


2020年 出演 料金

ミハル・カニュカ（チェロ）

関西弦楽四重奏団（弦楽四重奏）
全席指定　5,000円

テオドール・クルレンツィス（指揮、芸術監督）

ムジカエテルナ合唱団（合唱）　ほか

S 21,000円 A 18,000円 B 14,000円

C 11,000円 D 9,000円

カルテット・アロド（弦楽四重奏） 全席指定　3,000円

周防亮介（ヴァイオリン）  田口友子（ピアノ） 全席自由　500円　

浅井 敬壹（指揮、音楽監督）ボブ・チルコット（指揮・作曲、特別ゲス

ト）京都市交響楽団（管弦楽）広上 淳一（指揮）ほか

※公演により異なります。詳しくはチラシを

ご覧ください。

ロマン・キム（ヴァイオリン） 全席指定　4,000円

アンサンブル弦伍楼（弦楽五重奏） 全席自由　3,000円

イノン・バルナタン（ピアノ）
全席指定

一般  5,000円　U-25  2,000円

中田麦（マリンバ） 入場無料

杵屋勝七郎（スーパーバイザー・演出・三味線）

林宗一郎（能）茂山逸平（狂言）杵屋利光（唄）藤舎悦芳（囃子）

mama!milk（アコーディオン＆コントラバス）ほか

全席指定　8,000円

The Rev Saxophone Quartet（サクソフォン四重奏）
全席指定　おとな 3,000円

こども（5歳以上18歳以下）1,000円

8月 小井土文哉（ピアノ） 全席自由　500円

マルツィン・ディラ（ギター) 全席指定　4,000円

高関健（指揮）福本茉莉（オルガン独奏）

京都市交響楽団（管弦楽）
全席指定　2,000円

京都 ラ ビッシュ アンサンブル
全席自由　一般 3,000円　学生（大学生以

下）・シニア（70歳以上）1,500円

京都市交響楽団ソロ首席ヴィオラ奏者・店村眞積とヴィオラ・セクショ

ン・アンサンブル

全席自由　一般4,000円 　学生（大学生以

下）・シニア（70歳以上）2,500円

端山梨奈（ソプラノ）橋爪皓佐（ギター） 入場無料

秋山和慶（指揮）

関西の音楽大学・芸術大学8校（独唱・管弦楽・合唱）

全席自由

一般 1,500円　高校生以下 500円

サー・サイモン・ラトル（指揮、音楽監督）

エルザ・ドライジグ（ソプラノ）エリーザベト・クールマン（メゾ・ソプ

ラノ）LSO京都公演特別混声合唱団 （合唱）

S 22,000円 A 19,000円 B 16,000円

C 13,000円 D 9,000円

オリヴァー・シュニーダー・トリオ（ピアノ三重奏） 全席指定　4,000円

平野昭（ナビゲーター）マティアス・ヴィンクラー（バリトン）

村上明美（ピアノ）小谷口直子（クラリネット）水無瀬一成（ホルン）

村中宏（ファゴット）上敷領藍子（ヴァイオリン）朴梨恵（ヴィオラ）

加藤文枝（チェロ）

全席指定

一般 4,000円　U-30 2,000円

福井麻衣（ハープ） 全席自由　500円

平野昭（ナビゲーター）小倉貴久子（フォルテピアノ）
全席指定

一般  3,000円　U-30  1,500円

ミシェル・ブヴァール（オルガン）
全席自由

一般 1,000円　高校生以下 500円

京都しんふぉにえった
全席自由　一般 3,000円　学生（大学生以

下）・シニア（70歳以上）2,000円

ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）石上真由子（ヴァイオリン）

上森祥平（チェロ）

全席指定

一般 5,000円　U-30 2,500円

佐渡裕（指揮）原田美枝子（朗読）天羽明惠（ソプラノ）

本山秀毅（合唱指揮）京都市交響楽団（管弦楽）

京都コンサートホール祝祭合唱団、京都市少年合唱団（合唱）

S 8,000円 A 6,000円 B 4,000円

ジャン=ジャック・カントロフ（ヴァイオリン）

上田晴子（ピアノ）
全席指定　5,000円

ラデク・バボラーク（ホルン）ほか 全席指定　5,000円　

ラ・メリ メロ アンサンブル
全席自由　一般3,000円　シニア（70歳以上）

2,500円　学生（大学生以下）2,000円

2021年

1月 下野竜也（指揮）小林美樹（ヴァイオリン）ほか
全席自由

一般 1,000円　22歳以下 500円

京都市交響楽団メンバー　ほか
全席指定 一般 4,000円(前売) 4,500円(当日)

シニア 3,000円 学生（大学生以下）2,500円

山田唯雄（ギター） 全席自由　500円

11時 佐藤響（チェロ） 入場無料

14時 大平健介、長田真実（オルガン）
全席自由

一般 1,000円　高校生以下 500円

ユナイテッド・ユーロブラス・クインテット（金管五重奏）
全席指定　一般 4,500円 学生 2,500円

小学生 500円

第1期京都コンサートホール登録アーティスト

田中咲絵（ピアノ）石上真由子（ヴァイオリン）

DUO GRANDE（上敷領藍子：ヴァイオリン、朴梨恵：ヴァイオリン&

ヴィオラ）

全席自由　500円

一般公募の出演者 入場無料

※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。 ※2020年1月現在

3月

4日（木）19時 北山クラシック倶楽部2020　ユナイテッド・ユーロブラス・クインテット*

7日（日）14時
Join us（ジョイ・ナス）! ～キョウト・ミュージック・アウトリーチ～

ジョイント・リサイタル

28日（日）14時 音楽でつながる♪リレーコンサート

2月

20日（土）13時半
京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル

ブランデンブルク協奏曲全曲演奏会Vol.2～ケーテンのコンチェルト～*

26日（金）11時 京都北山マチネ・シリーズ Vol.4「スペインのギター音楽、その芸術」

27日（土）

ロビーコンサートVol.6「佐藤響 チェロコンサート」

オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ

Vol.67「オルガニスト・エトワール “大平健介＆長田真実”」

31日（日）14時 第16回 京都市ジュニアオーケストラコンサート

11月

5日（木）19時
京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル

京都しんふぉにえった ～笑いあり！涙あり！感動あり！アレンジdeガラ！～*

7日（土）14時
京都コンサートホール開館25周年記念事業

ベートーヴェンの知られざる世界Vol.2「ピアニスト・ベートーヴェン」

22日（日）14時

京都コンサートホール開館25周年記念事業

京都コンサートホール×京都市交響楽団プロジェクトVol.1

「佐渡裕指揮バーンスタイン《交響曲第3番「カディッシュ」》」

27日（金）19時
北山クラシック倶楽部2020

ジャン=ジャック・カントロフ＆上田晴子　デュオ・リサイタル*

12月

1日（火）19時 北山クラシック倶楽部2020　ラデク・バボラーク＆バボラーク・アンサンブル*

3日（木）19時 京都市交響楽団メンバーによる　ラ・メリ メロ アンサンブル Vol.5*

京都北山マチネ・シリーズ Vol.3「美しきハープに魅せられて」

25日（日）15時
『3つの時代を巡る楽器物語』

第2章「ベートーヴェンとシュトライヒャー」

31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.66「世界のオルガニスト “ミシェル・ブヴァール”」

27日（日）15時
第10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*

10月

4日（日）16時
京都コンサートホール開館25周年記念事業

ロンドン交響楽団 京都公演

8日（木）19時 北山クラシック倶楽部2020　オリヴァー・シュニーダー・トリオ*

10日（土）14時
京都コンサートホール開館25周年記念事業

ベートーヴェンの知られざる世界 Vol.1「楽聖の愛した歌曲・室内楽」

9月

11日（金）19時 北山クラシック倶楽部2020　マルツィン・ディラ　ギター・リサイタル*

20日（日）14時 「第24回京都の秋 音楽祭」開会記念コンサート

21日（月・祝）14時

21日（水）11時

京都市交響楽団メンバーによる　京都 ラ ビッシュ アンサンブルVol.17*

24日（木）19時 京都市交響楽団ヴィオラ・セクション・アンサンブル　ヴィオラの花道Ⅱ*

26日（土）11時

7月

5日（日）13時
京都コンサートホール開館25周年記念事業

古典芸能で辿る 義経・弁慶旅の追憶

22日（水）14時
『KCH的クラシック音楽のススメ』

Vol.2「The Rev Saxophone Quartet」

12日（水）11時 京都北山マチネ・シリーズ Vol.2「アレクサンドル・スクリャービンの世界」　

ロビーコンサートVol.5「端山梨奈・橋爪皓佐 デュオコンサート」

6月

2日（火）19時 北山クラシック倶楽部2020　ロマン・キム　無伴奏ヴァイオリン・リサイタル*

12日（金）19時 京都市交響楽団メンバーによる　アンサンブル弦伍楼*

25日（木）19時 北山クラシック倶楽部2020　イノン・バルナタン　ピアノ・リサイタル*

27日（土）11時 ロビーコンサートVol.4「中田麦 マリンバコンサート」

5月

8日（金）11時 京都北山マチネ・シリーズ Vol.1「情熱のヴァイオリン」

京都コンサートホール開館25周年記念事業

Sing for Peace～KYOTO 2020コーラス・フェスティバル～
22日（金）～24日（日）

京都コンサートホール 2020年度自主事業スケジュール

日時 公演名

4月

7日（火）19時
北山クラシック倶楽部2020　ミハル・カニュカ（チェロ）＆関西弦楽四重奏団

～シューベルト・プログラム～*

10日（金）19時 ムジカエテルナ*

22日（水）19時 北山クラシック倶楽部2020　カルテット・アロド*

■大ホール　■アンサンブルホールムラタ　■エントランスホール（1階）　*共催公演


