弦楽団
出演/木嶋真優(Vn)、アナスタシア・モスクヴィナ(イオランタ)、

ミグラン・アガザニアン(ヴォテモン伯爵)、平野和(ルネ王)、
大西宇宙(ロベルト公爵)、他

曲目/チャイコフスキー :オペラ「イオランタ」（演奏会形式／日本語字幕付）、他
開演/18:30　料金/S16,000 〜 C7,000、他 
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●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 2018

キュッヒル・クァルテットのブラームス・ツィクルス Ⅰ
出演/吉田誠(Cl)
曲目/ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115、他
開演/19:00　料金/指定6,000　サイドビュー 4,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

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/山田由希子(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

アンドレス・オロスコ=エストラーダ指揮
フランクフルト放送交響楽団
出演/チョ・ソンジン(Pf)
曲目/ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op.18、他
開演/19:00　料金/S18,000〜D7,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040
 ●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 2018
キュッヒル・クァルテットのブラームス・ツィクルス Ⅱ
出演/福間洸太朗(Pf)
曲目/ブラームス:ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34、他
開演/19:00　料金/指定6,000　サイドビュー 4,500、他 （3/3発売）
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
コバケン・ワールド Vol.19
出演/小林研一郎(指揮)、仲道郁代(Pf)
開演/14:00　料金/S6,800〜P3,200、他
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

オンドレイ・レナルト指揮
プラハ放送交響楽団＆ヴァディム・ホロデンコ(Pf)
開演/19:00　料金/S12,000〜C4,000
問/日本アーティストチケットセンター　03-5305-4545
●ブルーローズ（小ホール）

シンフォニエッタ静岡 第5回東京定期公演
（第53回定期公演）
出演/中原朋哉(指揮)、フェルディナント・シュタイナー (Cl)
開演/14:00　料金/自由5,000、他
問/シンフォニエッタ静岡　054-204-7778

創立100周年記念 ベートーヴェン交響曲全曲演奏会

フランツ・ウェルザー=メスト指揮
クリーヴランド管弦楽団
出演/リューバ・オルゴナソヴァ (S)、ジェニファー・ジョンストン(M-s)、

ノルベルト・エルンスト(T)、ダション・バートン(Bs-Br)、他
曲目/ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調 Op.125 「合唱付き」、他
開演/19:00　料金/S35,000〜D11,000
問/AMATI　03-3560-3010
●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 2018

カザルス弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅰ
曲目/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第11番 「セリオーソ」、第13番 「大フーガ付」
開演/19:00　料金/指定5,000　サイドビュー 3,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

第12回 ストラディヴァリウス・サミット・コンサート2018
出演/ベルリン・フィルハーモニック・ストラディヴァリ・ソロイスツ
曲目/ドヴォルザーク:弦楽のためのセレナーデ ホ長調 Op.22、他
開演/14:00　料金/S12,800〜B8,800
問/サンライズプロモーション東京　0570-00-3337

パシフィック・コンサート・マネージメント　03-3552-3831
●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 2018

カザルス弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅲ
曲目/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 Hess34、「ラズモフスキー第2番」、他
開演/13:00　料金/指定5,000　サイドビュー 3,500、他 （3/3発売）

ベートーヴェン・サイクル Ⅳ
曲目/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第10番 「ハープ」、第12番、他
開演/19:00　料金/指定5,000　サイドビュー 3,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

第12回 ストラディヴァリウス・サミット・コンサート2018
出演/ベルリン・フィルハーモニック・ストラディヴァリ・ソロイスツ
曲目/ヴィヴァルディ :ヴァイオリン協奏曲集「四季」、他
開演/19:00　料金/S12,800〜B8,800
問/サンライズプロモーション東京　0570-00-3337

パシフィック・コンサート・マネージメント　03-3552-3831
●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 2018

プレシャス 1PM Vol.2
出演/児玉桃(Pf)、町英和(Br)、鍵冨弦太郎(Vn)、新倉瞳(Vc)、他
開演/13:00　料金/指定2,500　サイドビュー1,500、他 （3/3発売）

カザルス弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅱ
曲目/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 「ラズモフスキー第3番」、第14番、他
開演/19:00　料金/指定5,000　サイドビュー 3,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

第12回 ストラディヴァリウス・サミット・コンサート2018
出演/ベルリン・フィルハーモニック・ストラディヴァリ・ソロイスツ
曲目/チャイコフスキー :弦楽のためのセレナーデ ハ長調 Op.48、他
開演/14:00　料金/S12,800〜B8,800 
問/サンライズプロモーション東京　0570-00-3337

パシフィック・コンサート・マネージメント　03-3552-3831
●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 2018

カザルス弦楽四重奏団
ベートーヴェン・サイクル Ⅴ
曲目/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第2番、「ラズモフスキー第1番」、他
開演/13:00　料金/指定5,000　サイドビュー 3,500、他 （3/3発売）

ベートーヴェン・サイクル Ⅵ
曲目/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番、第15番、他
開演/19:00　料金/指定5,000　サイドビュー 3,500、他 （3/3発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

（ 保 守 点 検 ）

●ブルーローズ（小ホール）

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

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：7 月12日（木）

8 月はお休みします。
9 月13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。
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●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。

7月公演最新情報はこちら

●　  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。

第12回 はじめてのクラシック
～中学生･高校生のために～ 2018
[7月25日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

第34回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
入賞者披露演奏会PART 3
[出演者以外は7月24日と同内容]

読売日本交響楽団第580回定期演奏会
出演/小林研一郎（指揮）、エリソ・ヴィルサラーゼ(Pf)
曲目/ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15

チャイコフスキー :交響曲『マンフレッド』 Op.58
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

サントリーホール 夏休みオルガン企画

｢それいけ！オルガン探検隊｣
もぐらん隊長とオルガンのひみつ
出演/勝山雅世(Org)、他
集合/11:00・13:30
料金/1,000 （4歳以上） （5/19発売）

おとなのオルガン探検
集合/16:00　料金/1,500 （未就学児不可） （5/19発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

第51回 ピアノコンサート
開演/12:00　入場/関係者のみ
問/窪田　03-3314-4052

第12回 はじめてのクラシック
～中学生･高校生のために～ 2018
出演/小林研一郎(指揮)、上野星矢(Fl)、東京交響楽団、三枝成彰(ご案内)
曲目/メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 (フルート版)

ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14、他
開演/14:00
料金/指定1,000 （6月上旬発売）
問/メイコーポレーション　03-3584-1951

●ブルーローズ（小ホール）

第34回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
入賞者披露演奏会PART 2
[出演者以外は7月24日と同内容]

山下洋輔(Pf)
スペシャル・ビッグバンド・コンサート 2018
曲目/山下洋輔(松本治編):組曲“山下洋輔トリオ” 

『極東組曲』(松本治編)より、他
開演/18:30
料金/S7,000 （当日7,500）　A6,000 （当日6,500）
問/ジャムライス　03-3478-0331

東京音協　03-5774-3030

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

日本フィルハーモニー交響楽団
第702回定期演奏会
出演/広上淳一(指揮)、東京音楽大学(Cho)、他
曲目/尾高惇忠:交響曲《時の彼方へ》

J.S.バッハ:マニフィカト、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

イマジン七夕コンサート2018
出演/松村秀明、田部井剛（指揮）、山田武彦(Pf)、山形由美(Fl＆司会) 、

加藤昌則(Pf＆司会)、奥村愛(Vn)、本多俊之(Sax)、エリック・ハイ
ドシェック(Pf)＆カメラータ・ジオン

曲目/モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番より「みじかくも美しく燃え」、他
開演/18:30
料金/S8,000〜P3,000、他
問/コンサートイマジン・チケットセンター　03-3235-3777

東京ストラディヴァリウスフェスティバル2018

ストラディヴァリウス ソロイスツ コンサート
～三浦文彰(Vn)・宮田大(Vc)
with 東京藝術大学・英国王立音楽院～
出演/ゲルゲイ・マダラシュ (指揮)
曲目/モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」

ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 Op.102、他
開演/14:00
料金/S7,000〜B3,500 （3/3発売）
問/1002（イチマルマルニ）　03-3264-0244

●ブルーローズ（小ホール）

Nikikai Days@Blue Rose 2018
The いぶし銀
出演/池田直樹、直野資(Br)、森島英子(Pf)、佐々木典子(司会)
開演/14:00　料金/指定4,500 （3/16発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

●ブルーローズ（小ホール）

服部容子＆冨平恭平2台のピアノの物語 vol.5
開演/19:00　料金/自由4,000、他 （3/5発売）
問/センターヴィレッジ　03-5367-8345

日本フィルハーモニー交響楽団
第44回夏休みコンサート2018
出演/角田鋼亮(指揮)、江原陽子(お話とうた)、スターダンサーズ・バレエ団
曲目/チャイコフスキー :バレエ『くるみ割り人形』(日本フィル夏休みコンサート版)、他
開演/11:00・14:00
料金/子どもS3,200〜B1,800　大人S5,200〜B3,200 （4/19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）
ピアノ伴奏演奏会形式によるオペラ全曲シリーズVol.18
ヴィンチェンツォ・ベッリーニ全オペラ連続演奏企画第8回

ベッリーニ 「ベアトリーチェ・ディ・テンダ」
〈日本初演〉
出演/佐藤宏(指揮)、佐藤亜希子(S)、鳥木弥生(M-s)、坂本伸司(Br)、

琉子健太郎、青柳明(T)、村上尊志(Pf)、南條年章オペラ研究室
開演/17:00　料金/自由6,000
問/南條年章オペラ研究室　042-573-8143

（関係者のみの公演がございます）

東京交響楽団第662回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、マクシミリアン・シュミット(T)、

サーシャ・クック(M-s)、クリストファー・モルトマン(Br)、
東響コーラス

曲目/エルガー :オラトリオ『ゲロンティアスの夢』 Op.38
開演/18:00
料金/S10,000〜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）

（ 公 演 予 定 ）

〈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66回 怒って(` )́
出演/沼尻竜典(指揮)、晴雅彦(バリトン)、坪井直樹(司会)
開演/11:00 （10:40〜プレトーク）
料金/年間会員券12,000 （4公演分）　1回券3,500
問/サントリーホール　0570-55-0017

TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

日本フィルハーモニー交響楽団
第702回定期演奏会
開演/16:00 （15:10〜プレトーク） [開演時間以外は7月6日と同内容]
●ブルーローズ（小ホール）

やすらぎのバロック名曲コンサート
～気鋭の若手演奏家たちによる～
開演/14:00　料金/指定3,000 （当日3,500） （3月下旬発売）
問/ムジカキアラ　03-6431-8186

六本木男声合唱団ZIG-ZAG
イタリア、ヴァチカン、ニューヨーク凱旋公演
出演/大友直人(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/三枝成彰:最後の手紙―The Last Message
開演/19:00
料金/S5,000〜C1,000
問/六本木男声合唱団ZIG-ZAG事務局　03-3584-0649

新日本フィルハーモニー交響楽団
第591回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/アンドリュー・リットン（指揮）
曲目/ベートーヴェン:交響曲第8番 ヘ長調 op.93

ショスタコーヴィチ:交響曲第4番 ハ短調 op.43
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

都響スペシャル
【アラン・ギルバート首席客演指揮者就任披露公演】
出演/アラン・ギルバート(指揮)
曲目/シューベルト:交響曲第2番 変ロ長調 D.125

マーラー :交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
開演/14:00
料金/S8,000〜P4,000 （3/23発売）
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

柳瀬友子ピアノ教室発表会
Piano Piacere Concert Vol.11
開演/13:00　入場/関係者のみ
問/柳瀬　03-3421-2422

〈ブルボン Presents〉

めざましクラシックス サマースペシャル 2018
Produced by ちさ子＆軽部
開演/19:00　料金/未定
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

サントリーアートキッズクラブ
いろいろドレドレ
―美術と音楽に親しむワークショップ＆コンサート―
出演/神崎ゆう子(おはなしと歌)、Music Playersおかわり団
開始/11:00・14:00
料金/親子ペア2,000　追加こども1,000　追加おとな1,500 （5/20発売）
※3〜6歳のお子様を対象とした公演です。
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

〈三井住友海上プライマリー生命 Presents〉

ベルリンフィル12人のチェリストたち
①開演/14:00
　曲目/ピアソラ(ホセ・カルリ編):リベルタンゴ、他
②開演/18:00
　曲目/ホーナー (カイザー=リンデマン編):

映画『タイタニック』より「メインテーマ」、他
料金/各回S10,000〜C7,000、他 （3/10発売）
問/ノア・チケット　03-3417-7000

●ブルーローズ（小ホール）

惠藤久美子(Vn)先生を囲んで
～門下生たちが贈るコンサート～
出演/堤剛(Vc)、樫本大進(Vn)、惠藤久美子門下生、他
開演/13:30　料金/自由3,500 (3/10発売)
問/惠藤久美子門下生の会（勝又）　080-3406-9496

（関係者のみの公演がございます）

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/マルタン・グレゴリウス(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

前橋汀子(Vn)アフタヌーンコンサート Vol.14
出演/ヴァハン・マルディロシアン(Pf)
曲目/フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調

パガニーニ（クライスラー編）:ラ・カンパネラ、他
開演/14:00
料金/指定3,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

菊地麗子ピアノリサイタル～70本の紫のバラ記念～
with ワルシャワ・フィル コンサートマスターズ
出演/ピオトル・ツェギエルスキ(Vn)、ロベルト・プトフスキ(Vc)
開演/14:00　料金/自由4,000 （4/5発売）
問/アイエムシーミュージック　03-6907-2535

（リハーサル）

東京フィルハーモニー交響楽団
第910回定期演奏会
出演/ロレンツォ・ヴィオッティ (指揮)、小山実稚恵(Pf)
曲目/ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調

ドビュッシー :交響詩 「海」、他
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （4/2発売）
問/東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）
五島記念文化賞 オペラ新人賞研修記念成果発表

青山貴 バリトンリサイタル
出演/河原忠之(Pf)、他
開演/19:00　料金/指定4,500、他
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

〈ブルボン Presents〉

めざましクラシックス サマースペシャル 2018
Produced by ちさ子＆軽部
開演/18:30　料金/未定
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

サントリーアートキッズクラブ
いろいろドレドレ
―美術と音楽に親しむワークショップ＆コンサート―
[7月27日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

第34回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
入賞者披露演奏会PART 1
出演/コンクール入賞者
開演/未定　料金/自由3,000 （当日3,500） （6/25発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

（ 休 館 日 ）

都響スペシャル
【アラン・ギルバート首席客演指揮者就任披露公演】
[7月15日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

2018-2019 Summer 東京室内管弦楽団
0歳から参加OK! ぼくとわたしのコンサートデビュー !
～海の日 編!
出演/橘直貴(指揮)、中村備生(お話とナレーション)
開演/11:00　料金/自由（おとな）1,800　自由（こども）500
問/東京室内管弦楽団　03-6459-0512

●ブルーローズ（小ホール）
～美しい地球は、私達の心のハーモニーから～

雨谷麻世(S) 環境チャリティコンサート Vol.61
出演/榊原大(Pf)
開演/18:45　料金/自由6,000 （4/30発売）
問/マヨクリスタルミュージック　045-866-1892
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