Concert Guide

1月20日(金) 〜2月28日 (火)

1 / 2 0 Fri.

1 / 2 2 Sun.

福川伸陽×鈴木優人
横浜みなとみらいホール大ホール12：10、14：30 出＝福川伸陽（hr）、鈴木優人
（pf、org） 曲＝ベートーヴェン（ホルン・ソナタ）、ブルックナー（交響曲よ
り）他 料＝1日券1800第1部第2部各1000問＝横浜みなとみらいホールチケットセ
ンター045-682-2000
広島交響楽団第366回定期演奏会
広島文化学園HBGホール18：45 指＝小林研一郎 出＝アレクサンドラ・スム
（vn） 曲＝シベリウス（ヴァイオリン協奏曲）、チャイコフスキー（交響曲第3
番「ポーランド」） 料＝S5200A4700B4200学1500 問＝広響事務局082-532-3080
日本フィルハーモニー交響楽団第687回東京定期演奏会
サントリーホール19：00 指＝ピエタリ・インキネン 曲＝ブルックナー（交響曲
第8番） 料＝S7200A6000B5200C4200P3200Ys1500 問＝日本フィル・サービスセ
ンター03-5378-5911
第13回読響アンサンブル・シリーズ
よみうり大手町ホール19：30 指＝シルヴァン・カンブルラン 出＝藤井洋子
曲＝ウェーバー（クラリネット協奏曲第2番）、モーツァルト（交響曲第40番）他
料＝4500 問＝読響チケットセンター0570-00-4390

ソレイユウィンドオーケストラ「ほっとコンサート2017」
川崎市教育文化会館大ホール13：30 指＝竹内俊明 曲＝すぎやまこういち（交響
組曲「ドラゴンクエストI、II、III」）、天野正道（「GR」よりシンフォニック・
セレクション）他 料＝無料（要整理券） 問＝楽団事務局info@soleil-wind.net
高橋治子マリンバリサイタル
HAKUJU HALL 14：00 出＝高橋治子（mar）、石川和男（pf） 曲＝福島愛子
（ダンス・オブ・ワーズ）、プッツ（リチュアル・プロトコール）他 料＝3000学
2000当各500増 問＝東京文化会館チケットサービス03-5685-0650
京都市交響楽団第608回定期演奏会
京都コンサートホール14：30 指＝下野竜也 出＝パスカル・ロジェ（pf） 曲＝
モーツァルト（ピアノ協奏曲第25番）、ブルックナー（交響曲第0番） 料＝
S5000A4500B3500P2000 問＝京都コンサートホール075-711-3231
郡山市音楽教育研究会「第2回オーケストラ・フェスティバル」
郡山市民文化センター大ホール13：30 指＝佐藤守廣 出＝川田修一（tp）、土屋
杏子（vn）、他 曲＝テレマン（トランペット協奏曲）、チャイコフスキー（ヴ
ァイオリン協奏曲第1楽章）他 料＝無料 問＝開成小学校（高橋）024-932-5300
多摩ムジカアンティカ リコーダー演奏会
小平市立中央公民館ホール14：00 曲＝ガブリエリ（リチェルカーレ）、バッハ
（トリオソナタ）他 料＝無料 問＝比田井090-5440-9588
京都大学交響楽団第200回定期演奏会 東京公演
サントリーホール大ホール14：00 指＝十束尚宏、石川真也 出＝井岡潤子
（sop）、児玉祐子（alt）、他 曲＝ブラームス（大学祝典序曲）、マーラー（交
響曲第2番「復活」） 料＝S2500A2000 問＝075-751-9412
名古屋市民吹奏楽団第20回定期演奏会
愛知県芸術劇場コンサートホール13：30 指＝中村暢宏 曲＝ショスタコーヴィチ
（祝典序曲）、坂井貴祐（イグアスー大いなる水の躍動）他 料＝800 問＝浅野
090-7435-9777
SHIMOHONCHO QUARTET第1回演奏会
だいしホール14：00 出＝高橋光江（cl）、高橋正紀（cl）、他 曲＝宮城道雄
（ 春 の 海 ） 、 ビ ゼ ー （ ア ル ル の 女 組 曲 ） 他 料 ＝ 1000 問 ＝ 事 務 局
shimohoncho@cla-rilnet
東京フィルハーモニー交響楽団第888回オーチャード定期演奏会
Bunkamuraオーチャードホール15：00 指＝佐渡裕 出＝宮田まゆみ（笙） 曲＝
武満徹（セレモニアル-An Autumn Ode-）、ブルックナー（交響曲第9番） 料＝
SS15000S9000A8500B7000C5500 問＝東京フィルチケットサービス03-5353-9522
須川展也×寺岡清高×青島広志 大阪交響楽団メンバーによるアンサンブル
総社市民会館14：00 指＝寺岡清高 出＝須川展也（sax）、潮見裕章（tub）、他
曲＝服部隆之（真田丸メインテーマ）、和泉隆宏（宝島）他 料＝前2500高校生以
下1000当各500増 問＝総社市総合文化センター0866-92-3491
ヤマハ目黒吹奏楽団 ファミリーコンサート 2017
めぐろパーシモンホール大ホール14：00 指＝鳥谷部武夫 曲＝オリエント急行、
レ・ミゼラブル セレクション、ドレミの歌、他 料＝無料 問＝楽団事務局0804149-7158
パイオニア吹奏楽団第27回定期演奏会
所沢市民文化センターミューズアークホール13：30 指＝大澤和幸 曲＝エルガー
（威風堂々）、リード（吹奏楽の為の第3組曲「バレエの情景」）他 料＝無料
問＝パイオニア吹奏楽団080-3730-4054

1 / 2 1 Sat.
水戸市民吹奏楽団第39回定期演奏会
水戸芸術館コンサートホールATM 17：00 指＝梶原征剛、仁平良治、他 曲＝ロ
ッシーニ（歌劇「ウィリアム・テル」序曲）、長尾淳（紺碧の波濤）他 料＝500
問＝水戸芸術館チケット予約センター029-231-8000
第39回日本フルートフェスティヴァル in 東京
新宿文化センター大ホール18：00 指＝船橋洋介 出＝アンドラーシュ・アドリア
ン（fl） 曲＝リムスキー＝コルサコフ（スペイン奇想曲）、ヴェルディ（歌劇
「椿姫」より「乾杯の歌」）他 料＝3500学1500 問＝プロアルテムジケ03-39436677
京都市交響楽団第608回定期演奏会
京都コンサートホール14：30 指＝下野竜也 出＝パスカル・ロジェ（pf） 曲＝
モーツァルト（ピアノ協奏曲第25番）、ブルックナー（交響曲第0番） 料＝
S5000A4500B3500P2000 問＝京都コンサートホール075-711-3231
スノーヴァレイ・ウインドオーケストラ第16回演奏会
大田区民ホールアプリコ大ホール17：00 曲＝メキシコの祭り、イーストコースト
の風景、ジブリ・メドレー「空編」、他 料＝無料 問＝高橋090-2725-1924
東京交響楽団東京オペラシティシリーズ第95回
東京オペラシティコンサートホール14：00 指＝飯森範親 出＝エレーナ・オコリ
シェヴァ（m-sop） 曲＝リムスキー＝コルサコフ（交響組曲「シェエラザー
ド」）、プロコフィエフ（カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」） 料＝
S8000A6000B4000C3000 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687回東京定期演奏会
サントリーホール14：00 指＝ピエタリ・インキネン 曲＝ブルックナー（交響曲
第8番） 料＝S7200A6000B5200C4200P3200Ys1500 問＝日本フィル・サービスセ
ンター03-5378-5911
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第47回ティアラこうとう定期演奏会
ティアラこうとう大ホール14：00 指＝藤岡幸夫 出＝須川展也（sax）、山口多
嘉子（per）、他 曲＝吉松隆（サイバーバード協奏曲）、ブラームス（交響曲第2
番）他 料＝S3700A3000B2300U20 800U30 1600 問＝東京シティ・フィルチケット
サービス03-5624-4002
神奈川フィルハーモニー管弦楽団第326回定期演奏会
横浜みなとみらいホール14：00 指＝川瀬賢太郎 出＝上野星也（fl） 曲＝ハチ
ャトゥリアン（ヴァイオリン（フルート）協奏曲）、ラフマニノフ（交響曲第3
番）他 料＝S6000A4500B3000シニアS5400A4050B2700当ユース1000 問＝神奈川
フィル・チケットサービス045-226-5107

1 / 2 3 Mon.
東京都交響楽団第824回定期演奏会
東京文化会館19：00 指＝小泉和裕 出＝ヨシフ・イワノフ（vn） 曲＝ウェーバ
ー（歌劇「オイリアンテ」序曲）、グラズノフ（交響曲第5番）他 料＝
S6500A5500B4500C3500Ex1800 問＝都響ガイド03-3822-0727

演奏会情報をEメールにてお寄せ下さい。郵便またはFAXでも受け付けております。締め切りは毎月20日（翌月20日から翌々月末日まで掲載）、無料です。プロ、アマを問いません。
●パイパーズ演奏会案内係 E-mail: concert@pipers.co.jp

〒1 04 -0 0 28 東京都中央区京橋2-1-1-4F

FAX03(5205)3 667
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Concert
1 / 2 4 Tue.
都民劇場音楽サークル第643回定期公演 ベルリン・フィル八重奏団
東京文化会館大ホール19：00 曲＝ニールセン（軽快なセレナード）、シューベル
ト（八重奏曲）他 料＝S8500A7000B6000C4500 問＝都民劇場03-3572-4311

1 / 2 5 Wed.
東京フィルハーモニー交響楽団第3回平日の午後のコンサート
東京オペラシティコンサートホール14：00 指＝佐渡裕 曲＝ワーグナー（歌劇
「 タ ン ホ イ ザ ー 」 序 曲 ） 、 ブ ラ ー ム ス （ 交 響 曲 第 1番 ）
料＝
S5700A4600B3100C2100 問＝東京フィルチケットサービス03-5353-9522
読売日本交響楽団第600回名曲シリーズ
サントリーホール19：00 指＝シルヴァン・カンブルラン 曲＝デュカス（舞踏詩
「ラ・ペリ」）、ショーソン（交響曲）他 料＝S7500A6500B5500C3600 問＝読
響チケットセンター0570-00-4390

1 / 2 6 Thu.
BRASS HEXAGON Concert
紀尾井ホール19：00 曲＝天野正道（未来への扉）他 料＝前3500学2500当各500
増 問＝ブラス・ヘキサゴン事務局info@b-hex.com
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団4人のフルーテイストの共演 第2弾
神戸新聞松方ホール19：00 曲＝スメタナ（モルダウ）、ドップラー（リゴレット
幻想曲）他 料＝前3500当4000 問＝神戸芝居カーニバル実行委員会090-1914-4907
東京フィルハーモニー交響楽団第106回東京オペラシティ定期シリーズ
東京オペラシティコンサートホール19：00 指＝佐渡裕 曲＝ワーグナー（歌劇
「 タ ン ホ イ ザ ー 」 序 曲 ） 、 ブ ラ ー ム ス （ 交 響 曲 第 1番 ） 他 料 ＝
SS15000S9000A8500
B7000C5500 問＝東京フィルチケットサービス03-5353-9522
新日本フィルハーモニー交響楽団第568回定期演奏会
サントリーホール19：00 指＝井上道義 出＝重松希巳江（cl）、他 曲＝武満徹
（死んだ男の残したものは、ワルツ-「他人の顔」より）他 料＝S8000A7000B5500
C4500P4000 問＝新日本フィル・チケットボックス03-5610-3815

1 / 2 7 Fri.
広島交響楽団 秋山和慶のディスカバリー・シリーズ“Gift”III
JMSアステールプラザ大ホール18：45 指＝秋山和慶 出＝品川秀世（cl） 曲＝
細川俊夫（＜変容＞クラリネットと弦楽オーケストラ、打楽器のための）、モーツ
ァルト（交響曲第40番）他 料＝S5200A4200B3200学1000 問＝082-532-3080
九州交響楽団 天神でクラシック＜音楽プロムナードVol.24＞
FFGホール19：00 指＆Hr＝ラデク・バボラーク 曲＝モーツァルト（ホルン協奏
曲第3番、交響曲第38番「プラハ」）他 料＝A3700B2900学生1100 問＝九響チケ
ットサービス092-823-0101
日本モーツァルト協会第585回例会
東京文化会館小ホール18：45 指＆Pf＝福間洸太朗 出＝東京交響楽団メンバー
曲＝モーツァルト（ピアノ協奏曲第24番）他 料＝6000学2000 問＝03-5467-0626
札幌交響楽団第596回定期演奏会
札幌コンサートホールKitara 19：00 指＝マックス・ポンマー 出＝高橋聖純
（fl） 曲＝バッハ（管弦楽組曲全曲） 料＝SS6500S5500A5500B5000C3000U25
1500 問＝Kitaraチケットセンター011-520-1234
東京フィルハーモニー交響楽団第889回サントリー定期シリーズ
サントリーホール大ホール19：00 指＝佐渡裕 出＝宮田まゆみ（笙） 曲＝武満
徹（セレモニアル-An Autumn Ode-）、ブルックナー（交響曲第9番） 料＝
SS15000S9000A8500B7000C5500 問＝東京フィルチケットサービス03-5353-9522
東京交響楽団フレッシュ名曲コンサート
三鷹市芸術文化センター風のホール19：00 指＝アドリアン・ペルション 出＝辻
彩奈（vn） 曲＝ベートーヴェン（ヴァイオリン協奏曲）、ビゼー（「アルルの
女」組曲第2番）他 料＝4500 問＝武蔵野文化事業団0422-54-2011

1 / 2 8 Sat.
若林かをり モーツァルト フルート四重奏曲全曲
しがぎんホール14：00 出＝若林かをり（fl）、佐藤一紀（vn）、他 曲＝バッハ
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（インベンションとシンフォニアより）、モーツァルト（フルート四重奏曲）
料＝3500学2000 問＝しがぎん経済文化センター077-526-0011
ミュージックアソシエイツセンダイ第12回演奏会
イズミティ21小ホール17：00 指＝遠藤和紀 曲＝ハイドン（交響曲第103番「太
鼓連打」）、フランセ（交響曲ト長調「ハイドンの思い出に」）他 料＝1000
問＝八木沼090-5359-4869
ハウスクエア ニューイヤーコンサート
ハウスクエア横浜ホール14：00 指＝久世武志 都筑オーケストラ 曲＝シベリ
ウス（フィンランディア）、モーツァルト（交響曲第31番「パリ」）他 料＝無料
問＝tsuzuki.orchestra.official@gmail.com
NHK交響楽団第1855回定期公演
NHKホール18：00 指＝下野竜也 出＝クリストフ・バラーティ（vn） 曲＝マ
ルティヌー（リディツェへの追悼）、ブラームス（ヴァイオリン協奏曲）他 料＝
S8800A7300B5700C4600D3600E1500ユースS5500A4500B3500C2500D1500 問＝N響
ガイド03-5793-8161
札幌交響楽団第596回定期演奏会
札幌コンサートホールKitara 14：00 指＝マックス・ポンマー 出＝高橋聖純
（fl） 曲＝バッハ（管弦楽組曲全曲） 料＝SS6500S5500A5500B5000C3000U25
1500 問＝Kitaraチケットセンター011-520-1234

1 / 2 9 Sun.
第16回NECチャリティコンサート
ミューザ川崎シンフォニーホール13：30 指＝稲垣征夫 NEC玉川吹奏楽団 曲＝
鹿野草平（よみがえる大地への前奏曲）、すぎやまこういち（「ドラゴンクエス
ト」によるコンサート・セレクション）他 料＝無料（任意による寄付方式）
問＝NECチャリティコンサート事務局03-3943-6677
陸上自衛隊第11旅団第42回定期演奏会
札幌コンサートホール Kitara 大ホール13：30 指＝山下顕 曲＝ストラヴィンス
キー（火の鳥）、真島俊夫（三つのジャポニスム）他 料＝無料（要応募） 問＝
陸上自衛隊第11旅団司令部総務課広報室011-581-3191内2151
磯部周平♪クラリネットな音楽会♪
雲南市加茂文化ホールラメール14：00 出＝磯部周平（cl）、他 曲＝モーツァル
ト（クラリネット、ヴィオラとピアノのための三重奏曲「ケーゲルシュタッ
ト」）、ブルッフ（クラリネットとヴィオラのための2重協奏曲）他 料＝2000高
校生以下1000 問＝雲南市加茂文化ホールラメール0854-49-8500
緑区吹奏楽団第5回定期演奏会
千葉市民会館大ホール13：30 指＝穴山和義 曲＝スパーク（オリエント急行）、
となりのトトロコンサート・バンドのためのセクション、他 料＝無料 問＝緑区
吹奏楽団info@midosui.com
柏市民吹奏楽団第56回演奏会
柏市民文化会館大ホール14：00 指＝米津俊広 曲＝コダーイ（ハンガリー民謡
「くじゃく」による変奏曲）、真島俊夫（波の見える風景）他 料＝前400当450小
学生以下無料 問＝kashiwa.city.swo@gmail.com
NHK交響楽団第1855回定期公演
NHKホール15：00 指＝下野竜也 出＝クリストフ・バラーティ（vn） 曲＝マ
ルティヌー（リディツェへの追悼）、ブラームス（ヴァイオリン協奏曲）他 料＝
S8800A7300B5700C4600D3600E1500ユースS5500A4500B3500C2500D1500 問＝N響
ガイド03-5793-8161
仲道郁代ピアノ・コンサート
サントリーホール大ホール14：00 指＝小林研一郎 東京フィルハーモニー交響楽
団 曲＝ショパン（ピアノ協奏曲第1番）、チャイコフスキー（ピアノ協奏曲第1
番）他 料＝S6000A5000B4000 問＝ジャパン・アーツぴあ03-5774-3040
アキラ先生とネバ〜ファミリー ジョイフルコンサート 川西市文化会館大ホール
14：00 指＝直場一夫、宮川彬良、他 出＝川西市吹奏楽団、ネバ〜ファミリー音
楽団 曲＝エル・カミーノ・レアル、シャル・ウィ・ダンス？、生業、他 料＝前
1000中高500当各300増小学生以下無料 問＝川西市吹奏楽団事務局072-740-1106
なるほど！オーケストラ〜大阪交響楽団コンサート〜
栂文化会館ホール14：00 指＝シズオ・Z・クワハラ 曲＝ドヴォルザーク（スラ
ブ舞曲第1番）、チャイコフスキー（バレエ組曲「眠りの森の美女」）他 料＝前
2500小1500当各500増 問＝堺市立栂文化会館072-296-0015
マイタウンオーケストラ広響
南区民文化センター14：00 指＝松元宏康 広島交響楽団 曲＝ビゼー（歌劇「カ
ルメン」第1幕への前奏曲）、エルガー（行進曲「威風堂々」第1番）他 料＝1500
子1000
高田馬場管絃楽団第89回定期演奏会
川口総合文化センター・リリアメインホール 15：00 指＝阿部未来 曲＝プッチ
ーニ（交響的前奏曲）、ベルリオーズ（幻想交響曲）他 料＝1000 問＝
http://www.babakan.com

Concert
1 / 3 0 Mon.
吉成行藏先生・似鳥健彦先生 追悼演奏会
東京文化会館小ホール17：00 曲＝バッハ（無伴奏ヴァイオリンのためのパルティ
ータ第2番よりシャコンヌ）、北爪道夫（歌う葦）他 料＝3000学1500 問＝東京
文化会館チケットサービス03-5685-0650

1 / 3 1 Tue.
読売日本交響楽団第566回定期演奏会
サントリーホール19：00 指＝オレグ・カエターニ 曲＝メシアン（彼方の閃光）
料＝S7500A6500B5500C3600 問＝読響チケットセンター0570-00-4390
新進演奏家育成プロジェクト オーケストラ・シリーズ第34回福岡
FFGホール18：30 指＝金洪才 出＝足立雄大（sax）、ゴウ芽里沙（pf）、他
九州交響楽団 曲＝グラズノフ（アルト・サクソフォーンと弦楽オーケストラのた
めの協奏曲）、ラヴェル（ピアノ協奏曲）他 料＝2500 問＝九響チケットサービ
ス092-823-0101

2 / 1 Wed.
都民芸術フェスティバル オーケストラシリーズNo.48 NHK交響楽団
東京芸術劇場コンサートホール19：00 指＝高関健 出＝青木尚佳（vn） 曲＝シ
ョスタコーヴィチ（バレエ組曲第1番）、チャイコフスキー（交響曲第4番）他
料＝A3800B2800C1800学A3000B2200C1400 問＝日本演奏連盟03-3539-5131

2 / 3 Fri.
バッハ・コレギウム・ジャパン ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》
東京オペラシティコンサートホール19：00 指＝鈴木雅明 曲＝ベートーヴェン
（ミサ・ソレムニス） 料＝S9000A7000B5000C4000 問＝東京オペラシティチケ
ットセンター03-5353-9999
アンサンブル・ミクストVol.3 チェコ〜室内楽の故郷を訪ねて〜
五反田文化センター音楽ホール19：00 出＝アンサンブル・ミクスト 曲＝スメタ
ナ（モルダウ）、レイハ（木管五重奏曲第8番）他 料＝3000学2000 問＝嵯峨0909741-1370
東京フィルハーモニー交響楽団第49回千葉市定期演奏会
京葉銀行文化プラザ18：30 指＝小林研一郎 出＝小山実稚恵（pf） 曲＝グリー
グ（ピアノ協奏曲）、ドヴォルザーク（交響曲第9番「新世界より」） 料＝4500
問＝東フィルチケットサービス03-5353-9522

2 / 4 Sat.
2017オーボエ・フェスティバル
横浜みなとみらいホール小ホール13：00 指＝宮川真人 出＝辻功（ob）、鷹栖美
恵子（ob）、他 曲＝西村朗（沈黙の秋）、ブランデンブルク協奏曲第1番より第1
楽章、他 料＝2000中高1000小500全体大合奏参加3000 問＝2017オーボエ・フェス
ティバル事務局festival.oboe@gmail.com
大阪交響楽団第95回名曲コンサート
ザ・シンフォニーホール13：30、17：00 指＝寺岡清高 曲＝モーツァルト（歌劇
「魔笛」） 料＝S3500A3000B1500 問＝06-6453-2333
名古屋フィルハーモニー交響楽団豊田市コンサートホールシリーズVol.4
豊田市コンサートホール16：00 指＝下野竜也 出＝ロマーン・ロパティンスキー
（pf）、豊田市ジュニアオーケストラ 曲＝シューマン（ピアノ協奏曲）、ドヴォ
ルザーク（交響曲第8番） 料＝1F5100 2F3100Y1000 問＝名フィル・チケットガ
イド052-339-5666
大阪んブラス・アンサンブル2017演奏会
ムラマツ・リサイタルホール新大阪18：30 曲＝メンデルスゾーン（オルガン・ソ
ナタ第1番）、アグレル（ジャイヴ・コンチェルト）他 料＝無料 問＝70-65255227
九州交響楽団第8回名曲・午後のオーケストラ
アクロス福岡シンフォニーホール14:00 指＝藤岡幸夫 出＝宮田大（vc） 曲＝ド
ヴォルザーク（スラヴ舞曲第3番、交響曲第9番「新世界より」）他 料＝
S6000A5000B4000学1500 問＝九響チケットサービス092-822-8855
東京フィルハーモニー交響楽団響の森クラシック・シリーズVol.59
文京シビックホール大ホール15：00 指＝小林研一郎 出＝小山実稚恵（pf）

曲＝グリーグ（ピアノ協奏曲）、ドヴォルザーク（交響曲第9番「新世界より」）
料＝S5000A4000B3000 問＝東フィルチケットサービス03-5353-9522
森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズ「さっぽろ：雪あかりの物語」
札幌コンサートホールKitara 14：00 指＝高関健 出＝牛田智大（pf) 札幌交響楽
団 曲＝グリーグ（「ペール・ギュント」第1組曲）、シベリウス（交響曲第2番）
他 料＝S4000A3000U25 1200 問＝Kitaraチケットセンター011-520-1234
東京交響楽団名曲全集第124回
ミューザ川崎シンフォニーホール14：00 指＝シーヨン・ソン 出＝三原麻里
（org） 曲＝バッハ（小フーガ）、ムソルグスキー（組曲「展覧会の絵」）他
料＝S6000A5000B4000C3000 問＝TOKYO SYMPHONYチケットセンター044-5201511
読売日本交響楽団第194回土曜マチネーシリーズ
東京芸術劇場コンサートホール14：00 指＝シルヴァン・カンブルラン 出＝シモ
ーネ・ラムスマ（vn） 曲＝チャイコフスキー（ヴァイオリン協奏曲、交響曲第5
番） 料＝S7500A5500B4500C3500 問＝読響チケットセンター0570-00-4390

2 / 5 Sun.
オオサカ・シオン・ウィンドオーケストラ第116回定期演奏会
ザ・シンフォニーホール14：00 曲＝ウェストサイド・ストーリーよりシンフォニ
ックダンス、パリのアメリカ人、吹奏情話「八尾」、他 料＝前S5000A4000B3000
当各500増ペア7000学各1000引 問＝オオサカ・シオン・ウィンドオーケストラ
0800-919-5508
広島交響楽団第23回福山定期演奏会
ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ大ホール15：00 指＝大友直人 出＝川久
保賜紀（vn） 曲＝ベートーヴェン（ヴァイオリン協奏曲）、ドヴォルザーク
（交響曲第8番） 料＝S4200A370B3200学1500 問＝リーデンローズ084-928-1810
名古屋フィルハーモニー交響楽団創立50周年記念浜松特別公演
アクトシティ浜松大ホール15：00 指＝下野竜也 出＝ロマーン・ロパティンスキ
ー（pf）、他 曲＝ドヴォルザーク（序曲「謝肉祭」、交響曲第8番）他 料＝
S5100A4100B3100C2100Y1000 問＝名フィル・チケットガイド052-339-5666
リコーフィルハーモニーオーケストラ第61回演奏会
ミューザ川崎シンフォニーホール13：30 指＝井崎正浩 曲＝ブラームス（ハイド
ンの主題による変奏曲）、ブルックナー（交響曲第9番） 料＝前1000当1500
問＝ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンター044-520-0200
足立吹奏楽団第38回定期演奏会
ギャラクシティ西新井文化ホール14：00 指＝林紀人、酒井達哉 曲＝真島俊夫
（三つのジャポニスム）、プロコフィエフ（バレエ音楽「ロメオとジュリエット」
より）他 料＝800高校生以下500 問＝渡邉050-3709-7714
船橋たちばな管弦楽団第８回 アンサンブルコンサート
二和公民館講堂14：00 曲＝フランセ（木管四重奏曲）、チャイコフスキー（弦楽
四重奏曲第1番より第4楽章）他 料＝無料 問＝窪田050-5899-8736
東京フィルハーモニー交響楽団第71回休日の午後のコンサート
東京オペラシティコンサートホール14：00 指＝小林研一郎 出＝小山実稚恵
（pf） 曲＝グリーグ（ピアノ協奏曲）、ドヴォルザーク（交響曲第9番「新世界
より」） 料＝S5700A4600B3100C2100 問＝03-5353-9522
読売日本交響楽団第194回日曜マチネーシリーズ
東京芸術劇場コンサートホール14：00 指＝シルヴァン・カンブルラン 出＝シモ
ーネ・ラムスマ（vn） 曲＝チャイコフスキー（ヴァイオリン協奏曲、交響曲第5
番） 料＝S7500A5500B4500C3500 問＝読響チケットセンター0570-00-4390

2 / 6 Mon.
JFM Early Brass Project Japan Vol.2
淀橋教会小原記念チャペル19：00 出＝ジャン＝フランソワ・マドゥフ（tp）、他
曲＝リュリ、フィリドール、ドラランドの作品 料＝前4000当4500学2500

2 / 7 Tue.
ジャン・フランソワ・マドゥフ氏によるマスタークラス
アーティストサロン“Dolce”東京14：00 料＝2000 問＝03-5909-1771

2 / 8 Wed.
本田雅人 B.B.STATION —Big Band Night—
第一生命ホール18：30 出＝本田雅人（sax）、エリック宮城（tp）、他 曲＝本
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Concert
田雅人（THEME FOR B.B.S.）他 料＝3500バルコニー2500 問＝トリトンアー
ツ・チケットデスク03-3532-5702
明日を担う音楽家たち
東京オペラシティコンサートホール19：00 指＝大井剛史 出＝川田修一（tp）、
宮西純（tub）、他 新日本フィルハーモニー交響楽団 曲＝テレマン（トランペ
ッ ト 協 奏 曲 ） 、 ウ ィ リ ア ム ズ （ チ ュ ー バ 協 奏 曲 ） 他 料 ＝ S3500ペ ア
6000A2500B1000 問＝日本オーケストラ連盟03-5610-7275

2 / 1 0 Fri.
都民芸術フェスティバル オーケストラシリーズNo.48
東京芸術劇場コンサートホール19：00 指＝三ツ橋敬子 出＝田中正也（pf） 東京
フィルハーモニー交響楽団 曲＝グリンカ（歌劇「イヴァン・スサーニン」序
曲）、チャイコフスキー（交響曲第6番「悲愴」）他 料＝A3800B2800C1800学
A3000B2200C1400 問＝日本演奏連盟03-3539-5131
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 唐津
唐津市民会館大ホール18：15 指＝広上淳一 出＝小林美樹（vn） 曲＝ベートー
ヴェン（交響曲第6番「田園」）、ラヴェル（ボレロ）他 料＝S6500A6000自
1F5500 3・4F5000高校生以下2000 問＝事務局 唐津日本フィルの会080-3909-1155

2 / 1 1 Sat.
Music Program TOKYO まちなかコンサートVol.3ムジカ・アモーレ
東京文化会館小ホール14：00 出＝コハーン・イシュトヴァーン（cl）、氏家亮
（hr）、他 曲＝マスネ（タイスの瞑想曲）、ピアソラ（アディオス・ノニーノ）
他 料＝1000 問＝東京文化会館チケットサービス03-5685-0650
渡辺克也 バレンタインコンサート＆葉山キュイジーヌ2017
葉山ホテル音羽ノ森別邸フレアージュ葉山11：30、17：30 出＝渡辺克也（ob）、
小林有沙（pf） 曲＝ウォルミズリー（ソナチネ第1番）、ヘッド（オーボエとピ
アノの為の3つの小品）他 料＝昼の部18000夜の部23000 問＝葉山ホテル音羽ノ
森046-857-0108
ドニゼッティ作曲 歌劇 連隊の娘
びわ湖ホール中ホール14：00 指＝園田隆一郎 大阪交響楽団 曲＝ドニゼッティ
（歌劇「連隊の娘」） 料＝5000青少年2000シアターメイツ1000 問＝びわ湖ホー
ルチケットセンター077-523-7136
マイタウンオーケストラ広響
安芸区民文化センター14：00 指＝ナオコ・グリュンベルク・サカイ 広島交響楽
団 曲＝ビゼー（歌劇「カルメン」第1幕への前奏曲）、エルガー（行進曲「威風
堂々」第1番）他 料＝1500子1000
名古屋フィルハーモニー交響楽団創立50周年記念岐阜特別演奏会
サラマンカホール16：00 指＆Vn＝ライナー・ホーネック 曲＝メンデルスゾー
ン（劇音楽「真夏の夜の夢」）、シュトラウス（ワルツ「美しく青きドナウ」）他
料＝S5100A3600Y1000 問＝名フィル・チケットガイド052-339-5666
NHK交響楽団第1856回定期公演
NHKホール18：00 指＝パーヴォ・ヤルヴィ 出＝クセニア・シドロヴァ（アコ
ーディオン） 曲＝ペルト（シルエット—ギュスターヴ・エッフェルへのオマージ
ュ）、シベリウス（交響曲第2番）他 料＝S8800A7300B5700C4600D3600E1500ユー
スS5500A4500B3500C2500D1500 問＝N響ガイド03-5793-8161
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 長崎
長崎ブリックホール大ホール13：15 指＝広上淳一 出＝小林美樹（vn） 曲＝ベ
ー ト ー ヴ ェ ン （ 交 響 曲 第 6番 「 田 園 」 ） 、 ラ ヴ ェ ル （ ボ レ ロ ） 他 料 ＝
S6500A6000B5500C5000高校生以下3000 問＝ローソンチケット0570-084-008
読売日本交響楽団第93回みなとみらいホリデー名曲シリーズ
横浜みなとみらいホール14：00 指＝小林研一郎 出＝宮田大（vc） 曲＝ドビュ
ッシー（小組曲）、サン＝サーンス（交響曲第3番「オルガン付き」） 料＝
S7500A6500B5500C3500 問＝読響チケットセンター0570-00-4390

2 / 1 2 Sun.
相模原ジュニアオーケストラ
相模女子大学グリーンホール大ホール14：00 指＝齊藤一郎 出＝永峰高志（vn）
曲＝グリーグ（「ペール・ギュント」第1組曲）、ドヴォルザーク（交響曲第9番
「新世界より」）他
料＝700 問＝チケットMove 042-742-9999
プリモアンサンブル東京第29回定期演奏会 1回目公演
めぐろパーシモンホール大ホール13：00 指＝上原圭詞 曲＝チャイコフスキー
（スラブ行進曲）、ウェバー（ミュージカル「オペラ座の怪人」より）他 料＝
1000小学生以下無料 問＝アートミュージック03-6382-9675
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プリモアンサンブル東京第29回定期演奏会 2回目公演
めぐろパーシモンホール大ホール16：30 指＝上原圭詞 曲＝チャイコフスキー
（スラブ行進曲）、ネリベル（二つの交響的断章）他 料＝1000小学生以下無料
問＝アートミュージック03-6382-9675
ドニゼッティ作曲 歌劇 連隊の娘
びわ湖ホール中ホール14：00 指＝園田隆一郎 大阪交響楽団 曲＝ドニゼッティ
（歌劇「連隊の娘」） 料＝5000青少年2000シアターメイツ1000 問＝びわ湖ホー
ルチケットセンター077-523-7136
第26回石川県警察音楽隊定期演奏会
本多の森ホール13：30 曲＝行進曲「美中の美」、歌劇「ローエングリン」より、
ドラゴンクエストによるコンサートセレクション、他 料＝無料 問＝石川県警察
音楽隊広報室076-225-0110内2143
マイタウンオーケストラ広響
佐伯区民文化センター14：00 指＝ナオコ・グリュンベルク・サカイ 広島交響楽
団 曲＝ビゼー（歌劇「カルメン」第1幕への前奏曲）、エルガー（行進曲「威風
堂々」第1番）他 料＝1500子1000
保土ケ谷コミュニティオーケストラ第28回定期演奏会
横浜みなとみらいホール大ホール13：30 指＝西田博 曲＝ワーグナー（歌劇「タ
ンホイザー」序曲）、ブラームス（交響曲第1番）他 料＝前800当1000 問＝坂下
090-9362-1275
第4回東京都高等学校吹奏楽の饗演 “響き渡る”
オリンパスホール八王子14：00 出＝東京都立片倉高等学校吹奏楽部/八王子学園
八王子高等学校吹奏楽部/東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部/東海大学付属菅生
高等学校吹奏楽部 料＝指1・2F1000 2・3F800自800高校生以下700 問＝オリンパ
スホール八王子042-655-0802
NHK交響楽団第1856回定期公演
NHKホール15：00 指＝パーヴォ・ヤルヴィ 出＝クセニア・シドロヴァ（アコ
ーディオン） 曲＝ペルト（シルエット—ギュスターヴ・エッフェルへのオマージ
ュ）、シベリウス（交響曲第2番）他 料＝S8800A7300B5700C4600D3600E1500ユー
スS5500A4500B3500C2500D1500 問＝N響ガイド03-5793-8161
東京交響楽団モーツァルト・マチネ第28回
ミューザ川崎シンフォニーホール11：00 指＝尾高忠明 出＝北村朋幹（pf）
曲＝モーツァルト（ピアノ協奏曲第21番、交響曲第35番「ハフナー」）他 料＝
3500 問＝TOKYO SYMPHONYチケットセンター044-520-1511
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 福岡
アクロス福岡シンフォニーホール13：15 指＝広上淳一 出＝金子三勇士（pf）
曲＝モーツァルト（交響曲第32番）、リムスキー＝コルサコフ（交響組曲「シェエ
ラザード」）他 料＝S6500A6000B5500C5000高校生以下4000 問＝日本フィル福
岡公演実行委員会092-781-7270

2 / 1 4 Tue.
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 熊本
熊本県立芸術劇場コンサートホール18：15 指＝広上淳一 出＝金子三勇士（pf）
曲＝モーツァルト（交響曲第32番）、リムスキー＝コルサコフ（交響組曲「シェエ
ラザード」）他 料＝S7000A6000B4500 問＝096-354-2129

2 / 1 5 Wed.
洗足学園音楽大学トロンボーン研究会第32回定期演奏会
みなとみらいホール小ホール18：30 曲＝メンケン（美女と野獣）、チャイコフス
キー（交響曲第5番より）他 料＝1000 問＝マルイ090-3223-8572
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 大分
iichikoグランシアタ19：00 指＝広上淳一 出＝金子三勇士（pf） 曲＝ブラーム
ス（大学祝典序曲）、ベートーヴェン（交響曲第6番「田園」）他 料＝
S7000A6000B5000学2000 問＝日本フィル大分公演実行委員会事務局080-4289-3134
（10〜17時）

2 / 1 6 Thu.
有田正広＆東條茂子デュオコンサート
ムジカーザ19：00 出＝有田正広（fl）、東條茂子（fl） 曲＝バッハ（二重奏
曲）、クーラウ（3つの協奏的二重奏曲より第1番）他 料＝4000学3000 問＝東京
文化会館チケットサービス03-5685-0650
広島交響楽団フラグシップ・コンサート
広島文化学園HBGホール18：45 指＝秋山和慶 出＝シャルル・リシャール＝アム

Concert
ラン（pf） 曲＝藤倉大（infinite string）、ベートーヴェン（交響曲第5番「運
命」）他 料＝S5200A4700B4200学1500 問＝広響事務局082-532-3080
2016年度大阪音楽大学・大阪音楽大学短期大学部ジャズ・コンサート
大阪音楽大学ミレニアムホール18：30 出＝大阪音楽大学・大阪音楽大学短期大学
部ジャズ専攻生 曲＝GEORGIA ON MY MIND、TALL COTTON、88 BASIE
STREET、他 料＝1000 問＝大阪音楽大学コンサート・センター06-6334-2242
かーるクラシック イブニングコンサート第25回須川展也サクソフォンリサイタル
豊田市コンサートホール19：00 出＝須川展也（sax）、小柳美奈子（pf） 曲＝
カッチーニ（アヴェ・マリア）、石川亮太（日本民謡による狂詩曲）他 料＝500
問＝豊田市コンサートホール・能楽堂事務室0656-35-8200
新進演奏家育成プロジェクト オーケストラ・シリーズ第36回札幌
札幌コンサートホールKitara 19：00 指＝円光寺雅彦 出＝佐藤友美（fl）、島方
瞭（vn）、他 札幌交響楽団 曲＝ライネッケ（フルート協奏曲）、ドヴォルジ
ャーク（ヴァイオリン協奏曲）他 料＝2500 問＝Kitaraチケットセンター011-5201234

2 / 1 7 Fri.
京都市交響楽団第609回定期演奏会
京都コンサートホール19:00 指＝鈴木秀美 曲＝バッハ（チェロ協奏曲）、ベート
ーヴェン（交響曲第5番） 料＝S5000A4500B3500P2000 問＝京都コンサートホー
ル075-711-3231
Music Program TOKYO プラチナ・シリーズ第5回渡辺貞夫
東京文化会館小ホール19：00 出＝渡辺貞夫（sax）、ケントリック・スコット
（dr）、他 料＝S5000A4000B2500 問＝東京文化会館チケットサービス03-56850650
宮村和宏オーボエリサイタル
ヤマハホール19：00 出＝宮村和宏（ob）、鈴木優人（pf）、他 曲＝モーツァル
ト（オーボエ四重奏曲、グラン・パルティータ）他 料＝前3500学2500当各500増
問＝イマジン・チケットセンター03-3235-3777
九州交響楽団第356回定期演奏会
アクロス福岡シンフォニーホール19:00 指＝リュウ・シャオチャ 出＝郷古廉
（vn） 曲＝メンデルスゾーン（フィンガルの洞窟）、メンデルスゾーン（交響
曲第3番「スコットランド」） 料＝S5200A4200B3100学1100 問＝九響チケット
サービス092-823-0101
上野学園大学 演奏家コース 協奏曲演奏会
石橋メモリアルホール19：00 指＝下野竜也 出＝金山佑真（sax）、小栗直泰
（ob）、他 上野学園大学管弦楽団 曲＝トマジ（サクソフォン協奏曲）、シュト
ラウス（オーボエ協奏曲）他 料＝1500 問＝上野学園大学事務部演奏課03-38421020
第33回国立音楽大学トランペット専攻性によるコンサート
府中の森芸術劇場ウィーンホール19：00 曲＝ムソルグスキー（展覧会の絵）、バ
ーンスタイン（ウエストサイドストーリー）他 問＝鈴木080-6759-1381
NHK交響楽団第1857回定期公演
NHKホール19：00 指＝パーヴォ・ヤルヴィ 出＝諏訪内晶子（vn） 曲＝シベ
リウス（ヴァイオリン協奏曲）、ショスタコーヴィチ（交響曲第10番）他 料＝
S8800A7300B5700C4600D3600E1500ユースS5500A4500B3500C2500D1500 問＝N響
ガイド03-5793-8161
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 佐賀
佐賀市文化会館大ホール19：00 指＝広上淳一 出＝金子三勇士（pf） 曲＝ブラ
ームス（大学祝典序曲）、ベートーヴェン（交響曲第6番「田園」）他 料＝
SS7000S6500A6500B4000当各500増大学生以下各半額（SS除く） 問＝佐賀市文化
会館0952-32-3000

2 / 1 8 Sat.
第28回大阪音楽大学学生オペラ
ザ・カレッジ・オペラハウス15：00 指＝新通英洋 大阪音楽大学管弦楽団 曲＝
モーツァルト（フィガロの結婚） 料＝2000シルバー小中高1000 問＝大阪音楽大
学コンサート・センター06-6334-2242
スペシャル・ジョイント・コンサート
愛知県芸術劇場コンサートホール16：00 指＝小泉和裕 出＝愛知県立芸術大学管
弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団 曲＝寺井尚行（祝典のための音楽）、
レスピーギ（交響詩「ローマの松」）他 料＝セレクト・プラチナ10300プラチナ
7700S5100A4100B3100C2100D1500Y1000 問＝名フィル・チケットガイド052-3395666
NHK交響楽団第1857回定期公演
NHKホール15：00 指＝パーヴォ・ヤルヴィ 出＝諏訪内晶子（vn） 曲＝シベ

リウス（ヴァイオリン協奏曲）、ショスタコーヴィチ（交響曲第10番）他 料＝
S8800A7300B5700C4600D3600E1500ユースS5500A4500B3500C2500D1500 問＝N響
ガイド03-5793-8161
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 北九州
アルモニーサンク北九州ソレイユホール14：00 指＝広上淳一 出＝金子三勇士
（pf） 曲＝モーツァルト（交響曲第32番）、ベートーヴェン（交響曲第6番「田
園」）他 料＝RS7000SS6000S5500A4500学3500 問＝日本フィル北九州公演実行
委員会事務局090-4997-5500
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第304回定期演奏会
東京オペラシティコンサートホール14：00 指＝鈴木雅明 曲＝ウェーベルン（パ
ッサカリア）、バルトーク（管弦楽のための協奏曲）他
料＝
S6300A5300B4200C3200PS4800PA4000U20 1000U30 2000 問＝東京シティ・フィル
チケットサービス03-5624-4002

2 / 1 9 Sun.
音楽の花束 秋 〜広響名曲コンサート〜
広島国際会議場フェニックスホール15：00 指＝秋山和慶 出＝前橋汀子（vn）
広島交響楽団 曲＝メンデルスゾーン（ヴァイオリン協奏曲）、ドヴォルザーク
（交響曲第9番「新世界より」）他 料＝S4200ぺア6400A3200B2200学1500 問＝広
響事務局082-532-3080
市立川口高校吹奏楽部卒業生によるスペシャルコンサート 響華
川口総合文化センターリリアメインホール14：00 指＝菊地孝至 出＝市立川口高
校吹奏楽部 曲＝ハンソン（ディエス・ナタリス）、リード（エルサレム讃歌）他
料＝指200自800中高500小学生以下無料 問＝チケットペイhttps://ticketpay.jp/
第28回大阪音楽大学学生オペラ
ザ・カレッジ・オペラハウス14：00 指＝新通英洋 大阪音楽大学管弦楽団 曲＝
モーツァルト（フィガロの結婚） 料＝2000シルバー小中高1000 問＝大阪音楽大
学コンサート・センター06-6334-2242
博多ウインドオーケストラ第23回定期演奏会
福岡県立ももち文化センターももちパレス14：00 指＝清水万敬 曲＝ライニキー
（神々の運命）、リード（春の猟犬）他 料＝無料 問＝吉岡090-5934-6296
さくらぴあ市民オペラ第19回コンサート「きらめく音の宝石箱」
はつかいち文化ホールさくらぴあ大ホール14：00 指＝山路進朗 さくらぴあ市民
オペラ合唱団・管弦楽団 曲＝ワーグナー（「ニュルンベルクのマイスタージンガ
ー」より第1幕への前奏曲）、プッチーニ（「蝶々夫人」より「ある晴れた日
に」）他 問＝さくらぴあ事務室0829-20-0111
パーカッション アンサンブル “ポットベリー” 第34回演奏会
福岡市立南市民センター文化ホール14：00 曲＝ハチャトゥリアン（舞踏組曲「ガ
イーヌ」より）他 料＝1000高校生以下800
習志野シンフォニックブラス第19回演奏会
習志野文化ホール13：30 指＝須藤信也 曲＝はてしなき大空への讃歌、エルサレ
ム讃歌、ロメオとジュリエット、他 料＝前600当700団体割引500未就学児無料
問＝袴田047-411-7796
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 大牟田
大牟田文化会館大ホール14：00 指＝広上淳一 出＝小林美樹（vn） 曲＝ブラー
ムス（大学祝典序曲）、ベートーヴェン（交響曲第6番「田園」）他 料＝ロイヤ
ル7000S6500A6000B5500C3500高校生以下S3500A3000 問＝大牟田日本フィルの会
事務局0944-53-0430

2 / 2 1 Tue.
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 鹿児島
宝山ホール19：00 指＝広上淳一 出＝金子三勇士（pf） 曲＝モーツァルト（交
響曲第32番）、リムスキー＝コルサコフ（交響組曲「シェエラザード」）他 料＝
S6500A5500B4500親子8000親子子12000高大2500 問＝日本フィル鹿児島公演実行委
員会チケット案内窓口099-225-0339

2 / 2 2 Wed.
N響横浜スペシャル パーヴォ・ヤルヴィ指揮 マーラー「悲劇的」
横浜みなとみらいホール大ホール19：00 指＝パーヴォ・ヤルヴィ NHK交響楽
団 曲＝武満徹（弦楽のためのレクイエム）、マーラー（交響曲第6番「悲劇
的」） 料＝S8800A7300B5700C4600ユースS5500A4500B3500C2500 問＝N響ガイ
ド03-5793-8161
大阪交響楽団第208回定期演奏会
ザ・シンフォニーホール19：00 指＝外山雄三 出＝横山幸雄（pf） 曲＝ベート
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Concert
ーヴェン（ピアノ協奏曲第4番）、チャイコフスキー（交響曲第6番「悲愴」）
料＝S6000A5000B35002500D1000オルガン2000 問＝ザ・シンフォニーホールチケ
ットセンター06-6453-2333
大阪フィルハーモニー交響楽団第50回東京定期演奏会
東京芸術劇場コンサートホール19：00 指＝井上道義 曲＝ショスタコーヴィチ
（ 交 響 曲 第 11番 「 1905年 」 、 交 響 曲 第 12番 「 1917年 」 ） 他
料＝
S6000A5000B4000C3000 問＝カジモト・イープラス0570-06-9960
上野学園大学・同短期大学部第4回 ウィンド・アンサンブル定期演奏会
石橋メモリアルホール19：00 指＝下野竜也 出＝佐藤まどか（vn） 曲＝シェー
ンベルク（主題と変奏）、兼田敏（シンフォニックバンドのためのパッサカリア）
他 料＝1000 問＝上野学園大学事務部演奏課03-3842-1020
第42回九州公演 日本フィル in KYUSYU 2017 宮崎
メディキット県民文化センター19：00 指＝広上淳一 出＝小林美樹（vn） 曲＝
ブラームス（大学祝典序曲）、ベートーヴェン（交響曲第6番「田園）他 料＝
S6500A6000B5000F4000大学生以下2000 問＝日本フィル宮崎公演実行委員会事務
局0985-69-6353

2 / 2 3 Thu.
N響横浜スペシャル パーヴォ・ヤルヴィ指揮 マーラー「悲劇的」
横浜みなとみらいホール大ホール15：00 指＝パーヴォ・ヤルヴィ NHK交響楽
団 曲＝武満徹（弦楽のためのレクイエム）、マーラー（交響曲第6番「悲劇
的」） 料＝S8800A7300B5700C4600ユースS5500A4500B3500C2500 問＝N響ガイ
ド03-5793-8161
東京フィルハーモニー交響楽団第107回東京オペラシティ定期シリーズ
東京オペラシティコンサートホール19：00 指＝ミハイル・プレトニョフ 出＝ア
ンドレイ・イオニーツァ（vc） 曲＝プロコフィエフ（交響的協奏曲）、ストラヴ
ィンスキー（バレエ組曲「火の鳥」）他 料＝SS15000S1000A8500B7000C5500
問＝東京フィルチケットサービス03-5353-9522

2 / 2 4 Fri.
シエナ サックス＆ビーツ
相模原南市民ホール18：00 出＝シエナ・サックス、他 曲＝ルパン三世のテー
マ、情熱大陸のテーマ、宝島、他 料＝1500高校生以下1000 問＝チケットMove
042-742-9999
名古屋フィルハーモニー交響楽団第443回定期演奏会
愛知県芸術劇場コンサートホール18：45 指＝川瀬賢太郎 出＝上野星矢（fl）、
他 曲＝ハチャトゥリアン（フルート協奏曲）、プロコフィエフ（カンタータ「ア
レクサンドル・ネフスキー」）他 料＝S6200A5100B4100C3100Y1000 問＝名フィ
ル・チケットガイド052-339-5666
都民芸術フェスティバル オーケストラシリーズNo.48 読売日本交響楽団
東京芸術劇場コンサートホール19：00 指＝ミヒャエル・バルケ 出＝シャルル・
リシャール＝アムラン（pf） 曲＝ウェーバー（歌劇「魔弾の射手」序曲）、シュ
ーマン（交響曲第1番「春」）他 料＝A3800B2800C1800学A3000B2200C1400
問＝日本演奏連盟03-3539-5131
新日本フィルハーモニー交響楽団第569回トパーズ＜トリフォニー・シリーズ＞
すみだトリフォニーホール19：00 指＝クシシュトフ・ヤブウォンスキ 曲＝モニ
ューシュコ（歌劇「パリア」序曲）、シマノフスキ（交響曲第2番）他 料＝
S7000A6000B5000C4000 問＝新日本フィル・チケットボックス03-5610-3815

2 / 2 5 Sat.
音楽との出会いII 室内楽の愉しみ 広島・三原公演
三原市芸術文化センターポポロホール15：00 出＝新垣隆（pf）、西尾郁子
（cl）、他 曲＝バルトーク（コントラスツ）、新垣隆（委嘱新作）他 料＝4000
シニア3000 問＝三原市芸術文化センター0848-81-0886
名古屋フィルハーモニー交響楽団第443回定期演奏会
愛知県芸術劇場コンサートホール16：00 指＝川瀬賢太郎 出＝上野星矢（fl）、
他 曲＝ハチャトゥリアン（フルート協奏曲）、プロコフィエフ（カンタータ「ア
レクサンドル・ネフスキー」）他 料＝S6200A5100B4100C3100Y1000 問＝名フィ
ル・チケットガイド052-339-5666
フロイデ・シンフォニーオーケストラ第43回定期演奏会
杉並公会堂大ホール18：30 指＝加藤晃 曲＝シューベルト（交響曲第7番「未完
成」）、チャイコフスキー（交響曲第3番「ポーランド」）他 料＝1000 問＝フ
ロイデ音楽事務局freudeinfo@gmail.com
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Across the Universe Wind Orchestra 第11回定期演奏会
江戸川区総合文化センター大ホール13：45 指＝齊藤翼、遠山智史、他 曲＝樽屋
雅徳（絵のない絵本）、ドラゴンクエストによるコンサート・セレクション、他
料＝無料 問＝http://auwo.yokinihakarae.com/
新日本フィルハーモニー交響楽団第569回トパーズ＜トリフォニー・シリーズ＞
すみだトリフォニーホール14：00 指＝クシシュトフ・ヤブウォンスキ 曲＝モニ
ューシュコ（歌劇「パリア」序曲）、シマノフスキ（交響曲第2番）他 料＝
S7000A6000B5000C4000 問＝新日本フィル・チケットボックス03-5610-3815

2 / 2 6 Sun.
河内長野ラブリーホール合唱団演奏会
ラブリーホール大ホール15：00 指＝寺岡清高 大阪交響楽団 曲＝ブラームス
（ドイツレクイエム） 料＝4000学1500 問＝ラブリーホール0721-56-6100
音楽との出会いII 室内楽の愉しみ 東京公演
Hakuju Hall 19：00 出＝新垣隆（pf）、西尾郁子（cl）、他 曲＝バルトーク（コ
ントラスツ）、新垣隆（委嘱新作）他 料＝4000学2500 問＝ムジカアキラ036431-8186
広島交響楽団第367回定期演奏会
広島文化学園HBGホール15：00 指＝クレメンス・シュルト 出＝ケマル・ゲキチ
（pf） 曲＝メンデルスゾーン（序曲「美しいメルジーネの物語」）、シューマン
（交響曲第1番「春」）他 料＝S5200A4700B4200学1500 問＝広響事務局082-5323080
シンフォニエッタ静岡第47回定期公演
グランシップ中ホール14：00 指＝中原朋哉 曲＝ワーグナー（ジークフリート牧
歌 ） 、 マ ー ラ ー （ 交 響 曲 第 9番 ） 料 ＝ SS5000S5000A4000B3500 問 ＝
http://www1.odn.ne.jp/ssj/
筑波研究学園都市吹奏楽団 午後の演奏会20
牛久市中央生涯学習センター文化ホール14：00 指＝野宮敏明 曲＝ミュージカル
「アニー」ハイライト、アメリカン・グラフィティXXII、他 料＝無料 問＝実
行委員会080-4122-8231
学習院輔仁会音楽部第44回卒業演奏会
学習院創立百周年記念会館正堂14：00 曲＝モーツァルト（オーボエ協奏曲第1楽
章 ） 、 ド ヴ ォ ル ザ ー ク （ 交 響 曲 第 7番 第 4楽 章 ） 他 料 ＝ 無 料 問 ＝
gho.sotsuen@gmail.com
茨城クラリネットフェスティバル2017
駿優教育会館大ホール13：00 指＝吉成隆一、萩原健 出＝太田友香、箱崎由衣、
他 曲＝ネリベル（コラールとダンツァ）、ホルスト（第一組曲）他 料＝500
問＝清水090-1535−9567
ニューフィルハーモニック大阪第20回定期演奏会
いずみホール13：30 指＝橋本徹雄 曲＝ブラームス（大学祝典序曲）、サン＝サ
ーンス（交響曲第3番「オルガン付き」）他 料＝1500 問＝ニューフィルハーモ
ニック大阪事務局070-4313-6955
東京フィルハーモニー交響楽団第809回オーチャード定期演奏会
Bunkamuraオーチャードホール15：00 指＝ミハイル・プレトニョフ 出＝アンド
レイ・イオニーツァ（vc） 曲＝プロコフィエフ（交響的協奏曲）、ストラヴィン
スキー（バレエ組曲「火の鳥」）他 料＝SS15000S1000A8500B7000C5500 問＝東
京フィルチケットサービス03-5353-9522
東京都交響楽団第825回定期演奏会
東京芸術劇場コンサートホール14：00 指＝ダニエーレ・ルスティオーニ 曲＝デ
ュカス（交響詩「魔法使いの弟子」）、ベルリオーズ（幻想交響曲）他 料＝
S6500A5500B4500C350P2500 問＝都響ガイド03-3822-0727
日本フィルオーケストラ探検「みる・きく・さわるオーケストラ」
杉並公会堂9：30、13：45 指＝海老原光 曲＝ヴィヴァルディ（「四季」より
「春」）、ストラヴィンスキー（バレエ音楽「火の鳥」より） 料＝2500ひざ上無
料 問＝日本フィル・サービスセンター03-5378-5911
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大阪音楽大学短期大学部第22回吹奏楽演奏会
ザ・カレッジ・オペラハウス18：00 指＝小野川昭博 大阪音楽大学短期大学部吹
奏楽団 曲＝2017年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より、ウィーラン（リバーダ
ンス）他 料＝1000 問＝大阪音楽大学コンサート・センター06-6334-2242

