


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：4月18日（木）

5月16日（木）
6月27日（木）

●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

●　  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）。
　4月対象公演を2名1組で6組、計12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。

〈表紙について〉
ドリンクコーナー “インテルメッツオ*” では ビール、ワイン、ウ
イスキー、コーヒー、紅茶の他、アイスクリームやサンドウィッ
チ等もご用意しています。
コンサートの合間にワインやビールでおくつろぎいただけるこ
のコーナーは、日本ではサントリーホールが初めて導入したも
のです。　　　　　　 *INTERMEZZO：イタリア語で間奏曲の意

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 保 守 点 検 ）

（ 休 館 日 ）

〈セキスイハイム presents〉

辻井伸行(Pf)
オルフェウス室内管弦楽団
曲目/ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調

メンデルスゾーン：交響曲第4番 ｢イタリア｣、他
開演/19:00
料金/S18,000〜D6,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

N響ゴールデン・クラシック 2019
～ロシア音楽の真髄と清水和音のラフマニノフ#2 & #3～
出演/ドミトリー・リス(指揮)、清水和音(Pf)
曲目/ストラヴィンスキー：バレエ組曲 「火の鳥」 (1919年版)

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番、他
開演/14:30
料金/S7,800〜P4,800
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）

2019生命のコンサート
音楽劇「セロ弾きのゴーシュ」
出演/尾花輝代允(指揮)& Kシンフォニー室内楽団、荒川智大(語り)、

瀧本真己(S)、大胡愛恵、池田明日香(ダンス)
開演/18:00
料金/指定6,000 自由4,000
問/小池　090-2225-0387

（ 保 守 点 検 ）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 保 守 点 検 ）

読売日本交響楽団第587回定期演奏会
出演/オラリー・エルツ(指揮)、ヴィルデ・フラング(Vn)
曲目/ストラヴィンスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調

シベリウス：交響曲第5番 変ホ長調 Op.82、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/26発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

ＮＨＫ交響楽団第1911回定期公演
出演/下野竜也(指揮)、ワディム・グルズマン(Vn)
曲目/ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 Op.77

ヴァインベルク：交響曲第12番 Op.114 
「ショスタコーヴィチの思い出に」 （1976）

開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （3/3発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

童謡コーラス♪名曲大合唱会
曲目/童謡・唱歌等の思い出懐かしい名曲
開演/未定
入場/関係者のみ
問/公演運営事務局　03-5956-6720

ジョナサン・ノット指揮
スイス・ロマンド管弦楽団
出演/ジャン＝フレデリック・ヌーブルジェ (Pf) 
曲目/ドビュッシー：ピアノと管弦楽のための幻想曲

デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』、他
開演/19:00
料金/Pt20,000〜D4,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

（リハーサル）

〈セキスイハイム presents〉

辻井伸行(Pf)　三浦文彰(Vn)
オルフェウス室内管弦楽団
曲目/モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番 「トルコ風」

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第2番、他
開演/19:00
料金/S18,000〜D6,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

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
出演/五嶋みどり(Vn)
曲目/ペルト：ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47、他
開演/14:00 （13:15〜プレ・イべント）
料金/S18,000〜D6,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040
　　　　　　　　　　　　0570-00-1212 （4/1以降）

N響ゴールデン・クラシック 2019
～ロシア音楽の真髄と清水和音のラフマニノフ#2 & #3～
出演/ドミトリー・リス(指揮)、清水和音(Pf)
曲目/ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番

ストラヴィンスキー：バレエ組曲 「火の鳥」 (1919年版)、他
開演/14:30
料金/S7,800〜P4,800
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）

（関係者のみの公演がございます）

読売日本交響楽団第621回名曲シリーズ
出演/鈴木優人(指揮）、レミ・ジュニエ(Pf) 
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21

ストラヴィンスキー：バレエ音楽『ペトルーシュカ』(1947年版)、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/26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）

（関係者のみの使用がございます）

新日本フィルハーモニー交響楽団
第603回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/レオポルト・ハーガー (指揮)
曲目/メンデルスゾーン：交響曲第3番 イ短調 Op.56 「スコットランド」

ドヴォルジャーク：交響曲第8番 ト長調 Op.88 B.163
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

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/シモン・ボレノ（Org）
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京フィルハーモニー交響楽団
第920回定期演奏会
出演/アンドレア・バッティストーニ(指揮)、小山実稚恵(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第26番 「戴冠式」

チャイコフスキー：交響曲第4番、他
開演/19:00
料金/未定
問/東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

ＮＨＫ交響楽団第1911回定期公演
[4月24日と同内容]

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どなたでもお楽
しみいただけます。
出演/和田一樹(指揮)、横浜シンフォニエッタ、サントリーホー

ル アカデミー、他
11:00〜17:00
入場/無料 （出入自由）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ニューアルバム「France Romance」日本･欧州同時発売記念

福間洸太朗ピアノ・リサイタル
～ウィーンとパリにて～
曲目/シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D.960

ラヴェル(福間編)：ラ・ヴァルス、他
開演/14:00
料金/S4,800〜P2,000
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）

チェリスト 秋津智承の世界 vol. 1
出演/景山誠治、佐份利恭子(Vn)、篠崎友美(Va)、山本裕康(Vc)
開演/14:00
料金/自由5,000
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709回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
[開演時間以外は4月19日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

エリソ・ボルクヴァゼ
ピアノ・リサイタル
開演/14:00
料金/自由6,000　学生3,000 （1/9発売）
問/プロアルテムジケ　03-3943-6677

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

ディズニー・ワールド・ビート
出演/ブラッド・ケリー (指揮)、マンディー・ディクソン、キャシー・

ブランディ、エイプリル・ネルソン、デミーユ・コールハード
(Vo)、ブラッド・ケリー・ビッグ・バンド

開演/19:00
料金/SS15,000〜A7,600
問/ハーモニージャパン　03-3409-3345

●ブルーローズ（小ホール）

Concerto dei Britoni vol.12
川村章仁・今井俊輔
二人のバリトンコンサート
開演/14:00
料金/自由4,500
問/カンフェティ　0120-240-540

日本フィルハーモニー交響楽団
第709回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)、ジョン・リル(Pf) 
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37

シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 Op.43、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

東京都交響楽団第877回定期演奏会
出演/大野和士(指揮)
曲目/シベリウス：交響曲第6番 ニ短調 Op.104

ラフマニノフ：交響的舞曲 Op.45、他
開演/19:00
料金/S7,500〜P3,500
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

トヨタ・マスター・プレイヤーズ,ウィーン
ウィーン・プレミアム・コンサート
出演/北村朋幹(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488

モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」、他
開演/14:00
料金/S6,000〜B3,500
問/ウィーン・プレミアム・コンサート事務局　03-5210-7555

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

清水和音(Pf)×バッティストーニ(指揮)
「ピアノ・コンチェルト 名曲選」
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第1番

ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、他
開演/14:00
料金/S7,800〜P4,800
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）

第27回加藤都紀子音楽教室発表会
桜の吹雪コンサート
出演/樋口達哉(T)、斉藤誠二(Pf)、加藤都紀子門下生
開演/14:00
入場/無料 （要整理券）
問/加藤都紀子音楽教室　03-3380-1784

〈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」
2019年シーズン 「音楽レシピ～音楽は何でできている？」
第69回『ハーモニー』
出演/角田鋼亮(指揮)、千住真理子(Vn)、坪井直樹(MC)
開演/11:00　料金/年間会員券12,000 （全席指定・4公演）

1回券3,500 （2/5発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

清塚信也(Pf)　コンサートツアー 2019 connect
開演/17:30　料金/指定5,800
問/キョードー東京　0570-550-799
●ブルーローズ（小ホール）

女声合唱団 カンタンテ・マテルナ
第8回定期演奏会　20周年記念
出演/古橋富士雄(指揮)、根本英亮(Pf)、北條加奈(M-s&朗読)
開演/14:30　料金/自由2,000　問/猿田　0422-77-3881

東京交響楽団第669回定期演奏会
出演/秋山和慶(指揮)、藤田真央(Pf) 
曲目/ジョリヴェ：ピアノ協奏曲「赤道コンチェルト」

イベール：交響組曲「寄港地」、他
開演/14:00
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）

古渡智江(S) 日本の心を歌う
出演/坂本紫(Pf)
開演/14:15
料金/自由5,000
問/シド音楽企画　03-3465-6115



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16日（木）

6月27日（木）
7 月25日（木）

●　  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。

●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

MUSICエンジン 第七回演奏会
曲目/『 UNDERTALE 』より
開演/14:00・18:00
料金/S6,000〜B5,000 （1/26発売）
問/MUSICエンジン　090-8490-6070

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 休 館 日 ）

オーケストラ・サウンドと光のスペクトラム
仙台フィル meets 新妻聖子(Vo)
出演/角田鋼亮(指揮)
曲目/J.ウィリアムズ:『スターウォーズ』メインタイトル

『レ・ミゼラブル』より「夢やぶれて」、他
開演/19:00
料金/S6,000〜B3,000 （2/2発売）
問/仙台フィルサービス　022-225-3934

（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）

日本フィル&サントリーホール
とっておき アフタヌーン Vol. 10
出演/藤岡幸夫(指揮)、服部百音(Vn)、他 
曲目/チャイコフスキー :ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ストラヴィンスキー :バレエ組曲『火の鳥』(1919年版)、他
開演/13:30
料金/3公演 （Vol.10〜12） セット券 S15,000 A9,000

（発売期間：1/21〜1/31）
S6,000〜B3,000 （2/12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

ＮＨＫ交響楽団第1914回定期公演
出演/ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
曲目/フランク:交響曲 ニ短調

サン・サーンス:交響曲第3番 ハ短調 Op.78
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （3/3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）

〈キヤノンマーケティングジャパングループ Presents〉

ウィーン少年合唱団
出演/マノロ・カニン(指揮)
曲目/ウェルナー :野ばら

J.シュトラウスⅡ:トリッチ・トラッチ・ポルカ、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
　　　　　　　　　　　　0570-00-1212 （4/1以降）

●ブルーローズ（小ホール）

第5回東京国際ピアノコンクール
入賞者披露演奏会
出演/コンクール入賞者
開演/未定
料金/未定 （4/4発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

読売日本交響楽団第588回定期演奏会
出演/セバスティアン・ヴァイグレ(指揮)
曲目/ヘンツェ :7つのボレロ

ブルックナー :交響曲第9番 ニ短調 WAB.109
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/26発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

日・ハンガリー外交関係開設150周年記念

小林研一郎指揮
ハンガリー・ブダペスト交響楽団
出演/金子三勇士(Pf)
曲目/リスト:ピアノ協奏曲第1番

ドヴォルザーク:交響曲第9番 「新世界より」、他
開演/19:00
料金/S12,000〜P6,000、他
問/テンポプリモ　03-3524-1221

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

〈大和証券グループ Presents〉

アンドリス・ネルソンス指揮
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
出演/バイバ・スクリデ(Vn)
曲目/ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 Op.77

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/プラチナ37,000〜D13,000 （1/26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）

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/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/19:00
料金/自由2,000 （3/15発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

2019-2020 Spring 東京室内管弦楽団
平日マチネ　Act.7 ～ちょっと気軽にモーツァルト～
出演/菅野宏一郎(指揮)
開演/14:30
料金/自由3,500 （3/5発売）
問/東京室内管弦楽団　03-6459-0512

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/野田美香(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

ウラディーミル＆ヴォフカ・アシュケナージ
ピアノ・デュオ
曲目/シューベルト:幻想曲 ヘ短調 Op.103 D.940

ラフマニノフ:組曲第1番「幻想的絵画」 Op.5、他
開演/19:00
料金/S12,000〜B7,000
問/AMATI　03-3560-3010

ＮＨＫ交響楽団第1914回定期公演
[5月22日と同内容]

〈大和証券グループ Presents〉

アンドリス・ネルソンス指揮
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
曲目/ブルックナー :交響曲第5番 変ロ長調
開演/19:00
料金/プラチナ37,000〜D13,000 （1/26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）

（リハーサル）

加古隆(Pf) コンサート2019
－ピアノと私－
開演/14:00
料金/指定6,500 （当日7,000） （1/26発売）
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

荒川祐恵(S) 声楽リサイタル2019
出演/佐野隆哉(Pf)、吉岡次郎(Fl)、中秀仁(Cl)、三又治彦(Vn)、

玉川克(Vc)
開演/14:00
料金/自由3,000 
問/荒川　090-2169-6800

日本フィルハーモニー交響楽団
第710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月17日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

「エラールの旅」第1回 エラールの見たもの
1867年製、福澤家伝承のエラール・ピアノの調べ
～ Parfum du Futur Vol.19～
出演/飯野明日香(Pf)
開演/14:00
料金/自由3,500 学生2,500 （2/1発売）
問/オーパス・ワン　042-313-3213

東京交響楽団第670回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、ダニエル・ホープ(Vn)
曲目/ブリテン:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調Op.15

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 ニ短調 Op.47
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）

ピアノデュオ フランボワーズ リサイタル
4手連弾の響宴
出演/遠藤夏季、中川彩(Pf)
開演/19:00
料金/指定4,000 （当日4,500） （1/7発売）
問/ピアノデュオ フランポワーズ　090-4174-0658

新日本フィルハーモニー交響楽団
第605回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/上岡敏之(指揮)
曲目/ワーグナー :楽劇『神々の黄昏』より

ワーグナー :舞台神聖祝典劇『パルジファル』より、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000 （2/19発売）
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

日本フィルハーモニー交響楽団
第710回定期演奏会
出演/アレクサンドル・ラザレフ(指揮)、エフゲニー・スドビン(Pf)、

ニコライ・イェロヒン(トゥリッドゥ )、清水華澄(サントゥッ
ツァ )、日本フィルハーモニー協会合唱団、他

曲目/メトネル:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op.50
マスカーニ:オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ』

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）

都一中(三味線) 仲道郁代(Pf)
ブルーローズの夕べ――東の音、西の音
開演/19:00
料金/自由7,000
問/都一中音楽文化研究所　080-9207-5458

読売日本交響楽団第622回名曲シリーズ
出演/セバスティアン・ヴァイグレ(指揮)、ユリア・ハーゲン(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3番 変ホ長調 Op.55 「英雄」
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （1/26発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

〈キヤノンマーケティングジャパングループ Presents〉

ウィーン少年合唱団
出演/マノロ・カニン(指揮)
曲目/ロジャーズ:『サウンド・オブ・ミュージック』より「エーデルワイス」、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
　　　　　　　　　　　　0570-00-1212 （4/1以降）

●ブルーローズ（小ホール）

ピアニスト中島伸子 Presents
Ensemble Concert 2019 Spring
出演/生駒宗煌(Vc)、他　開演/9:00　料金/未定
問/中島伸子音楽事務所　090-9014-9141

第74回TIAA全日本クラシック音楽コンサート
出演/音源審査通過者
開演/未定　料金/自由4,000 （当日4,500） （4/3発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

日本フィルハーモニー交響楽団
第380回名曲コンサート
出演/アレクサンドル・ラザレフ(指揮)、反田恭平(Pf)、神尾真由子(Vn)
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 :ヴァイオリン協奏曲、他
開演/14:00　料金/S8,000〜P4,000、他 （1/23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）

ロータリーデー 2019
ロータリー 青少年スピーチ大会
開演/10:00　入場/関係者のみ
227(ニーニーナナ)(Pf&Perc)
開演/14:00　料金/自由2,000
柳澤寿男指揮バルカン室内管弦楽団
開演/18:00　料金/自由6,000
問/国際ロータリー第2750地区 ロータリーデー委員会　03-3436-2750

堀正文 70th Anniversary Concert
出演/山下一史(指揮)、山田美也子(司会)、他
曲目/ドヴォルザーク:ピアノ五重奏曲 より 第1楽章

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 より 第1楽章、他
開演/15:00
料金/S7,000〜P3,000 
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）

薫風に誘われて
～ハンドベルと女声合唱のジョイントコンサート～
出演/Kissポート スイートベルズ(イングリッシュ・ハンドベル)、

鈴木康夫(指揮)、女声合唱団のんの、太刀川琴絵(Pf)
開演/14:00
料金/自由1,500 （当日2,000） （1月中旬発売）
問/Kissポート スイートベルズ　03-3453-4172

〈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
Road to 2027 ベートーヴェンと極めるピアノ道 Vol.2(全10回)
～悲哀の力～
曲目/ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番 Op.13 「悲愴」

シューベルト:ピアノ・ソナタ第19番 D.958、他
開演/14:00
料金/S5,000　A4,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040
　　　　　　　　　　　　0570-00-1212（4/1以降）

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）
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