
京都コンサートホール
2018年度公演ラインナップ速報発表！

2018年度も注目アーティストが多数登場する、京都コンサートホール公演ラインナップ。
お気に入りの公演をチェックして、ぜひ京都コンサートホールへご来場ください！

まずご紹介したいのは、大ホールで開催される公演です。
「世界の響きを京都から」――「スロヴァキア・フィルハーモ
ニー管弦楽団」 (6/22) 、「NDRエルプフィルハーモニー管弦
楽団（旧ハンブルク北ドイツ放送交響楽団」 (11/1) 、「パリ管
弦楽団」 (12/14) が京都コンサートホールにやってきます。特
に注目したいのは、2017年に名称変更した「NDRエルプフィル
ハーモニー管弦楽団」です。通称「エルプフィル」は「世界一
美しい音色」を持つと称されているオーケストラ。タクトをとるの
はアラン・ギルバート（写真①）、そしてピアノにエレーヌ・グリ
モー（②）を招き、ドイツの正統派オケの音色を響かせます。

「京響スーパーコンサート“ミッシャ・マイスキー×京都市交響
楽団”」(9/5) も注目の公演です。マイスキー（③）がソロで京響
と共演するのは今回が初めて！ドヴォルザークの《チェロ協奏
曲》で、マエストロ広上淳一（④）との濃密な掛け合いを披露し
ます。以上4公演は、お得なセット券があります！詳細は京都
コンサートホールHPまたはチラシをご覧ください。

2018年度の「オムロン パイプオルガンコンサートシリーズ」は
豪華2本立て！「一番星のオルガン奏者」を意味する「オルガ
ニスト・エトワール」シリーズ (9/8) では、いま期待の若手女流
オルガニスト大木麻理（⑤）、「世界のオルガニスト」シリーズ
(19/2/23) ではチェコの巨匠アレシュ・バールタ（⑥）を招聘し
て、パイプオルガンのために書かれた珠玉の名曲を奏でます。

2018年の京都・パリ友情盟約締結60周年を記念して開催する
「パリ木の十字架少年合唱団」 (12/1) では、友情出演に京都
市少年合唱団を迎え、天使の歌声を披露します（⑦）。

毎年大好評を博している「第22回京都の秋 音楽祭 開会記念

コンサート」(9/16)、「第8回関西の音楽大学オーケストラ・

フェスティバル」 (9/24)、「第14回京都市ジュニアオーケストラ
コンサート」 (19/1/27) も見逃せません！

次にアンサンブルホールムラタの公演をご紹介しましょう。
京都・パリ友情盟約締結60周年/日仏友好160周年を迎える
2018年、フランスの作曲家クロード・ドビュッシーも没後100年
を数えます。それを記念して開催される「光と色彩の作曲家 ク
ロード・ドビュッシー」では、3回 (10/13, 11/10・23) にわたって
ドビュッシーの魅力に迫ります。第1回に出演するピアニストで
作曲家の中川俊郎（⑧）らによる演奏、第2回に出演するフ
ルート奏者の大嶋義実（⑨）やハープ奏者の福井麻衣（⑩）ら
による室内楽、第3回でピアノ・リサイタルを開催するパスカル・
ロジェ（⑪）によるパフォーマンスをお楽しみいただきます。お
得な「セット券」（限定100）や30歳以下のお客様ならどなたでも
ご購入いただける「U-30券」（各公演限定50）も要チェック！

最近ではチケットが早々とソールド・アウトになってしまう人気
シリーズ「田隅靖子館長のおんがくア・ラ・カルト♪」にも豪華
アーティストが勢揃い。第26回のヴァイオリニスト弓新 (6/26)、
第27回のピアニスト萬谷衣里 (8/10)、第28回のトランペット奏
者 上田じん (11/29)、第29回のバンドネオン奏者 生水敬一朗
(19/2/8) が出演します。

その他にも、いま旬の海外トップアーティストが演奏を繰り広げ
る「北山クラシック倶楽部」シリーズや、おなじみ「京響メン
バーによるアンサンブル」シリーズ、そしてさまざまな年代の
方々に音楽を身近に感じて頂く「あけてみよう！“音楽のトビ
ラ”」 (7/26) も開催。
2018年度も京都コンサートホールにどうぞご期待ください！
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■大ホール　 ■アンサンブルホールムラタ　*共催公演

2018年 日時 公演名 出演 料金

14日（木）19時
【北山クラシック倶楽部2018】

ベルギー金管アンサンブル*
ベルギー金管アンサンブル

全席指定 一般 3,000円★

学生 2,000円 小学生 500円

22日（金）19時 スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団*
ダニエル・ライスキン（指揮）
アンナ・ヴィニツカヤ（ピアノ）

S 9,000円★　A 7,000円★

B 5,000円　 　C 3,000円

26日（火）11時
【田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト♪”】
第26回“Salon de Paris～フランス近代の作曲家たち”

弓 新（ヴァイオリン）
船橋美穂（ピアノ）

全席自由　500円

5日（木）19時
【京響メンバーによるアンサンブル】

ラ・メリ メロ アンサンブルVol.3*
ラ・メリ メロ アンサンブル

全席自由 一般 3,000円

学生・シニア 1,500円

26日（木）14時 あけてみよう！“音楽のトビラ”
吉野直子（ハープ）
宮田まゆみ（笙）

全席自由 おとな 2,000円

こども（5～18歳） 1,000円

8月 10日（金）11時
【田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト♪”】
第27回“シューベルト×リスト～ふたりのフランツ”

萬谷衣里（ピアノ） 全席自由　500円

5日（水）19時
【京響スーパーコンサート】
ミッシャ・マイスキー×京都市交響楽団

広上淳一（指揮）
ミッシャ・マイスキー（チェロ）

S 9,000円★　A 7,000円★

B 5,000円    　C 3,000円

8日（土）14時
【オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ】

Vol.62「オルガニスト・エトワール」
大木麻理（オルガン）
大多和正樹（和太鼓）

全席自由　一般 1,000円

高校生以下 500円

16日（日）14時
「第22回京都の秋 音楽祭」
開会記念コンサート

井上道義（指揮）
京都市交響楽団(管弦楽）

全席指定 2,000円

19日（水）19時
【北山クラシック倶楽部2018】

デュメイ&関西フィル　スペシャルコンサート*
オーギュスタン・デュメイ（ヴァイオリン）
上田晴子（ピアノ）ほか

全席指定 一般 4,000円★

学生（25歳以下） 2,000円

24日（月・祝）15
時

第8回 関西の音楽大学オーケストラ・フェスティバル
IN 京都コンサートホール*

秋山和慶（指揮）
全席自由　一般 1,500円

高校生以下 500円

11日（木）19時
【北山クラシック倶楽部2018】

The Bass Gang（ザ・ベース・ギャング）*
The Bass Gang（コントラバス四重奏）

全席指定 一般 4,000円★

学生（25歳以下） 2,000円

13日（土）14時
【光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー】
第1回「ドビュッシーの“ド”から“シ”まで」

岡田暁生（ナビゲーター・レクチャー）
中川俊郎、小坂圭太（ピアノ）

全席指定 一般 3,000円★

当日指定 U-30 1,500円（限定50枚）

31日（水）19時
【北山クラシック倶楽部2018】

ハバネラ サクソフォン・カルテット＆
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット*

ハバネラ サクソフォン・カルテット
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット

全席指定 一般 4,000円★

学生（25歳以下） 2,000円

1日（木）19時
NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団
（旧 ハンブルク北ドイツ放送交響楽団）

アラン・ギルバート（指揮）
エレーヌ・グリモー（ピアノ）

S 16,000円★　A 14,000円★

B 12,000円　C 9,000円  D 5,000円

8日（木）19時
【京響メンバーによるアンサンブル】

京都 ラ ビッシュ アンサンブル Vol.15*
京都 ラ ビッシュ アンサンブル

全席自由 一般 3,000円

学生・シニア 1,500円

10日（土）14時
【光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー】
第2回「ベル・エポック―サロン文化とドビュッシー」

椎名亮輔（ナビゲーター・レクチャー）
サロメ・アレール（ソプラノ）永野英樹（ピアノ）
大嶋義実（フルート）福井麻衣（ハープ）
石川静（ヴァイオリン）細川泉（ヴィオラ）

全席指定 一般 4,000円★

当日指定 U-30 2,000円（限定50枚）

20日（火）19時
【京響メンバーによるアンサンブル】

京都しんふぉにえった～アレンジ de ガラ Vol.2～*
京都しんふぉにえった

全席自由 一般 3,000円

学生・シニア 2,000円

23日（金・祝）14時
【光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー】
第3回「ドビュッシーが見た風景」

鶴園紫磯子（プレ・トーク）
パスカル・ロジェ（ピアノ）

全席指定 一般 5,000円★

当日指定 U-30 3,000円（限定50枚）

29日（木）11時
【田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト♪”】
第28回“ベスト・オブ・トランペット”

上田じん（トランペット）
新居由佳梨（ピアノ）

全席自由　500円

1日（土）14時
パリ木の十字架少年合唱団
クリスマス・コンサート

ユーゴ・ギュティエレス（指揮・オルガン）
京都市少年合唱団（友情出演）

全席自由 一般3,000円

高校生以下 1,000円

14日（金）19時 パリ管弦楽団*
ダニエル・ハーディング（指揮）
イザベル・ファウスト（ヴァイオリン）

S 23,000円★　A 19,000円★

B 15,000円  C 12,000円  D 9,000円

21日（金）19時
【北山クラシック倶楽部2018】

漆原朝子＆ベリー・スナイダーのシューマン*
漆原朝子（ヴァイオリン）
ベリー・スナイダー（ピアノ）

全席指定 4,000円★

2019年

25日（金）19時 【京響メンバーによるアンサンブル】（名称未定） 京響メンバーによるアンサンブル（名称未定） 詳細未定

27日（日）14時
第14回
京都市ジュニアオーケストラコンサート

広上淳一（指揮）
全席自由　一般 1,000円

22歳以下 500円

31日（木）19時
【北山クラシック倶楽部2018】

ベルチャ弦楽四重奏団*
ベルチャ弦楽四重奏団 全席指定 5,000円★

8日（金）11時
【田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト♪”】
第29回“魅惑のクラシカル・バンドネオン”

生水敬一朗（クラシカル・バンドネオン） 全席自由　500円

9日（土）14時
【北山クラシック倶楽部2018】

ヴァレア・サバドゥス＆コンチェルト・ケルン*
ヴァレア・サバドゥス（カウンターテナー）
コンチェルト・ケルン（古楽オーケストラ）

全席指定 6,000円★

23日（土）14時
【オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ】

Vol.63「世界のオルガニスト」
アレシュ・バールタ（オルガン）

全席自由　一般 1,000円

高校生以下 500円

21日（木・祝）14時
【北山クラシック倶楽部2018】

カレファックス・リード・クインテット・アムステルダム*
カレファックス・リード・クインテット・
アムステルダム（管楽五重奏）

全席指定 一般 4,000円★

学生 2,000円

31日（日）14時 音楽でつながる♪リレーコンサート 一般公募で選出された演奏者 全席自由 入場無料

★セット券「BIG4＆WORLD3」★「北山クラシック倶楽部2018」セット券対象。詳細は各チラシをご覧ください。   ★3公演セット券（\10,000/限定100セット)あり。　　　  　※2018年1月現在

※出演者等内容が変更になる場合があります。　※詳細は2月上旬に発表予定です。
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