


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：10月10日（木）

11月 8 日（金）
12月19日（木）
1 月16日（木）
2 月27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）。
　9月は、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。

●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月公演最新情報はこちら

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
佐治敬三ジュニアプログラムシート
サントリーホール初代館長 佐治敬三は、若い世代へのクラ
シック音楽の継承を願ってやみませんでした。その遺志を継
ぎサントリーホールでは、2004年より小・中学生を対象に、
各回ペアで3組計6名を土日祝日の大ホール公演にご招待し
てきました。
佐治敬三生誕100年にあたる2019年は、「こども定期演奏
会」に、ペア６組12名様に拡大してご招待いたします。
また11月には、ホワイエにて、「佐治敬三生誕100年記念特別
写真展」を予定しています。

〈表紙について〉
サントリーホールに足を踏み入れると、ホワイ

エの天井から燦然と輝くシャンデリアがお客

様をお迎えします。光のシンフォニー「響」と題

されたこの巨大なシャンデリアは、世界的な照

明デザイナーの石井幹子氏によってつくられ

ました。幅3.8ｍ、奥行3.3ｍ、高さ2.4ｍの30面

体のフレームには、蒸留されたアルコールの一

滴一滴を表わす6630個ものオーストリア製ク

リスタルガラスが使用されています。

（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）

（ 休 館 日 ）

俊友会管弦楽団
第61回定期演奏会
出演/山下一史(指揮)、石橋栄実(S)
曲目/R.シュトラウス：4つの最後の歌

R.シュトラウス：アルプス交響曲 Op.64
開演/14:00
料金/S3,000〜P2,000
問/俊友会管弦楽団事務局（藤原）　03-3955-4072

●ブルーローズ（小ホール）

ピアニカの魔術師
2nd アルバムリリースツアー
出演/ミッチュリー (ピアニカ)、TOY 森松(Perc)、野口亮(Guit)、

増谷紗絵香(Pf)、SEAI(ドラム)
開演/18:30
料金/自由 （大人）3,900　自由 （子供）2,000
問/サウンドポケット　070-5508-2102

高嶋ちさ子(Vn) with Super Cellists
出演/古川展生、江口心一、中条誠一、森山涼介、小林幸太郎、大宮理人(Vc)
開演/13:00　料金/指定6,800
問/キョードー東京　0570-550-799

高嶋ちさ子(Vn) 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー 2019
女神たちの饗宴～ Favorite Classic Melody ～
出演/近藤亜紀(Pf)
開演/18:00　料金/指定6,800
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

第52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

東京都交響楽団
第885回定期演奏会
出演/大野和士(指揮)、ヴェロニカ・エーベルレ(Vn)
曲目/ベルク：ヴァイオリン協奏曲 「ある天使の思い出に」

ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB109 (ノヴァーク版)
開演/19:00
料金/S7,500〜P3,500
問/都響ガイド　0570-056-057

日本フィルハーモニー交響楽団
オービック・スペシャル・コンサート2019
コバケンの名曲の花束
出演/小林研一郎(指揮)、瀬﨑明日香(Vn)、木村大(Guit)、

朝岡聡(ナビゲーター )
曲目/ラロ：『スペイン交響曲』より抜粋

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、他
開演/19:00
料金/S8,000〜C5,000
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）

（関係者のみの使用がございます）

（ 公 演 予 定 ）

ＮＨＫ交響楽団
第1920回定期公演
出演/パーヴォ・ヤルヴィ (指揮)、エマニュエル・パユ(Fl)
曲目/ニルセン：フルート協奏曲

シベリウス：交響曲第6番 ニ短調、第7番 ハ長調、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/28発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

山中伸弥所長を応援しよう！
iPS細胞研究基金
チャリティコンサート
出演/山中伸弥(スピーチ)、濱一(指揮)、川井郁子(Vn)、

宮田大(Vc)、横山幸雄(Pf)、KODAMA国際教育財団
記念オーケストラ

曲目/エルガー：愛の挨拶
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73 「皇帝」、他

開演/19:00
料金/指定10,000
問/ジャパン・アーツぴあ　0570-00-1212

読売日本交響楽団
第591回定期演奏会
出演/セバスティアン・ヴァイグレ(指揮)、アルバン・ゲルハルト(Vc)
曲目/プフィッツナー：チェロ協奏曲 イ短調 （遺作）

ハンス・ロット：交響曲 ホ長調
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

アフラック クラシック チャリティー コンサート
出演/三ツ橋敬子(指揮)、神尾真由子(Vn)、関谷亜矢子(司会)、

東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35

プロコフィエフ：バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より
開演/19:00
入場/無料 （公募抽選）
問/KAJIMOTO　03-3574-0550

チョ・ソンジン ピアノ・リサイタル
曲目/ベルク：ピアノ・ソナタ ロ短調 Op.1

リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調 S.178、他
開演/19:00
料金/S6,500〜B3,500
問/ジャパン・アーツぴあ　0570-00-1212

3大Bプロジェクト
中村太地ヴァイオリン・リサイタル
出演/江口玲(Pf)
曲目/バッハ：ヴァイオリンとハープシコードのためのソナタ第4番 ハ短調 BWV1017

ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 Op.47 「クロイツェル」
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 Op.78 「雨の歌」

開演/14:00
料金/S5,000　A3,500、他
問/テレビマンユニオン　03-6418-8617

●ブルーローズ（小ホール）

田中理恵ピアノリサイタル
感謝と愛と魂をこめて
～静かに湛え、やがて溢れる、彼方への想い～ Vol.3
開演/14:00
料金/指定4,000
問/Rie T Academy　03-6403-7565

新日本フィルハーモニー交響楽団
第609回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/上岡敏之(指揮)
曲目/シューベルト：交響曲第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」

ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調 WAB107
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000、他 （7/2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）

（ 公 演 予 定 ）

森山良子(Vo) with 
東京フィルハーモニー交響楽団
～ Ryoko Classics コンサート V ～
心に残る映画音楽、ミュージカルの名曲がステージいっぱいに蘇る
出演/鈴木織衛(指揮)、中島剛(Pf)
曲目/エターナリー、涙そうそう

オペラ『椿姫』より「乾杯の歌」、他
開演/14:00
料金/S8,500〜P5,000
問/東京音協　03-5774-3030

●ブルーローズ（小ホール）

太田茂ファゴットリサイタル
出演/太田嘉子(Fl)、蒲生祥子(Pf)
開演/19:00　料金/自由4,000、他
問/ドルチェ楽器　03-5909-1771

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/石丸由佳(Org)
12:15〜12:45
入場/無料 （事前申込不要）
問/サントリーホール　0570-55-0017

蘇州民族管弦楽団 演奏会
出演/彭家鵬(指揮)
開演/19:00
料金/S6,000〜C2,000
問/日本楽友協会　03-6277-8559

ＮＨＫ交響楽団
第1920回定期公演
出演/パーヴォ・ヤルヴィ(指揮)、エマニュエル・パユ(Fl)
曲目/ニルセン：フルート協奏曲

シベリウス：交響曲第6番 ニ短調、第7番 ハ長調、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/28発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

『クラシック名曲全史』刊行記念セミナー
「ビジネスパーソンのためのクラシック音楽とオペラの魅力」
ミニコンサート付き
出演/松田亜有子、フランチェスコ・ミケーリ(お話)、

オマール・カマタ(Br)
開演/19:15　料金/5,000 （新刊『クラシック名曲全史』含）
問/ダイヤモンド社コンテンツビジネス部　event@diamond.co.jp

日本フィルハーモニー交響楽団
第713回定期演奏会
出演/山田和樹(指揮)、田野倉雅秋(Vn)
曲目/間宮芳生：ヴァイオリン協奏曲第1番

大島ミチル：新作世界初演、他
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
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）

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

〈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.22
出演/小林研一郎(指揮・お話)、伊藤寛隆(Cl)、真鍋恵子(Fl)
曲目/ウェーバー：クラリネット協奏曲第2番 変ホ長調 Op.74

モーツァルト：フルート協奏曲第1番 ト長調 K.313、他
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

●ブルーローズ（小ホール）

小口浩司指揮者生活15周年記念演奏会
～讃美の夕べ～
出演/碓井俊樹(Pf)、アニバーサリー・クワイヤー 2019(Cho)
開演/18:00
料金/自由2,000、他
問/クオーレ・クオーレ　03-3486-5175

東京交響楽団
第673回定期演奏会
出演/リオネル・ブランギエ(指揮)、アリーナ・ポゴストキーナ(Vn)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77

プロコフィエフ：交響曲第4番 ハ長調 Op.112
開演/18:00
料金/S8,000〜P2,500
問/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713回定期演奏会
出演/山田和樹(指揮)、田野倉雅秋(Vn)
曲目/間宮芳生：ヴァイオリン協奏曲第1番

大島ミチル：新作世界初演、他
開演/19:00 （18:30〜プレトーク）
料金/S8,000〜P4,000、他
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

東京フィルハーモニー交響楽団
第925回定期演奏会
出演/アンドレア・バッティストーニ(指揮)、木嶋真優(Vn)、

新国立劇場合唱団
曲目/ヴィヴァルディ：『四季』

ホルスト：組曲『惑星』
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （7/22発売）
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）

李東信タンソリサイタル
開演/19:00
料金/指定5,000 （当日5,500）
問/李東信タンソリサイタル実行委員会　dansorecital@gmail.com

読売日本交響楽団
第625回名曲シリーズ
出演/セバスティアン・ヴァイグレ(指揮)、ルドルフ・ブッフビンダー (Pf)
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
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

〈Daiwa House presents〉

ビルボード・クラシックス・フェスティバル 2019
開演/19:00
料金/指定6,800
問/SOGO TOKYO　03-3405-9999

●ブルーローズ（小ホール）

デビュー 25周年記念及び米良美一合唱団設立記念
米良美一(Ct)リサイタル
出演/米良美一合唱団
開演/19:00
料金/指定6,000
問/オフィス・フォルテ　03-6220-3367

外山啓介ピアノ・リサイタル
～バッハ、ベートーヴェン、ショパン～
曲目/J.S.バッハ(ヘス編曲)：主よ、人の望みの喜びよ

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番 ハ長調 Op.53 「ワルトシュタイン」
ショパン：12のエチュード Op.10、他

開演/14:00
料金/S4,000　A3,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

水谷真理子退任記念コンサート
出演/大橋響子、只野なつき、白取晃司、鳥居礼子、田中健、篠宮久徳(Pf)
開演/13:00
料金/自由4,000、他
問/めいた企画　03-3380-1042

〈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71回『スタイル』
出演/下野竜也(指揮)、小山実稚恵(Pf)、こどもピアニスト、

坪井直樹(司会)
開演/11:00 （10:40〜プレトーク）　料金/1回券3,500
問/サントリーホール　0570-55-0017

合唱団響 演奏会 2019
出演/栗山文昭(指揮)、斎木ユリ、浅井道子(Pf)、山本徹(Vc)、他
開演/18:30
料金/S3,000 （当日3,500）  A2,000 （当日2,500）、他
問/栗友会事務所　03-3985-5356

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

サントリーホールでオルガンZANMAI!
それいけ！オルガン探検隊
出演/勝山雅世、花澤絢子(Org)、池田綾子(おはなし)、

三澤慶(Trp)、もぐらん隊長
開場/10:00・12:30
料金/1,000 （おとな・こどもとも、4歳以上入場可、各回定員300）

サントリーホールのオルガン・カフェ ＃6
出演/石丸由佳(Org)、野本洋介(Perc)、別所哲也(ナビゲーター )
開演/16:30
料金/指定2,000　ペア席3,000

●ブルーローズ（小ホール）

おとなのオルガン探検
出演/木村秀樹(お話)、花澤絢子(Org)
開始/19:00
料金/指定 （ブルーローズ）1,000 （大ホールでのミニコンサートは自由席、定員300）
問/サントリーホール　0570-55-0017

高嶋ちさ子(Vn) 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー 2019
女神たちの饗宴～ Favorite Classic Melody ～
出演/近藤亜紀(Pf)
開演/14:30
料金/指定6,800
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

平野文子先生の傘寿をお祝いする演奏会
出演/才能教育研究会〈平野教室・関矢教室(Pf)〉
開演/13:00
入場/関係者のみ
問/関矢　090-5990-8979

マエストロ小林研一郎80th祝祭演奏会Vol.1
小林研一郎指揮ハンガリー放送交響楽団
日本公演2019
出演/宮田大(Vc)
曲目/ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 (B.191)

ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調 Op.88 (B.163)
開演/14:00　料金/S15,000〜C5,000
問/マエストロ小林研一郎80th祝祭公演事務局　03-6721-1792

●ブルーローズ（小ホール）

第75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） （7/31発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

フレッシュ名曲コンサート
第28回Kissポートクラシックコンサート
出演/大友直人(指揮)、髙木凜々子(Vn)、林美智子(M-s)、

三原剛(Br)、ミナトシティコーラス、東京交響楽団
曲目/チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲

デュリュフレ：レクイエム、他
開演/19:00
料金/S3,600〜B1,400、他
問/Kissポート財団　03-5770-6837



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：11月 8 日（金）

12月19日（木）
1 月16日（木）
2 月27日（木）
3 月19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。

10月公演最新情報はこちら

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

イ・ムジチ合奏団
出演/天羽明惠(S)
曲目/ヘンデル：オペラ『セルセ』より「オンブラ・マイ・フ」

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集『四季』 Op.8、他
開演/19:00
料金/S10,000〜D3,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

（ 休 館 日 ）

硬派弦楽アンサンブル「石田組」
出演/石田泰尚、執行恒宏、村井俊朗、佐久間聡一、丹羽洋輔、

鈴木浩司(Vn)、生野正樹、萩谷金太郎、多井千洋(Va)、
金子鈴太郎、辻本玲、玉川克(Vc)、米長幸一(DB)

曲目/レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲
ディープ・パープル：ハイウェイ・スター、他

開演/13:30　料金/S6,000〜B4,000 （7/27発売）
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

辰巳真理恵ソプラノリサイタル Vol.2
出演/斉藤雅昭(Pf)、又吉秀樹(ナビゲーター )
開演/17:30
料金/指定4,000
問/タクスオフィス　03-3483-3951

東京フィルハーモニー交響楽団
第928回定期演奏会
出演/ミハイル・プレトニョフ(指揮)、イルカー・アルカユーリック(T)、

新国立劇場合唱団
曲目/ビゼー：交響曲第1番

リスト：ファウスト交響曲
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （7/22発売）
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）

第73回全日本学生音楽コンクール
東京大会本選
ピアノ部門（高校の部）・バイオリン部門（高校の部）
開演/10:00・15:00　料金/自由2,100 （9/14発売）
問/毎日新聞社事業本部内全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

〈三井住友海上プライマリー生命 Presents〉

セミヨン・ビシュコフ指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
曲目/スメタナ：連作交響詩『わが祖国』
開演/19:00
料金/S20,000〜D7,000
問/ジャパン・アーツぴあ　0570-00-1212

●ブルーローズ（小ホール）

歌楽歌良屋45周年記念コンサート
出演/中野寛成(司会＆歌)、釋尾政江、ひらやまてり、河北祐佳、

末永裕之、横田佳昌、磯崎陽輔、近藤弘美(歌)、山田暁子、
沼澤優実(S)、有海友加里、小野雄司(Pf)、宮本博敏
(Bs-Guit)、井出幸彦(ドラム)

開演/19:00　料金/自由6,000 （8/1発売）
問/歌楽歌良屋　03-3718-1128

読売日本交響楽団
第592回定期演奏会
出演/ユーリ・テミルカーノフ(指揮)、ピョートル・ミグノフ(Bs)、

新国立劇場合唱団
曲目/ハイドン：交響曲第94番 ト長調 「驚愕」

ショスタコーヴィチ：交響曲第13番 変ロ短調 「バビ・ヤール」
開演/19:00
料金/S9,500〜C4,500 （7/13発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

東京都交響楽団
第889回定期演奏会
出演/小泉和裕(指揮)
曲目/ワーグナー：ジークフリート牧歌

ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調 WAB107 (ノヴァーク版)
開演/19:00
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）

第73回全日本学生音楽コンクール
東京大会本選
フルート部門（中学校／高校の部）
開演/13:00
料金/自由2,100 （9/14発売）
問/毎日新聞社事業本部内全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

ＮＨＫ交響楽団第1923回定期公演
出演/トゥガン・ソヒエフ(指揮)
曲目/ベルリオーズ：劇的物語『ファウストのごう罰』より

ベルリオーズ：劇的交響曲『ロメオとジュリエット』 Op.17（抜粋）、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/28発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar ～ in Blue Rose vol.7 ～
出演/三浦一馬(バンドネオン)、中島剛(Pf）、

久保將(シニアワインアドバイザー、お話)
開演/19:00
料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

クリスチャン・ヤルヴィ指揮
MDRライプツィヒ放送交響楽団
ヴァイオリン：アン・アキコ・マイヤース
曲目/メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

ブラームス：交響曲第1番 ハ短調 Op.68、他
開演/19:00　料金/S14,000〜P6,000
問/コンサート・ドアーズ　03-3544-4577

●ブルーローズ（小ホール）

ダイナースクラブプレゼンツ
アーティストサポートプログラム
7周年スペシャルコンサート
出演/黒田祐貴(Br)、石田滉(M-s)、秋元孝介、黒岩航紀(Pf)
開演/18:45
料金/指定2,800（ダイナースクラブ会員）　3,300（一般）
問/CAP　03-3541-4363

ARK Hills Music Week 2019
サントリーホール ARKクラシックス
三浦文彰(Vn) 辻井伸行(Pf)
開演/12:00
料金/S12,000〜D4,000
ラクリン 三浦文彰(指揮＆Vn) 辻井伸行(Pf)
＆ARKシンフォニエッタ
開演/19:00
料金/S12,000〜D4,000
●ブルーローズ（小ホール）

ラクリン(指揮＆Vn)＆ARKシンフォニエッタ
《ふたつの四季》

開演/14:00　料金/指定6,000
川久保賜紀(Vn) 遠藤真理(Vc) 三浦友理枝(Pf)トリオ
開演/17:30　料金/指定6,000
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）
ARK Hills Music Week 2019
サントリーホール ARKクラシックス
前夜祭
出演/辻井伸行(Pf)、三浦文彰、アレクサンドラ・コヌノヴァ (Vn)、

ジュリアン・ラクリン、サラ・マクエルレイヴィ (Va)、ヨナタン・
ローゼマン、ボリス・アンドリアノフ(Vc)

開演/19:00
料金/指定12,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

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.11
出演/沼尻竜典(指揮)、鳥羽咲音(Vc)、政井マヤ(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 イ長調 作品33

ストラヴィンスキー：バレエ音楽『春の祭典』、他
開演/13:30
料金/S6,000〜B3,000 （7/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

読売日本交響楽団
第626回名曲シリーズ
出演/ユーリ・テミルカーノフ(指揮)、エマニュエル・チェクナヴォリアン(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5番 ホ短調 Op.64
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （7/13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）

（関係者のみの公演がございます）

〈三井住友海上プライマリー生命 Presents〉

セミヨン・ビシュコフ指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
出演/樫本大進(Vn)
曲目/チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35

チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 Op.74 ｢悲愴｣、他
開演/18:00
料金/S22,000〜D9,000
問/ジャパン・アーツぴあ　0570-00-1212

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（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）

（関係者のみの公演がございます）

酒井茜＆マルタ・アルゲリッチ
ピアノ・デュオ・リサイタル
曲目/ストラヴィンスキー：春の祭典(２台ピアノ)、他
開演/19:00
料金/S16,000〜D4,000 （7/6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）

（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）

クリスチャン・ツィメルマン(Pf)
ブラームスを弾く
出演/マリシャ・ノヴァク(Vn)、リシャルド・グロブレフスキ(Va)、岡本侑也(Vc)
曲目/ブラームス：ピアノ四重奏曲第2番 イ長調 Op.26

ブラームス：ピアノ四重奏曲第3番 ハ短調 Op.60
開演/19:00
料金/S16,000〜D5,000
問/ジャパン・アーツぴあ　0570-00-1212

●ブルーローズ（小ホール）

第73回全日本学生音楽コンクール
東京大会本選
声楽部門（高校／大学の部）
開演/10:00
料金/自由2,100 （9/14発売）
問/毎日新聞社事業本部内全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

ＮＨＫ交響楽団第1923回定期公演
出演/トゥガン・ソヒエフ(指揮)
曲目/ベルリオーズ：劇的物語『ファウストのごう罰』より

ベルリオーズ：劇的交響曲『ロメオとジュリエット』 Op.17(抜粋)、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/28発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar ～ in Blue Rose vol.7 ～
出演/三浦一馬(バンドネオン)、中島剛（Pf）、

久保將（シニアワインアドバイザー、お話）
開演/19:00
料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

〈FUJITEC presents〉

ケント・ナガノ指揮
ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
辻井伸行(Pf)
曲目/リスト：ピアノ協奏曲第1番

マーラー：交響曲第5番、他
開演/19:00　料金/S21,000〜D9,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

ストラディヴァリウス・コンサート2019
～1700年製「ドラゴネッティ」と1709年製「エングルマン」の響き～
出演/ヴェロニカ・エーベルレ、ベンジャミン・ベイルマン(Vn)、

萩原麻未(Pf)
開演/19:00　料金/指定5,000 （7/15発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京交響楽団第674回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、ヴァーヴァラ(Pf)
曲目/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/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）

ポコ・ア・ポーコの会 秋のヴォーカルコンサート
出演/濱口真理、原田和子、藤岡純子、金子みどり、平山智香子、

平山菜々子(Vo)、佐原ハーモニー (Cho)
開演/13:30　料金/自由3,000 （8/12発売）
問/平山　03-3951-1901

2019年度国際芸術連盟音楽賞
受賞記念コンサート
出演/池田美保(S)、成井木綿子(Pf)
開演/19:00　料金/自由3,500
問/国際芸術連盟　03-3356-4033

日本フィルハーモニー交響楽団
第714回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)、アレクセイ・ヴォロディン(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58

ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調 Op.55「英雄」、他
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
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）

第73回全日本学生音楽コンクール
東京大会本選
ピアノ部門（小学校の部）・（中学校の部）
開演/10:00・15:00
料金/自由2,100 （9/14発売）
問/毎日新聞社事業本部内全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

ららら♪クラシックコンサート Vol.6
「ミュージカル特集」～舞台と映画のラララな世界～
出演/別所哲也、新妻聖子、海宝直人、咲妃みゆ、マリーシャ・ウォーレス(Vo)、

円光寺雅彦（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団、
高橋克典、金子奈緒(司会)

曲目/『サウンドオブミュージック』より、他
開演/14:30・18:45
料金/S9,800〜P7,800 
問/テンポプリモ　03-3524-1221

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar ～ in Blue Rose vol.7 ～
出演/田部京子(Pf)、久保將(シニアワインアドバイザー、お話)
開演/14:00
料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

せいあLee ソプラノリサイタル
Grace Note 2019
出演/辻博之(指揮)、イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
曲目/グノー：アヴェ・マリア

『グレイテスト・ショーマン』より「ネバー・イナフ」、他
開演/19:00
料金/SS24,000〜A10,000
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）

（関係者のみの使用がございます）

日本フィルハーモニー交響楽団
第714回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)、アレクセイ・ヴォロディン(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58

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/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）

第73回全日本学生音楽コンクール
東京大会本選
チェロ部門（高校／大学の部）
開演/10:00
料金/自由2,100 （9/14発売）
問/毎日新聞社事業本部内全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

六本木男声合唱団ZIG-ZAG 20周年記念公演
三枝成彰：カンタータ「天涯」、「最後の手紙」抜粋
出演/大友直人(指揮)、村松稔之(Ct)、林和夫(ナレーション)、

東京フィルハーモニー交響楽団
開演/19:00
料金/S15,000〜C6,000
問/六本木男声合唱団ZIG-ZAG事務局　03-3584-0649

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar ～ in Blue Rose vol.7 ～
出演/田部京子(Pf)、久保將(シニアワインアドバイザー、お話)
開演/19:00
料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

チョン・キョンファ ヴァイオリン リサイタル 2019
出演/ソン・ミンス(Pf)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1〜3番
開演/14:00　料金/S12,000〜P4,000
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）

第42回　藤の会ピアノ演奏会
出演/石井正三、樋口秀実、越川郁子、松平美耶、馬場素子、

芳村小百合、光武佳子、滝澤清子、角倉章子(Pf)
開演/13:30　料金/自由3,000
問/藤の会（水上） 03-6751-7207/（光武） 090-8742-4935

声楽コンサート
出演/落合美和子門下生
開演/19:00　入場/招待のみ
問/落合　090-6929-2200

都響プロムナードコンサートNo.383
出演/川瀬賢太郎(指揮)、吉野直子(Hrp)
曲目/ロドリーゴ：アランフェス協奏曲 (ハープ版)

伊福部昭：交響譚詩、他
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73回全日本学生音楽コンクール
東京大会本選
バイオリン部門（小学校の部）・（中学校の部）
開演/10:00・15:00
料金/自由2,100 （9/14発売）
問/毎日新聞社事業本部内全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

日本フィルハーモニー交響楽団
第382回名曲コンサート
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)、アレクセイ・ヴォロディン(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15

ドヴォルジャーク：交響曲第8番 ト長調 Op.88 B.163
開演/14:30
料金/S7,000〜P3,000、他 （7/4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 
モーツァルト・ソナタ全曲演奏会 vol.5
開演/14:00
料金/自由4,000、他
問/プロアルテムジケ　03-3943-6677

ARK Hills Music Week 2019
サントリーホール ARKクラシックス
三浦文彰(Vn) 辻井伸行(Pf)
ティチアーティ指揮ベルリン・ドイツ交響楽団
開演/14:00　料金/ S20,000〜D8,000
スペシャル・コンサート
出演/辻井伸行(Pf)、三浦文彰(Vn)、ジュリアン・ラクリン(Va)、

ヨナタン・ローゼマン(Vc)、他
開演/ 19:00　料金/S12,000〜D4,000
●ブルーローズ（小ホール）

室内楽コンサート
出演/ジュリアン・ラクリン(Vn)、ヨナタン・ローゼマン(Vc)、ヴァルヴァラ(Pf)、他
開演/12:00　料金/指定6,000
曽根麻矢子(Cemb) 《ゴルトベルク》
開演/17:00　料金/指定6,000
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/パヴェル・コホウト(Org)
12:15〜12:45　入場/無料 （事前申込不要）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ロビン・ティチアーティ指揮
ベルリン・ドイツ交響楽団　反田恭平(Pf)
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 Op.30、他
開演/19:00　料金/S20,000〜D8,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

2019-2020 Autumn 東京室内管弦楽団
平日マチネAct.8 ～ちょっと気軽にモーツァルト～
出演/菅野宏一郎(指揮)、フェルディナント・シュタイナー (Cl)
開演/14:30　料金/自由3,500 （8/5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
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：12月19日（木）

1 月16日（木）
2 月27日（木）
3 月19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。

11月公演最新情報はこちら

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

●　  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。

サントリー芸術財団は、

おかげさまで50周年を迎えることができました。

心うるおす、未来を咲かす。
芸術を基点に、より良い未来を切りひらく取り組みを、

これからも続けてまいります。

～日本オーストリア友好150 周年記念～

音楽のある展覧会
ウィーン楽友協会アルヒーフ展「19世紀末ウィーンとニッポン」
特別写真展「素顔のウィーン・フィル」
会期：11月2日（土）～11月17日（日）
会場：ホテルオークラ東京　別館地下2階〈アスコットホール〉
♪期間中、ギャラリートークやギャラリーコンサートの予定もございます。
　展覧会詳細、チケット情報など詳しくは、ホームページで発表いたします。

ヤニック・ネゼ=セガン指揮
フィラデルフィア管弦楽団
出演/リサ・バティアシュヴィリ(Vn)
曲目/プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番 ト短調 Op.63

マーラー：交響曲第5番 嬰ハ短調
開演/16:00
料金/Pt37,000〜D13,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

ピアニスト中島伸子 Presents
Ensemble Concert 2019 Autumn
出演/大沢聡(オカリーナ)、他
開演/9:30
料金/未定
問/中島伸子音楽事務所　090-9014-9141

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2019

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
無料公開リハーサル
10:00〜13:00 （予定）
入場/無料 （要事前申込）
※応募詳細は8月以降ホームページなどで発表
ダイワハウス スペシャル

クリスティアン・ティーレマン指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
～日本オーストリア友好150周年記念～
曲目/ブルックナー：交響曲第8番 ハ短調 WAB 108 (ハース版)
開演/19:00
料金/S37,000〜D17,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

〈富士電機スーパーコンサート〉

パーヴォ・ヤルヴィ指揮
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
出演/ラン・ラン(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19

ブラームス：交響曲第4番 ホ短調 Op.98、他
開演/19:00
料金/Pt38,000〜D14,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

小森谷裕子(Pf) アニヴァーサリーコンサート
出演/徳永二男、三浦文彰(Vn)、藤森亮一(Vc)
開演/19:00
料金/自由5,000
問/メイ・コーポレーション　03-3584-1951

（ 休 館 日 ）

ＮＨＫ交響楽団
第1924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3番 変ホ長調 Op.55 「英雄」

R.シュトラウス：交響詩 「死と変容」 Op.24、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/28発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

合唱団モア第2回コンサート
出演/早川純(バンドネオン)、長谷川佳代(S)
開演/14:00
料金/自由2,000 （9/6発売）
問/事務局(公森)　03-5382-2285

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2019

サントリーホール＆ウィーン・フィルの青少年プログラム
出演/アンドレス・オロスコ=エストラーダ(指揮)
開演/11:30 （予定） ※学校単位の募集(要事前申込)
問/サントリーホール企画制作部　03-3505-1010
ダイワハウス スペシャル

アンドレス・オロスコ＝エストラーダ指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
～日本オーストリア友好150周年記念～
出演/イェフィム・ブロンフマン(Pf)
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30

ストラヴィンスキー：バレエ音楽 『春の祭典』
開演/19:00　料金/S37,000〜D17,000
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 ）

ズービン・メータ指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
出演/ルートヴィヒ・クヴァント(Vc)、アミハイ・グロス(Va)
曲目/R.シュトラウス：交響詩『ドン・キホーテ』 Op.35

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/S43,000〜E18,000 （9/21発売）
問/クラシック事務局　0570-012-666

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（リハーサル）

●ブルーローズ（小ホール）

石田菊香ピアノ・リサイタル
開演/19:00
料金/自由4,500
問/石田　042-342-4093

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2019 オープニング
ダイワハウス スペシャル

クリスティアン・ティーレマン指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
日本オーストリア友好150周年記念スペシャル・プログラム
～サントリー芸術財団50周年記念～
曲目/モーツァルト：オペラ『フィガロの結婚』K. 492 序曲

ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ『天体の音楽』作品235、他
開演/19:00
料金/S37,000〜D17,000
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）

（リハーサル）

●ブルーローズ（小ホール）
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2019

ウィーン・フィル奏者によるマスタークラス
<テューバ>
講師/パウル・ハルヴァックス(Tub)
開始/19:00
聴講/自由1,000 ※通訳付 （7/25発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

〈富士電機スーパーコンサート〉

パーヴォ・ヤルヴィ指揮
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
曲目/ベートーヴェン：交響曲第4番 変ロ長調 Op.60

ショスタコーヴィチ：交響曲第10番 ホ短調 Op.93
開演/19:00
料金/Pt37,000〜D13,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

第三回南麻布純音楽祭・合同演奏会
「全オリジナル！令和日本から世界へ！衝撃のプログレッシブ体験をあなたへ」
出演/秋山璃帆(Trp)、磐井桃子(fl)、石川公香(Cl)、柳下克久(Vn)、

末岡武彦、開万里子(Pf)
開演/18:50　入場/招待のみ（要事前申込み）
問/南麻布純音楽・アート研究会　03-5421-0439

〈 TDK オーケストラコンサート 2019〉

マレク・ヤノフスキ指揮ケルン放送交響楽団
出演/チョ・ソンジン(ピアノ)
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」

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/S16,000〜D6,000
問/ジャパン・アーツぴあ　0570-00-1212

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

ＮＨＫ交響楽団
第1924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3番 変ホ長調 Op.55 「英雄」

R.シュトラウス：交響詩「死と変容」Op.24、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/28発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

加藤訓子(Mrmb)「バッハを弾く。」
開演/19:00
料金/指定6,000 （8/1発売）
問/芸術文化ワークス　080-5075-5038

（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）

ズービン・メータ指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
曲目/ブルックナー：交響曲第8番 ハ短調 (ノヴァーク版第2稿/1890)
開演/19:00
料金/S43,000〜E18,000 （9/21発売）
問/クラシック事務局　0570-012-666

●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 作曲家の個展Ⅱ 2019
細川俊夫＆望月 京
～サントリー芸術財団50周年記念～
出演/クリスチャン・シュミット(Org)、イサオ・ナカムラ(Perc)、

杉山洋一(指揮)、東京都交響楽団
曲目/細川俊夫：オーケストラのための『渦』

望月京：『オルド・アプ・カオ』打楽器とオーケストラのための、他
[ともにサントリーホール委嘱作品・世界初演]

開演/19:00 （18:20〜プレコンサート・トーク）
料金/S4,000〜B2,000、他(7/17発売)
問/サントリーホール　0570-55-0017
●ブルーローズ（小ホール）

IDホールディングス創立50周年謝恩コンサート
～バロック音楽の夕べ～
出演/西山まりえ(Cemb)、懸田貴嗣(Vc)、他
開演/17:00　入場/関係者のみ
問/ムジカキアラ　03-6431-8186

〈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.23
出演/小林研一郎(指揮)、河村尚子(Pf)
開演/14:30　料金/S6,800〜P3,200、他 （7/18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）

弓張美季 ピアノリサイタル 東京公演
開演/14:00　料金/自由4,000 （当日4,500） （8/1発売）
問/ファンクラブ Mikissimo事務局　0798-73-5999

日本リヒャルト・シュトラウス協会2019年度会員総会
川島幸子(S)＆戸山俊樹(Bs)ジョイントリサイタル
出演/鈴木謙一郎(Pf)
開演/18:40　料金/自由2,000　協会会員1,000、他
問/日本リヒャルト・シュトラウス協会　03-3582-1266

東京交響楽団第675回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)
曲目/ベルク：管弦楽のための3つの小品 Op.6

マーラー：交響曲第7番 ホ短調 「夜の歌」
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）

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 （多摩店）　042-375-5311

スガナミ楽器 （町田店）　042-722-3458

谷村愛美(Vn)＆山本絵理(Pf)ジョイントコンサート
開演/19:00
料金/自由3,000 （7/20発売）
問/山本　080-5005-7316

都響プロムナードコンサートNo.384
出演/エリアフ・インバル(指揮)、サスキア・ジョルジーニ(Pf)
曲目/ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43

チャイコフスキー：祝典序曲 『1812年』 Op.49、他
開演/14:00
料金/S7000〜P3500 （7/12発売）
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

若﨑そら マリンバリサイタル
― CD発売記念 ―
開演/14:00
料金/自由3,000
問/新演　03-6222-9513

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/松居直美(Org)
12:15〜12:45　入場/無料 （事前申込不要）
問/サントリーホール　0570-55-0017

フジコ・ヘミング ピアノ ソロ コンサート
曲目/リスト：「ラ・カンパネラ」、他
開演/19:00
料金/S10,000〜C6,000
問/青葉ピアノ　03-3670-5099

●ブルーローズ（小ホール）

加藤訓子(Mrmb)「バッハを弾く。」
開演/19:00
料金/指定6,000 （8/1発売）
問/芸術文化ワークス　080-5075-5038

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2019
ダイワハウス スペシャル

クリスティアン・ティーレマン指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
～日本オーストリア友好150周年記念～
曲目/ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ『神秘な魅力(ディナミーデン)』作品173

R.シュトラウス：オペラ『ばらの騎士』組曲、他
開演/19:00
料金/S37,000〜D17,000
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）

ズービン・メータ指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
曲目/ブルックナー：交響曲第8番 ハ短調 (ノヴァーク版第2稿/1890)
開演/19:00
料金/S43,000〜E18,000 （9/21発売）
問/クラシック事務局　0570-012-666

●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593回定期演奏会
出演/トマーシュ・ネトピル(指揮)、ジャン＝ギアン・ケラス(Vc)
曲目/リゲティ：チェロ協奏曲

スーク：アスラエル交響曲 ハ短調 Op.27、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （7/13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）

山形由美(Fl)プレゼンツ 大人のためのトーク＆コンサート
由美の部屋～旅するフルートVol.2
池田理代子(S)さんをお招きして～ベルサイユの夢、王宮の旅～
出演/長久真実子(Cemb)、高群輝夫(Vc)
開演/19:00　料金/指定8,000
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

新日本フィルハーモニー交響楽団
第613回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/ジョゼップ・ポンス(指揮)、井上典子(Va)
曲目/ベルリオーズ：ヴィオラと管弦楽のための交響曲 「イタリアのハロルド」 Op.16

ビゼー /シチェドリン：カルメン組曲
開演/14:00　料金/S8,000〜P4,000 （7/2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）

男声合唱団 マロトタミーズ 第22回リサイタル
出演/山村信一、常盤晋吾(指揮)、越智泰子、希代智子(Pf)、

宮澤典子(ナビゲーター)
開演/13:30　入場/関係者のみ
問/普賢寺　03-3721-4515

ユルンヤーコブ・ティム (Vc) 浜野範子 (Pf) デュオリサイタル
開演/19:00　料金/自由5,000、他 （7/15発売）
問/アグネス企画　090-6799-9798

上野星矢フルートリサイタル
出演/岡田奏(Pf)
曲目/プーランク：フルート・ソナタ

フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ(フルート編)、他
開演/14:00　料金/一般Pt10,000〜学生B2,000
問/森音楽事務所　03-6434-1371

●ブルーローズ（小ホール）

シンフォニエッタ静岡
第7回東京定期演奏会（第59回定期公演）
出演/中原朋哉(指揮)、田口裕(Vc)
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

リーダーヴァルト－歌曲の森－
出演/西晴美、清川慶子(M-s)、茂木遥子、村田潤(S)、加納悟郎(Pf)
開演/19:00　料金/自由3,000
問/シリーズ20世紀事務局　03-3777-6272

上原ひろみ(Pf)
JAPAN TOUR 2019 “SPECTRUM”
開演/17:00
料金/未定 （9/28発売）
問/ホットスタッフプロモーション　03-5720-9999

●ブルーローズ（小ホール）

奈良龍二バイオリン教室コンサート
開演/14:00
入場/関係者のみ
問/奈良龍二バイオリン教室　03-5485-4718

〈セキスイハイム presents〉

辻井伸行 音楽と絵画コンサート《印象派》
曲目/ドビュッシー：『映像第1集』より

ラヴェル：水の戯れ、他
開演/14:00
料金/S9,600〜B7,600 （7/13発売）
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

第24回 小林音楽教室 秋の定期演奏会
出演/小林音楽教室会員
開演/10:00
入場/無料 （要申込み）
問/小林音楽教室　info@kobayashi-music.com

日本フィルハーモニー交響楽団
第715回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
[開演時間以外は11月1日と同内容]

〈CREDIT SAISON PRESENTS〉
ホセ・カレーラス　テノール・リサイタル2019
カタリ・カタリ
出演/ロレンツォ・バヴァーイ(Pf)
開演/19:00　料金/S35,000〜P15,000
問/ビザビジョン　03-5778-3403

●ブルーローズ（小ホール）

小松英典バリトンリサイタル Vol.13
出演/芳村真理(メディアパーソナリティ )、田中悠一郎(Pf)
開演/14:00　料金/指定6,000
問/ドイツ歌曲普及協会　090-3042-7818

日本フィルハーモニー交響楽団
第715回定期演奏会
出演/アレクサンドル・ラザレフ(指揮)
曲目/グラズノフ：交響曲第6番 ハ短調 Op.58

ストラヴィンスキー：バレエ音楽 『火の鳥』 (全曲)
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）

田上紳フルート リサイタル
出演/岡部公子(Pf)
開演/19:00
料金/自由5,000 （9/6発売）
問/聖音楽事務所　03-3395-3387

及川浩治ピアノ・リサイタル
不滅のベートーヴェン5大ピアノ・ソナタ＋「エリーゼのために」
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23番 ヘ短調 Op.57 「熱情」、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）

The Midtown Ensemble 5周年記念演奏会
出演/井之上隆太(指揮)、ザ･ミッドタウン・アンサンブル(Cho)、

鳥居順子(Pf)
開演/14:00
料金/自由2,000
問/渡貫　080-4373-2805
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