


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：2月28日（木）

3月28日（木）
4月18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。

●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。

2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。

サントリーホールには、お酒にまつわるモチーフがあちこちにあります。2階ドリンクコーナー向かいの壁に広が
るモザイク壁画は「麦畑」です。太陽の光を浴びた麦が、風に揺れているかのようです。作者は、日本各地のパブ
リックアートを数多くてがけてきた環境造形作家、西田明未女史。ホール最寄り駅の東京メトロ溜池山王駅地下
通路やアークヒルズに面した六本木通り地下連絡通路エスカレーターにも西田作品が設置されています。

〈表紙について〉

（ 保 守 点 検 ）

The MUSIC OF JOHN WILLIAMS：
STAR WARS AND BEYOND
出演/原田慶太楼(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/J.ウィリアムズ：オリンピック・ファンファーレとテーマ

J.ウィリアムズ：『スター・ウォーズ』より「エピソード1〜8」、他
開演/14:00
料金/S7,500〜P3,500 （11/17発売）
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）

サントリーホール オペラ・アカデミー公演
モーツァルト：オペラ『フィガロの結婚』
出演/サントリーホール オペラ・アカデミー
開演/13:30　料金/指定5,000 （12/11発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

（ 休 館 日 ）

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

（ 保 守 点 検 ）

テオドール・クルレンツィス指揮
ムジカエテルナ
曲目/チャイコフスキー：幻想曲『フランチェスカ・ダ・リミニ』

チャイコフスキー：幻想序曲『ロメオとジュリエット』、他
開演/19:00
料金/Pt23,000〜D8,000
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 オペラ・アカデミー公演
モーツァルト：オペラ『フィガロの結婚』
[2月11日と同内容]

ＮＨＫ交響楽団第1908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：幻想曲『花火』 Op.4

ストラヴィンスキー：バレエ音楽『春の祭典』、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （11/4発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

ドイツ・レクイエム 特別演奏会
出演/福島章恭(指揮)、平井香織(S)、与那城敬(Br)、

東京ヴェリタス合唱団、東京ヴェリタス交響楽団
曲目/ワーグナー：ジークフリート牧歌

ブラームス：ドイツ・レクイエム Op.45
開演/19:00
料金/S5,000〜B3,000
問/国際親善音楽交流協会　03-3406-3355

東京楽所(管絃、舞楽) 第12回定期公演
奉祝の雅楽
曲目/[管絃]越天楽残楽三辺

[舞楽・番舞]左舞 萬歳楽、右舞 延喜楽、他
開演/14:00
料金/S6,000〜P3,000
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

第9回チェロの日
出演/鈴木皓矢、水谷川優子、岩崎洸(Vc)、鈴木大介(Guit)、

松本和将(Pf)
開演/14:00
料金/自由4,000 （当日4,500）、他
問/日本チェロ協会　03-3505-1991

（ 保 守 点 検 ）

カティア・ブニアティシヴィリ
ピアノ・リサイタル
曲目/シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D.960

リスト：超絶技巧練習曲集第4番「マゼッパ」、他
開演/19:00
料金/S7,000〜B3,000
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

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

「ロマンをめぐる物語 ―“愛”」
出演/角田鋼亮(指揮)、成田達輝(Vn)、加耒徹(Br&ナビゲーター )
曲目/メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 

チャイコフスキー：幻想序曲『ロメオとジュリエット』、他
開演/14:00　料金/S6,000〜B3,000
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

●ブルーローズ（小ホール）

バイオリニストTSUMUZI(ツムジ)
『二月二十六日のタンゴ』記念コンサート2019
出演/藤井空(Pf)、侑音(Guit)、石川慎一郎(DB)、

伊集院史朗(パルマ&Perc)、津島周平(Perc)、他
開演/19:00　料金/S6,000　自由5,500
問/ERESTO CIELO RECORDS　090-3540-2077

〈第71回住友商事ヤング・シンフォニー〉

ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ
第53回定期演奏会
出演/齋藤真知亜(指揮)
曲目/シューベルト：交響曲第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

マーラー：交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
開演/14:00
料金/S3,000　A2,000 （11月上旬発売）
問/ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ　03-3748-5441

●ブルーローズ（小ホール）

第9回チェロの日
出演/山本祐ノ介(指揮)、菅井瑛斗、香月麗(Vc)、

チェロ協会会員(アンサンブル)
開演/14:00
料金/自由3,500 （当日4,000）、他
問/日本チェロ協会　03-3505-1991

新日本フィルハーモニー交響楽団
第600回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/ヒュー・ウルフ(指揮)、重松希巳江(Cl)
曲目/コープランド：クラリネット協奏曲

コープランド：交響曲第3番、他
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

読売日本交響楽団第619回名曲シリーズ
出演/小林研一郎(指揮)、牛田智大(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

ブラームス：交響曲第2番 ニ長調 Op.73
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

ＮＨＫ交響楽団第1908回定期公演
[2月20日と同内容]

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/冨田一樹(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル
曲目/未定
開演/19:00
料金/S16,000〜D5,000 （11/24発売）
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

都響プロムナードコンサートNo.381
出演/小泉和裕(指揮)、川久保賜紀(Vn)
曲目/シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47

チャイコフスキー：交響曲第1番 ト短調 Op.13 ｢冬の日の幻想｣
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）

（リハーサル）

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

ACF全国アマチュア
室内楽フェスティバル2019
出演/朝岡聡、安田佑子(司会)、ACF2018聴衆賞受賞アンサンブル、

全国のアマチュア室内楽アンサンブル
開演/16:00　料金/自由2,500
問/テレビマンユニオン音楽事業部　03-6418-8617

及川浩治ピアノ・リサイタル
「名曲の花束」
曲目/リスト(ブゾーニ編)：ラ・カンパネラ

ストラヴィンスキー：『ペトルーシュカ』からの3楽章、他
開演/14:00
料金/S5,000　A4,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

吉野直子 ハープ・リサイタル 2019
開演/14:00
料金/指定5,000　学生3,000
問/AMATI　03-3560-3010

（ 休 館 日 ）

東京フィルハーモニー交響楽団
第916回定期演奏会
出演/チョン・ミョンフン(指揮)
曲目/マーラー：交響曲第9番
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）

（ 公 演 予 定 ）

港区＆サントリーホール
Enjoy! Music プロジェクト
入場/関係者のみ（港区の小学校4年生が対象。学校単位の参加）
問/サントリーホール企画制作部　03-3505-1010

読売日本交響楽団第585回定期演奏会
出演/ローター・ツァグロゼク(指揮)
曲目/リーム：Ins Offene...〈第2稿/日本初演〉

ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調 WAB107
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

ザ・プレミアム！
外山啓介(Pf)＆辻本玲(Vc)　
スペシャル・コンサート
出演/円光寺雅彦(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/エルガー：チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85

ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 Op.11、他
開演/19:00
料金/S8,500〜C3,000 
問/チケットスペース　03-3234-9999

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

第10回港区文化芸術フェスティバル
Keep on movin'
出演・曲目/未定
開演/未定　入場/招待のみ
問/港区 地域振興課文化芸術振興係　03-3578-2584

日本オーストリア友好150周年記念

ウィーン チェロ・アンサンブル５＋１
曲目/ラロ：チェロ協奏曲より 第2楽章 「間奏曲」 

モンティ：チャールダーシュ、他
開演/14:00
料金/S8,000〜C5,000
問/ノア・チケット　03-3417-7000

●ブルーローズ（小ホール）

鴨田直子ソプラノリサイタル Vol.21
出演/福崎由香(Pf)
開演/14:00　料金/自由3,000 （11/30発売）
問/鴨田　090-4845-4172



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：3月28日（木）

4月18日（木）
5月16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。

●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。

3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。

読売日本交響楽団第620回名曲シリーズ
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、サラ・ルヴィオン(Fl)
曲目/イベール：フルート協奏曲

ドビュッシー (ツェンダー編)：前奏曲集、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

●ブルーローズ（小ホール）

武村八重子PIANO PREMIUM CONCERT
～美しきピアニストと素晴らしき経営者たちの夢の競演VOL.11～
開演/19:00　料金/指定4,000
問/テイクシンク　03-6807-4245

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
第226回定期演奏会
出演/飯守泰次郎(指揮)
曲目/ワーグナー：楽劇『トリスタンとイゾルデ』より 「前奏曲と愛の死」

マーラー：交響曲第5番 嬰ハ短調、他
開演/14:00
料金/S2,000〜B1,000 （12/23発売）
問/慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ（鈴木）　070-6477-1051

●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 ）

（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）

みなとみらい21交響楽団第16回定期演奏会
出演/田部井剛(指揮)
曲目/ヤナーチェク：シンフォニエッタ

マーラー：交響曲第6番 イ短調 「悲劇的」 (国際マーラー協会新批評校訂版）
開演/13:30
料金/指定1,000 （当日1,500）
問/みなとみらい21交響楽団　070-6572-5690

●ブルーローズ（小ホール）

西浦詩織(Vn)&釣川有紗(Pf)
リサイタルツアー 2019 東京公演
開演/18:00　料金/自由4,000
問/西浦釣川コンサート事務局　pirori.alice@gmail.com

新日本フィルハーモニー交響楽団
第602回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/上岡敏之(指揮)、森谷真理(S)、カトリン・ゲーリング(M-s)、

栗友会合唱団
曲目/マーラー：交響曲第2番 ハ短調 「復活」
開演/14:00
料金/S8,000〜C4,500、他
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）

第10回記念 
S&Fミュージックランゲージスクール発表会
出演/S&Fミュージックランゲージスクール受講生
開演/13:30　入場/関係者のみ
問/S&Fミュージックランゲージスクール　03-6806-2609

東京フィルハーモニー交響楽団
第918回定期演奏会
出演/ミハイル・プレトニョフ（指揮）、ユーチン・ツェン(Vn)
曲目/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
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

マレイ・ペライア ピアノ・リサイタル
開演/19:00
料金/未定
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

クレア・フアンチ　ピアノリサイタル
開演/19:00
料金/自由6,000　学生3,000
問/プロ アルテ ムジケ　03-3943-6677

日本フィルハーモニー交響楽団
第708回定期演奏会
出演/アレクサンダー・リープライヒ(指揮)
曲目/ルトスワフスキ：交響曲第3番

ベートーヴェン：交響曲第8番 ヘ長調 Op.93、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000、他 （12/13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）

洗足学園音楽大学大学院　スペシャルコンサート
出演/大学院各コースの教員と選抜学生
開演/15:00　入場/無料 （先着順）
問/洗足学園音楽大学　044-856-2713

（ 公 演 予 定 ）

第７回 バチカンより日本へ
祈りのコンサート2019
出演/ダニエーレ・アジマン(指揮)、ヒルズ・ロードコーラス、

池田理代子とばらのミューズたち(Cho)、ロッシーニ歌
劇場管弦楽団

曲目/ロッシーニ：荘厳ミサ曲(大オーケストラ版)、他
開演/18:30
料金/未定 （12月中旬発売）
問/エンメンタ　080-5157-1794

〈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.21
出演/小林研一郎(指揮)､アラベラ・美歩・シュタインバッハー (Vn)
曲目/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：バレエ音楽『春の祭典』
開演/14:00
料金/S6,800〜P3,200、他 （11/20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）

Nikikai Days@Blue Rose 2020 プレコンサート
声楽作品から見るモーツァルト交遊録
出演/宮本益光(Br)、澤畑恵美、針生美智子(Ｓ)、小林由佳(M-s)、

望月哲也(T)、山口佳代(Pf)
開演/14:00　料金/指定4,500 （12/7発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

日本フィルハーモニー交響楽団
第708回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
[開演時間以外は3月15日と同内容]

第7回 全音楽界による音楽会
3.11チャリティコンサート
出演/露木茂、永井美奈子(総合司会)、他
入場/無料 （但し、入場時にお一人様1万円以上の義援金を申し受けます）
問/3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構　03-3584-1608

●ブルーローズ（小ホール）

ありどおろコンサート
出演/工藤健詞(T)、小林久美恵(S)、他
開演/18:30　料金/自由3,000
問/オフィス工藤　03-3704-5859

グスターボ・ドゥダメル指揮
ロサンゼルス・フィルハーモニック

〈創立100周年記念ツアー〉
出演/ユジャ・ワン(Pf)
曲目/J. アダムズ：Must the Devil Have All the Good Tunes? 〈日本初演〉

マーラー：交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
開演/19:00
料金/S29,000〜D9,000
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

第28回三ツ星ベルトミュージックサロン
開演/14:00　入場/無料 （要事前申込み）
問/三ツ星ベルト 東京本社 総務統括部　03-5202-2500

（ 休 館 日 ）

〈Citygroup Japan presents〉

アンジェラ・ゲオルギュー (S)＆トーマス・ハンプソン(Br)
スペシャル・コンサート イン ジャパン2019
出演/ユージン・コーン(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/ビゼー：『カルメン』より 「ハバネラ」

ヴェルディ：『オテロ』より ｢無慈悲な神の命ずるままに」、他
開演/19:00
料金/SS38,000〜P10,000 （11/18発売）
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

都響スペシャル
出演/エリアフ・インバル(指揮)
曲目/ブルックナー：交響曲第8番 ハ短調 WAB108 

(ノヴァーク:第2稿・1890年版)
開演/14:00
料金/S8,000〜P4,000
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

MUSIC K2M コンサート Vol.24
出演/ MUSIC K2M生徒
開演/10:30　入場/無料 （要申込み）
問/MUSIC K2M　03-3374-8637

〈東芝グランドコンサート2019〉

ファビオ・ルイージ指揮
デンマーク国立交響楽団
出演/横山幸雄(Pf)
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」

チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 Op.64、他
開演/19:00
料金/S14,000〜D5,000、他
問/クラシック事務局　0570-012-666

●ブルーローズ（小ホール）

武村八重子PIANO PREMIUM CONCERT
～美しきピアニストと素晴らしき経営者たちの夢の競演VOL.11～
開演/19:00　料金/指定4,000
問/テイクシンク　03-6807-4245

読売日本交響楽団第586回定期演奏会
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、レイチェル・ニコルズ(S)、

クラウディア・マーンケ(M-s)、ロバート・ディーン・スミス、
ユルゲン・ザッヒャー (T)、ディートリヒ・ヘンシェル(Br&
語り)、新国立劇場合唱団

曲目/シェーンベルク：グレの歌
開演/19:00
料金/S10,500〜C5,500
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）

千葉県少年少女オーケストラ
出演/井上道義(指揮)、小曽根真(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノーム」

伊福部昭：管絃楽のための『日本組曲』より、他
開演/14:00
料金/指定3,000　学生2,000
問/千葉県少年少女オーケストラ事務局　043-222-0077

●ブルーローズ（小ホール）

JOSAI紀尾井町混声合唱団
第3回定期演奏会
出演/黒田彰(指揮)、小宮順子(S)、細岡雅哉(Br)、渡部香(Pf)
開演/17:30　料金/自由2,000
問/東谷　090-3231-8706

〈リソー教育グループ主催 チャリティイベント〉

第20回トーマス・コンサート
出演/海老原光(指揮)、大妻中野中学・高等学校合唱部、

東京フィルハーモニー交響楽団
開演/14:00
入場/無料 （抽選でご招待）
問/リソー教育グループ 総合案内　03-5951-2801

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

がんばろう日本！スーパーオーケストラ 2019
出演/高関健(指揮)、木嶋真優(Vn)、小森谷徹(司会)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77

ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調 Op.88、他
開演/19:00  
料金/指定3,800 
問/毎日新聞社事業本部　03-3212-0804

テンポプリモ　03-3524-1221

〈東芝グランドコンサート2019〉

ファビオ・ルイージ指揮
デンマーク国立交響楽団
出演/アラベラ・美歩・シュタインバッハー (Vn)
曲目/ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 Op.26

ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 Op.92、他
開演/19:00
料金/S14,000〜D5,000、他
問/クラシック事務局　0570-012-666

●ブルーローズ（小ホール）

ロサンゼルス・フィルメンバーによる
室内楽特別演奏会
出演/ユジャ・ワン(Pf)、ロサンゼルス・フィル木管五重奏団、他
開演/19:00　料金/未定
問/AMATI　03-3560-3010

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
出演/レイフ・オヴェ・アンスネス(Pf)
曲目/ブラームス：ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 Op.15

ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 Op.92 (マーラー編曲版)
開演/19:00
料金/S17,000〜D6,000 （11/3発売）
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

早稲田大学交響楽団第204回定期演奏会
出演/寺岡清高(指揮)
曲目/モーツァルト：交響曲第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」

ブラームス：交響曲第3番 ヘ長調 Op.90、他
開演/14:00
料金/S3,500〜B2,500 （12/10発売）
問/早稲田大学交響楽団　03-3204-3585

●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/福本茉莉(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

オーケストラ・アンサンブル金沢
第35回東京定期公演
出演/ユベール・スダーン(指揮)、リーズ・ドゥ・ラ・サール(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノム」

ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調 Op.55 「英雄」、他
開演/19:00
料金/S6,000〜C2,000
問/石川県立音楽堂チケットボックス　076-232-8632

グスターボ・ドゥダメル指揮
ロサンゼルス・フィルハーモニック

〈創立100周年記念ツアー〉
曲目/マーラー：交響曲第9番 ニ長調
開演/19:00
料金/S29,000〜D9,000
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

東京室内管弦楽団
0歳から入場OK 春休み！ ぼくとわたしのコンサートデビュー！
～シンフォニック編～
出演/菅野宏一郎(指揮)　開演/11:00
料金/大人（指定）2,500 こども（0歳〜小学生・指定）500 (12/3発売)

創立90周年コンサート
不滅の映画音楽＆タンゴ
出演/橘直貴(指揮)　開演/14:00
料金/S3,800〜B2,500 （11/27発売）
問/東京室内管弦楽団　03-6459-0512

●ブルーローズ（小ホール）

シリーズ「20世紀より」
開演/19:00　料金/自由3,000
問/加納　03-3777-6272

（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）

東京交響楽団第668回定期演奏会
出演/クシシュトフ・ウルバンスキ(指揮)、ヴェロニカ・エーベルレ(Vn)
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」

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〜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）

玉川学園ハンドベルクワイア
第11回定期演奏会
開演/18:00　入場/要整理券
問/玉川学園音楽研究室　042-739-8598/8537
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