
チケットカウンター 075-711-3231
地下鉄「北山駅」下車❶❸出口南へ徒歩5分

https://www.kyotoconcerthall.org

京都コンサートホールの「パイプオルガン」 
フランス・ドイツの両様式で設計されたこの楽器は、ドイツのヨハネス・クライス社によるもの。スト
ップ数90、パイプ総数7,155本と、国内最大級の規模を誇る。世界初の試みとして、尺八や篠笛、篳
篥、笙といった日本の伝統楽器による音色を採用。

8, September 2018
Omron Pipe Organ Concert Series Vol.62
オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ Vol.62

発売中   

1, December 2018
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
- Christmas Concert
パリ木の十字架少年合唱団 クリスマス・コンサート

発売中   

23, February 2019
Omron Pipe Organ Concert Series Vol.63
オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ Vol.63

チケット発売   9/8（土）

P I C K  U P

2018 September

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」
チェロ界の巨匠マイスキー、広上＆京響と繰り広げる
鮮やかなパフォーマンス

9月5日（水）

CONCERT 
GUIDE
京都コンサートホール
コンサートガイド

9 京都コンサートホール
Kyoto Concert Hall

京都コンサートホール
@KCH_Kyoto

日本語 ENGLISH

大ホール  19:00開演 
【全席指定】　   

天才チェロ奏者ミッシャ・マイ
スキーはラトヴィア出身。ほと
ばしるような情熱と豊かな情感
で根強い人気を誇ります。マイ
スキーと広上＆京響が創り上
げる、新たなドヴォルザークの
世界に注目です。

第22回京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート

北山クラシック倶楽部2018 
オーギュスタン・デュメイ＆関西フィル
スペシャルコンサート

音楽祭の幕開けを告げる豪華プログラム！
井上道義がみせるショスタコーヴィチの真髄

音楽監督デュメイと関西フィルの仲間たちによる
至極のアンサンブル、京都初登場！

9月16日（日）

9月19日（水）

大ホール  14:00開演　 
【全席指定】　   

アンサンブルホールムラタ  19:00開演 
【全席指定】　

一 般  1,000円　高校生以下 500円　　 会 員  900円
協賛: オムロン株式会社

一 般  2,000円　　 会 員  1,800円
協賛: ローム株式会社
助成: 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

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」
トップ・クラスのオルガニストを紹介する「オルガニスト・エトワール」

9月8日（土）
大ホール  14:00開演　 

【全席自由】　

輝かしい国際コンクール受賞歴を誇る、若き女流オルガ
ニストの大木麻理。十八番のドイツ・バロック音楽はもち
ろん、和太鼓奏者の大多和正樹氏をゲストに迎えて、オ
ルガンと和太鼓のコラボレーションまで披露します。この
魅力的なプログラムは、京都コンサートホールのためだ
けに組まれたものです！ どうぞお聴き逃しなく！

［オルガン］大木麻理
 （ミューザ川崎シンフォニーホール・オルガニスト）

［ゲスト］大多和正樹（和太鼓） 
ブクステフーデ: 前奏曲 ト短調 BuxWV149
J.S.バッハ: トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
ボヴェ: 「東京音頭」による幻想曲
ラヴェル（K.U.ルードヴィッヒ編曲）: ボレロ　ほか

［指揮］広上淳一（常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー）
［チェロ］ミッシャ・マイスキー 
～オール・ドヴォルザーク・プログラム～
交響曲第8番 ト長調 op.88
チェロ協奏曲 ロ短調 op.104

これまで数々の感動を生み出してきた「京都の秋 音
楽祭」。第22回を迎える今年の開会記念コンサートで
は、1990年から8年間、京都市交響楽団の音楽監督及び
常任指揮者を務めた井上道義がタクトをとります。注目
は、井上がライフワークとして取り組み続けてきたショス
タコーヴィチ。壮大な世界観をみせてくれることでしょう。

関西フィル音楽監督として、絶大なる存在感を示しているデュメイ。同時に、世界的ヴァイオ
リニストとしても国際的に高く評価されています。そんなデュメイと関西フィルのメンバー
が選んだプログラムは、オール・ブラームス。傑作中の傑作である室内楽作品3曲を演奏し
ます。濃密なアンサンブルをご堪能ください！

大木麻理 ©Mari Kusakari

大多和正樹

［指揮］井上道義
［管弦楽］京都市交響楽団
ホルスト: 組曲「惑星」 op.32
ショスタコーヴィチ: 交響曲第12番 ニ短調 op.112「1917年」

井上道義 ©Mieko Urisaka

一 般   S 9,000円　A 7,000円　B 5,000円　C 3,000円
会 員   S 8,500円　A 6,500円　B 4,500円　C 2,500円

助成: 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

ミッシャ・マイスキー 
©Hideki Shiozawa

広上淳一
©Greg Sailor

売切

［ヴァイオリン］
　オーギュスタン・デュメイ

［ピアノ］上田晴子
［ヴィオラ］中島悦子（関西フィル首席奏者）
［チェロ］水野由紀（特別客演奏者） 
～オール・ブラームス・プログラム～
F.A.E.ソナタより 第3楽章〈スケルツォ〉
ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 op.108
ピアノ四重奏曲第3番 ハ短調 op.60

オーギュスタン・デュメイ 
©Michel Cooreman

上田晴子

一 般  4,000円  学生（25歳以下） 2,000円　　 会 員  3,600円
主催: 関西フィルハーモニー管弦楽団　特別協賛: ダイキン工業株式会社　後援: 村田機械株式会社

マンスリー・エッセイ ピックアップ公演



 大ホール　  アンサンブルホールムラタ（小ホール）　  学生割引　  シニア（70歳以上）割引　  障がいのある方割引
■財団主催・共催の催し　■助成事業、財団後援あるいは協賛の催し

日/曜日 開演時間 ホール コンサート名／曲目等 料金（円）※税込 発売中
チケット お問い合わせ先

1
土

14:00
合唱団コールピーポー定期演奏会

［指揮］田末勝志　［ピアノ］木下亜子　　千原英喜（宮沢賢治 詩）: 混声合唱「雨ニモマケズ」　
山田耕筰集「赤とんぼ」「からたちの花」 ほか　「ふるさとに寄せる歌」 ほか

入場無料
（要整理券） — 合唱団コールピーポー

075-391-4582

14:00
社会保険労務士制度 創設50周年記念 府民コンサート
洛南高等学校吹奏楽部 ショスタコーヴィチ: 祝典序曲 ほか／京都橘大学吹奏楽部 イーグルス: ホテルカリフォルニア ほか
京都フィルハーモニー室内合奏団 ［指揮］柴田真郁　W.A.モーツァルト: 歌劇「魔笛」序曲　ほか

入場無料
（要整理券）
（事前申込制）

— 京都府社会保険労務士会
075-417-1881

2
日

14:00
宇治朝霧コーラス 創立40周年記念演奏会

［指揮］袖岡浩平　［ソプラノ］丸山晃子　［ピアノ］林 結花　［女声合唱］宇治朝霧コーラス
「今日もひとつ」「ニーダロス・ジャズ・ミサ」　 ドビュッシー : 「春の挨拶」「もう家のない子のノエル」　ほか

入場無料 — 高畑
0774-32-2451

14:00 和み交響楽団 第17回定期演奏会
［指揮］井村誠貴　 スメタナ: 連作交響詩「わが祖国」全曲　ドヴォルザーク: 交響詩「英雄の歌」

1,000
全席自由 発売中 和み交響楽団

nagomi_orch@infoseek.jp

4
火

19:00

ファジル・サイ×辻井伸行×レ・フレール　THE PIANIST！
辻井伸行　ガーシュウィン: 3つの前奏曲、カプースチン: 演奏会用練習曲より、辻井伸行: ジェニーへのオマージュ ほか
ファジル・サイ　ブラック・アース、3つのバラード、パガニーニJAZZ　ほか
レ・フレール　Boogie Back to YOKOSUKA、空へ、On y va!　ほか

S 9.800
A 7,800
B 5,800 売切

発売中
ABCチケットインフォメーション

（平日10:00 ～ 17:30）
06-6453-6000

5
水

19:00

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」
“Super Concert” Mischa Maisky & Kyoto Symphony Orchestra
［指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー）　［チェロ］ミッシャ・マイスキー
～オール・ドヴォルザーク・プログラム～　交響曲第8番 ト長調 op.88　チェロ協奏曲 ロ短調 op.104

S 9.000　A 7,000
B 5,000　C 3,000
　　　　　 売切

  

発売中 京都コンサートホール
075-711-3231

8
土

13:30
第11回 リビングマタニティコンサート

〈第一部 マタニティトーク〉足立病院院長　畑山 博　ゲスト: 陰山英男
〈第二部 マタニティコンサート〉京都フィルハーモニー室内合奏団　弦楽四重奏

入場無料
（要整理券）
（事前申込制）

— 京都リビング新聞社
075-212-4411

14:00

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」
Omron Pipe Organ Concert Series Vol.62 “Organiste Étoile”

［オルガン］大木麻理（ミューザ川崎シンフォニーホール・オルガニスト）　［ゲスト］大多和正樹（和太鼓）
ブクステフーデ: 前奏曲 ト短調 BuxWV149　 J.S.バッハ: トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
ラヴェル（K.U.ルードヴィッヒ編曲）: ボレロ　ほか

一般 1,000
高校生以下 500
全席自由 発売中 京都コンサートホール

075-711-3231

9
日

14:00
混声合唱団ホール・ナロード 第24回演奏会

［指揮］早川雅雄、安藤眞佐夫　［ピアノ］能勢恵子、中西康雄
混声合唱組曲「海鳴りをきく」「合唱でつづる日本の四季」より　ピアノ伴奏による五つのうた　ロシアの歌

入場無料 — 混声合唱団ホール・ナロード
090-3896-7424

14:30

京都市交響楽団オーケストラ・ディスカバリー2018
「Bravo！ オーケストラ」 第2回「オーケストラ・スペクタクル」
［指揮］広上淳一（常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー）　［ピアノ］トーマス・エンコ　［ナビゲーター］ロザン
J.S.バッハ: G線上のアリア　グリーグ: 「ペール・ギュント」組曲から
ガーシュウィン: ラプソディ・イン・ブルー　チャイコフスキー : 交響曲第4番ヘ短調 第4楽章　ほか

（指定）
19歳以上 2,500
5歳～ 18歳 1,500
売切

（自由）
19歳以上 2,000
5歳～ 18歳 1,000

発売中 京都市交響楽団
075-711-3110

10
月

19:00

（株）エフエム京都・（公財）京都市音楽芸術文化振興財団提携事業
ボローニャフィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会

［指揮］吉田裕史　［出演］イタリア人歌手が数名来場
第1部　ジョアキーノ・ロッシーニより名曲集　　第2部　オペラ「トスカ」より名曲集

SS 15,000　
S 12,000
A 9,000　B 7,000
C 5,000　
学生 2,000

発売中
一般財団法人
響の都オペラの祭典
075-862-1357

13
木

9:25 京都市立高野中学校 合唱コンクール
［出演］京都市立高野中学校生徒

関係者対象 — 京都市立高野中学校
075-781-8134

18:30
チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院「日露交歓コンサート2018」京都公演

［チェロ］キリル・ロディン　［ソプラノ］ナターリャ・スクリャービナ　［テノール］レオニード・ボスティン
［ヴァイオリン］セルゲイ・ガラクチオーノフ　［ピアノ］オレグ・ポリャンスキー、フランチェスコ・チポレッタ

入場無料
（要整理券）
（事前申込制）

—
公益社団法人
国際音楽交流協会
075-414-1311

14
金

10:00 京都市立洛北中学校・文化祭Ⅰ 合唱コンクール
［出演］洛北中学校 全校生徒及び教職員

関係者対象 — 京都市立洛北中学校
075-721-7445

15
土

13:30
龍谷大学マンドリンオーケストラ弦友会（OB・OG会）第1回演奏会
Ⅰ部 「序曲」イ短調、組曲「スペインの印象」ほか　Ⅱ部 秋の言葉、パストラル・ファンタジー
Ⅲ部 交響的前奏曲、劇的序楽 ほか

入場無料 — 村田
0774-44-1888

13:20
—京都コンサートホールで歌おう— 「第20回いきいきコーラスフェスティバル」
生涯学習などでコーラスを楽しんでいる皆さんに発表の場を提供するフェスティバルです。
出演者の皆さんの美しいハーモニーをお楽しみください。

入場無料
（要整理券） —

京都新聞COM事業局事業部
（平日10:00 ～ 17:00）
075-255-9754

16
日

14:00
第12回 日中名曲コンサート 親子中国琵琶と二胡縁

［中国琵琶］葉 衛陽、さくら　［二胡］武 楽群、甘 建民、張 連生、陳 曼麗　［揚琴］沈 兵
天鵝、睡蓮、十面埋伏、万馬奔騰、大河の一滴、沖縄民謡メドレー　ほか

3,500
（当日500増）
全席自由

発売中 長城楽団
0774-20-4599

14:00

第22回 京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート
The 22nd Autumn Kyoto Music Festival Opening Concert

［指揮］井上道義　［管弦楽］京都市交響楽団
ホルスト: 組曲「惑星」 op.32　ショスタコーヴィチ: 交響曲第12番 ニ短調 op.112 「1917年」

2,000
全席指定

  
発売中 京都コンサートホール

075-711-3231

17
月・祝

13:30 Piano Concert ～実りの秋に～
クラシックからポピュラーまで親しみやすい曲を中心としたピアノ発表会です。

入場無料 — あまかわピアノ教室
075-722-1880

14:00

京都フィルハーモニー室内合奏団 特別公演「Best of Classic」
［指揮］齊藤一郎　［ヴァイオリン］川畠成道　［管弦楽］京都フィルハーモニー室内合奏団
～オール・メンデルスゾーン・プログラム～　劇音楽「真夏の夜の夢 序曲」 op.21
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64　交響曲第4番 イ長調 op.90「イタリア」

S 4,000　 A 3,000
B 2,000　 
25歳以下 1,000

（当日各500増）

発売中
京都フィルハーモニー
室内合奏団
075-212-8275

18
火

9:15 京都精華学園中学高等学校 文化祭 合唱コンクール
各クラス及び吹奏楽部による合唱

関係者対象 — 京都精華学園中学高等学校
075-771-4181

日/曜日 開演時間 ホール コンサート名／曲目等 料金（円）※税込 発売中
チケット お問い合わせ先

19
水

19:00

北山クラシック倶楽部2018
オーギュスタン・デュメイ＆関西フィル スペシャルコンサート
AUGUSTIN DUMAY & Kansai Phil. Special Concert

［ヴァイオリン］オーギュスタン・デュメイ　［ピアノ］上田晴子　［ヴィオラ］中島悦子　［チェロ］水野由紀
～オール・ブラームス・プログラム～　　ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 op.108　ほか

一般 4,000
学生（25歳以下） 
2,000
全席指定

発売中 京都コンサートホール
075-711-3231

10:00 平成30年度 藤中祭 合唱コンクール
［出演］藤森中学校在校生、保護者、学校関係者

関係者対象 — 京都市立藤森中学校
075-641-5227

20
木

19:00
セルゲイ・レーディキン ピアノ・リサイタル
J.S.バッハ: トッカータとフーガ ニ短調　ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 op.13
ショパン: ノクターン第2番 変ホ長調 op.9-2　ストラヴィンスキー: 「ペトルーシュカ」からの3楽章　ほか

3,800
全席指定 発売中 otonowa

075-252-8255

10:00
京都御池中学校 Oikeフェスティバル文化の部 合唱コンクール

［出演］京都御池中学校生徒、御所南小・御所東小・高倉小6年生
「ともだち」「やってみよう」「Oh Happy Day」「天とつながる海」　ほか

関係者対象 — 京都市立京都御池中学校
075-221-0414

21
金

19:00

第40回 京都JOCSチャリティーコンサート“アジア・アフリカに健康を送ろう！”
楽しいトーク付き 黒沼ユリ子 ヴァイオリン リサイタル
18才でチェコ・プラハに留学し、メキシコを拠点に活躍した伝説のヴァイオリニスト黒沼ユリ子が、前半にドヴォ
ルジャーク、後半にはベートーヴェンやバルトークの名曲を弾く。

3,000
（当日500増）
全席自由

— JOCS関西事務局
06-6359-7277

22
土

14:00

チェコ・フィルハーモニー弦楽四重奏団  Czech Philharmonic Quartet 
スーク: 古いチェコのコラール「聖ヴェンツセスラウス」による冥想曲 op.35a
ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 op.18-4
ドヴォルザーク: 弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 op.96「アメリカ」

一般 4,500
ペア 8,000
全席指定

発売中 京都ミューズ
075-441-1567

14:30

京都市交響楽団 第627回定期演奏会
The 627th Subscription Concert of the Kyoto Symphony Orchestra

［指揮］準・メルクル
ワーグナー: 歌劇「タンホイザー」から 序曲とヴェヌスベルクの音楽（バッカナール）
グリーグ: 「ペール・ギュント」組曲 第1番 op.46　 ブラームス: 交響曲第4番 ホ短調 op.98

Ｓ 5,000　Ａ 4,500
Ｂ 3,500　Ｐ 2,000 発売中 京都市交響楽団

075-711-3110

23
日・祝

14:00
マンドリンオーケストラ・ギルド 第6回演奏会

［指揮］柴田高明
W.A.モーツァルト: ディヴェルティメント 変ロ長調 K.137　国枝春恵: Coloring　 藤掛廣幸: グランドシャコンヌ ほか

一般 1,500
学生 1,000

（当日各500増）
全席自由

発売中 マンドリンオーケストラ・ギルド
guild.mandolin@gmail.com

14:30

京都市交響楽団 第627回定期演奏会
The 627th Subscription Concert of the Kyoto Symphony Orchestra

［指揮］準・メルクル
ワーグナー : 歌劇「タンホイザー」から 序曲とヴェヌスベルクの音楽（バッカナール）
グリーグ: 「ペール・ギュント」組曲 第1番 op.46　 ブラームス: 交響曲第4番 ホ短調 op.98

Ｓ 5,000　Ａ 4,500
Ｂ 3,500　Ｐ 2,000 発売中 京都市交響楽団

075-711-3110

24
月・休

13:30 スカラ・クロマティカ発表会
ピアノ・声楽の発表会。モーツァルトからディズニーの名曲まで、楽しんでいただけます。

関係者対象 — 田中
075-322-6963

15:00

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
The 8th Orchestral Festival for Music Colleges and Universities of Performing Arts in Kansai in Kyoto Concert Hall

［指揮］秋山和慶　［コーラスマスター］北村敏則　［合唱指導］石原祐介
ベートーヴェン: 合唱幻想曲 ハ短調 op.80　 マーラー: 交響曲第5番 嬰ハ短調

一般 1,500
高校生以下 500
全席自由

発売中 京都コンサートホール
075-711-3231

25
火

19:00
ジャン=マルク・ルイサダ ピアノリサイタル JEAN=MARC LUISADA PIANO RECITAL
ショパン: 4つのマズルカ op.24　 シューマン: ダヴィッド同盟舞曲集
ショパン: 幻想曲 ヘ短調 op.49　 ドビュッシー: 映像 第1巻、第2巻

S 5,000　A 4,000
B 3,000　
C（ポディウム席） 
2,500

発売中 プランツ・コーポレーション
075-222-7755

26
水

10:00
京都市立下京中学校 合唱コンクール2018

［出演］京都市立下京中学校全校生徒　1年生課題曲「朝の風に」、2年生課題曲「翼をください」、3年生課題曲
「大地讃頌」、他各クラス選択曲演奏、1組ハンドベル演奏

関係者対象 — 京都市立下京中学校
075-371-2100

27
木

10:00 京都市立下鴨中学校 合唱コンクール
〈午前の部〉1年生の部、2年生の部、1組の演奏　　〈午後の部〉3年生の部、全校合唱

関係者対象 — 京都市立下鴨中学校
075-781-9181

28
金

19:00

（株）エフエム京都・（公財）京都市音楽芸術文化振興財団提携事業
田村麻子 オペラティックコンサート

［ソプラノ］田村麻子　［旅先案内人］橋本恵史　［ピアノ］岡部佐恵子
10人のヒロインを演じ分け、多彩なオペラの世界へご案内！ 「ジャンニ・スキッキ」ラウレッタ、「椿姫」ヴィオレッタ ほか

4,800
全席指定 発売中 株式会社クリスタル・アーツ

03-6434-7997

10:40 京都市立上京中学校 合唱コンクール
1年2年3年クラス合唱、学年合唱

関係者対象 — 京都市立上京中学校
075-431-8151

29
土

14:00
女声合唱団コーロ・ボーチェ 第11回定期演奏会

［指揮］豊田弥生　［伴奏］徳山雅子　　1.日本の歌、ずいずいずっころばし ほか 2.木下牧子作品より さびし
いカシの木 ほか 3.女声合唱とピアノのための「花冷えのあとで」　4.映画音楽 すみれの花咲く頃 ほか

入場無料 — 川戸
075-711-3887

14:00

錦織 健 リサイタル 2018
［テノール］錦織 健　［ピアノ］河原忠之　　サン=サーンス: ノッテ・ステラータ（星降る夜）　ショパン: 別れの曲
山田耕筰: この道、六騎、松島音頭、待ちぼうけ、からたちの花
プッチーニ: 「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ” ほか

S 4,600　A 3,600 発売中 otonowa
075-252-8255

30
日

13:30
Aコンサート

［ピアノ］顕谷三綾子　ショパン: バラード第1番　　［ピアノ］井出 悟　バッハ: フランス組曲第3番
［ピアノ］佐野仁美　ショパン: バルカローレ　ほか

入場無料
（要整理券） — 櫻井

090-8190-2635

13:30
同志社リーダークランツ創立85周年記念音楽会
DOSHISHA Liederkranz Founding 85th Anniversary Concert

［指揮］中村 健、富岡 健、五辻敏明、武下明徳　［ピアノ］中村 健、中村 徹、岸本佳美

1,000
全席自由 発売中

同志社リーダークランツ
OB会事務局
090-3945-8617

※コンサートの名称、日時、内容が主催者の都合により変更に
なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2018年9月　コンサートインフォメーション

  学生割引　  シニア（70歳以上）割引： 一部の公演について、ご本人1名様に限り割引いたします。お求めの際は、窓口で証明書を必ずご提示ください。  障がいのある方割引： 当ホールの主催公演について、障がいのある方ご本人及び同伴の方1名に限り割引いたします。（一部対象外あり）お求めの際は、窓口で手帳等をご提示ください。



アンサンブルホールムラタ  14:00開演　 
【全席指定】　  

10月11日（木）

9月24日（月・休） 11月16日（金）

11月8日（木）10月31日（水）

10月12日（金） 11月1日（木）

アンサンブルホールムラタ  19:00開演 
【全席指定】　

大ホール  15:00開演　 
【全席自由】

アンサンブルホールムラタ  19:00開演 
【全席自由】

アンサンブルホールムラタ  19:00開演 
【全席自由】　

アンサンブルホールムラタ  19:00開演 
【全席指定】　

大ホール  19:00開演　 
【全席指定】　

大ホール  19:00開演　 
【全席指定】　   

北山クラシック倶楽部2018
ザ・ベース・ギャング

The Bass Gang〈コントラバス四重奏〉
こんな「コントラバス」はじめて？！
話題沸騰！ ザ・ベース・ギャング、日本席巻！

京都・パリ友情盟約締結60周年・日仏友好160周年記念
ドビュッシー没後100年スペシャル・シリーズ
光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー

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
関西の8つの音大・芸大が京都コンサートホールに集合！

京都市交響楽団 第628回定期演奏会
熟練の名指揮者ヨエル・レヴィのバルトーク
ヴィヴィアン・ハーグナーの魂を揺さぶるブラームス

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）
15年ぶりの京都公演―
ドイツ正統派の音を持つ名門オーケストラ

イタリアが生んだ最高に陽気なヴィルトゥ
オーゾ集団「ザ・ベース・ギャング」。彼らの
ステージはまるで一大エンターテイメン
ト！クラシックからジャズ、タンゴ、映画音
楽、ロックにいたるまで名曲の数々を極上
のアレンジで聴かせてくれます。一度聴く
と病み付きになると噂の「面白さ」と「サー
ビス精神」をご堪能ください。

フランス近代を代表する作曲家、ドビュッシー（1862-1918）。没後100年にあたる2018年、京都コンサートホールでは3公演にわたり、さまざまな角度からドビュッシーの人生や作品の魅力に迫ります。

関西の音大・芸大の学生によって繰り広げられるオーケストラの祭典。第8回は、7名のソリス
トと合唱を要するベートーヴェンの《合唱幻想曲》、そしてそのベートーヴェンを敬愛してい
たマーラーの傑作《交響曲第5番》に挑みます。若き音楽家を束ねるのは名匠秋山和慶。情
熱ほとばしる彼らの演奏に、どうぞご期待ください！

みやこ風韻は、箏・三絃・尺八・琵琶などの伝統楽器による演奏で、日本の響きを聴かせてく
れる日本で数少ないプロによるアンサンブル集団。第八回となる今回も斬新で魅力的な作
品が並びます。第六回から登場している「みやこ風韻キッズメンバー」の演奏も楽しみのひ
とつ。邦楽の「現在（いま）」をお楽しみください。

京都市交響楽団で活躍するメンバーを中心に
2002年に結成された人気のアンサンブル。今回、
彼らの大切なレパートリーであるフランセ《八重
奏曲》と、幻の室内楽作品とも言えるブラームス
初期の《セレナーデ第1番》をフルート＆オーボエ
付き十重奏版で演奏します。記念すべき15回目の
ステージ、どうぞご期待ください！

パリ国立高等音楽院の同窓生たちで結成された
『ハバネラ・サクソフォン・カルテット』と、日本を
代表するサクソフォン奏者 平野公崇を中心に
結成された『ブルーオーロラ サクソフォン・カル
テット』。世界のサックス界を牽引する2グルー
プによる最高にグルービーな演奏をどうぞお楽
しみください。

韓国KBS響音楽監督兼首席指揮者を務めるヨエ
ル・レヴィが指揮に登場。オーケストラの各楽器を
ソロのように扱ったバルトーク晩年の傑作を、熟
練のタクトで聴かせます。知性と技巧、情熱を兼ね
備えた逸材ヴィヴィアン・ハーグナーが精魂込め
て歌い上げる、古今東西の名曲の最高峰、ブラー
ムス唯一のヴァイオリン協奏曲も絶品！

ハンブルク北ドイツ放送交響楽団が新たな名称「NDRエル
プフィルハーモニー管弦楽団」となって、15年ぶりに京都コ
ンサートホールに登場！次期音楽監督アラン・ギルバートと
個性派ピアニストのエレーヌ・グリモーが奏でるドイツ正統
派プログラムは見逃せません！

デンツァ: フニクリ・フニクラ
ベートーヴェン: ロックンロールNo.9
山田耕筰: 赤とんぼ　ほか

［指揮］秋山和慶
［独唱・独奏・管弦楽・合唱（参加大学）］
大阪音楽大学、大阪教育大学、
大阪芸術大学、京都市立芸術大学、
神戸女学院大学、相愛大学、
同志社女子大学、武庫川女子大学
ベートーヴェン: 合唱幻想曲 ハ短調 op.80
マーラー: 交響曲第5番 嬰ハ短調
※14：20からロビーコンサートを開催いたします。

［尺八］三好芫山
［箏・三絃］大谷祥子
［指揮］稲田 康
みやこ風韻キッズメンバー　ほか
伊福部昭／秋岸寛久（編）: シン・ゴジラ
山本邦山: 尺八協奏曲
作曲者不詳: 地歌「こんかい」　ほか

京都 ラ ビッシュ アンサンブル
田村安祐美、片山千津子（ヴァイオリン） 小峰航一（ヴィオラ）
渡邉正和（チェロ） 神吉 正（コントラバス） 鈴木祐子（クラリネット）
仙崎和男（ファゴット） 小椋順二（ホルン）
～ゲスト～
上野博昭（フルート）　髙山郁子（オーボエ）

フランセ: 八重奏曲
ブラームス（ネックス編曲）: セレナーデ第1番 ニ長調 op.11（十重奏版）

［指揮］ヨエル・レヴィ
［ヴァイオリン］ヴィヴィアン・ハーグナー
モーツァルト: 交響曲第32番 ト長調 K.318
ブラームス: ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
バルトーク: 管弦楽のための協奏曲
開演前（18:30ごろ～）指揮者による

「プレトーク」（ステージ上）開催

［指揮］アラン・ギルバート
 （NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団次期首席指揮者）

［ピアノ］エレーヌ・グリモー
ワーグナー: 歌劇《ローエングリン》第1幕への前奏曲
ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58
ブラームス: 交響曲第4番 ホ短調 op.98

 学生割引　  シニア（70歳以上）割引　  障がいのある方割引
京都コンサートホール
主催公演

京都市交響楽団
主催公演京都コンサートホール 公演のご案内

S 5,000円　A 4,500円　B 3,500円　P 2,000円
協賛: ローム株式会社　協力: 株式会社ドルチェ楽器　後援: (株)エフエム京都

一 般  1,500円　高校生以下 500円
主催:  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実行委員会
協賛: 日東薬品工業株式会社
助成: 公益財団法人青山音楽財団、公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション
 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

協力: 株式会社 進々堂　後援: 村田機械株式会社、朝日新聞京都総局、京都新聞、在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、産経新聞社京都総局、日本経済新聞社京都支社、
 毎日新聞京都支局、読売新聞京都総局、α-STATIONエフエム京都、KBS京都
助成: 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

京都市交響楽団 第627回定期演奏会
準・メルクル、ロマンへの憧憬
愛と激動の19世紀末を駆けた作曲家たち

19世紀末ヨーロッパ楽壇を二分した、オペラ
を極めたワーグナーVS絶対音楽にこだわっ
たブラームス。かたやワーグナーの影響を受
けつつも自国の民族音楽を追求したグリー
グ。三者三様の個性を持った作曲家たちが
それぞれの愛を込めて綴った揺れ動く後期
ロマン派時代の傑作を、ドイツ出身の精鋭、
準・メルクルの情熱的なタクトで！

昨年の様子 ©dorian nakagawa

ヨエル・レヴィ ©K.Abosch

ヴィヴィアン・ハーグナー ©Timm Kölln

クロード・ドビュッシーは、形式・
和声・色彩の面において伝統
的規範を打ち破り、斬新な作
曲法と巧みな内面的心理描写
で数々の作品を書き残したフラ
ンス近代最大の作曲家。

アラン・ギルバート ©Chris Lee

エレーヌ・グリモー

京都 ラ ビッシュ アンサンブル

上野博昭 髙山郁子

大谷祥子三好芫山

The Bass Gang

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 
©ノザワヒロミチ

一 般  4,000円　学生（25歳以下） 2,000円　　 会 員  3,600円
主催: AMATI
後援: 村田機械株式会社

一 般  4,000円　学生（25歳以下） 2,000円　　 会 員  3,600円
主催: アスペン　後援: 村田機械株式会社

前売 4,000円　 会 員  3,600円　当日 4,500円
主催: みやこ風韻

一 般  3,000円　学生（大学生以下）・シニア（70歳以上） 1,500円　　 会 員  2,700円
主催: 京都 ラ ビッシュ アンサンブル　後援: 村田機械株式会社、京都市交響楽団響友会

10月13日（土）

音楽学者の岡田暁生がナビゲートする、ドビュッシー
を知るための「初級編」。中川俊郎と小坂圭太の2台ピ
アノで、ドビュッシーの室内楽から管弦楽曲まで鮮や
かに紹介します。これまで知らなかった「ドビュッシー」
が見えてくるかも！

［ナビゲーター／レクチャー］
岡田暁生

（京都大学人文科学研究所教授）
［ピアノ］中川俊郎、小坂圭太

ドビュッシーの“ド”から“シ”まで

第1回

11月10日（土）

「初級編」を体験していただいたあとは、一歩進んで
20世紀パリのサロン音楽をご紹介。20世紀フランス
音楽のスペシャリスト椎名亮輔によるレクチャーで、
ドビュッシーたちの歌曲と室内楽に迫ります。

［ナビゲーター／レクチャー］
椎名亮輔（同志社女子大学学芸学部音楽学科教授）

［ソプラノ］サロメ・アレール  
［ピアノ］永野英樹　
［フルート］大嶋義実  
［ハープ］福井麻衣　
［ヴァイオリン］石川 静  
［ヴィオラ］細川 泉

ベル・エポック―サロン文化とドビュッシー

第2回

11月23日（金・祝）

ドビュッシー・シリーズ最終回は、世界的ピアニスト
のパスカル・ロジェを迎えて、ドビュッシーの《前奏曲
集》全曲をプログラミング。ドビュッシーの多彩な音
楽描写を味わっていただきます。

［ピアノ］パスカル・ロジェ
［プレ・トーク］鶴園紫磯子
 （桐朋学園大学講師）

ドビュッシーが見た風景

第3回

第22回京都の秋 音楽祭

一 般   S 16,000円　A 14,000円　B 12,000円　C 9,000円　D 5,000円
会 員   S 15,000円　A 13,000円　B 11,000円　C 8,000円　D 4,000円

後援: 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
助成: 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

U-30券（30歳以下のお客様限定・各公演50枚限定）=※引換券にて、当日座席指定（座席は選べません） ※要証明

全公演

［指揮］準・メルクル
ワーグナー: 歌劇「タンホイザー」から序曲とヴェヌスベルクの音楽（バッカナール）
グリーグ: 「ペール・ギュント」組曲第1番 op.46
ブラームス: 交響曲第4番 ホ短調 op.98
開演前（14:00ごろ～）指揮者による「プレトーク」(ステージ上)開催

9月22日（土）•23日（日・祝）

大ホール  14:30開演　 
【全席指定】　

準・メルクル ©Jean-Baptiste Millot

パスカル・ロジェ ©武藤 章岡田暁生 椎名亮輔

大ホール   
14:30開演　

O R C H E S T R A  D I S C O V E R Y
京都市交響楽団
オーケストラ・ディスカバリー2018
～こどものためのオーケストラ入門～

2018年度テーマは「Bravo！ オーケストラ」
2018年度の「オーケストラ・ディスカバリー」は、「Bravo！オーケストラ」がテーマ。常任指揮者兼ミュージック・アドヴァ
イザー広上淳一をはじめとする4人のすてきな指揮者と多彩な共演者をお迎えして、オーケストラの面白さをクラシッ
ク音楽の名曲とナビゲーターのわかりやすいお話でお届けしますので、どうぞ親子そろってお楽しみください！

指定席1回券〈1階、2階L・R席〉
おとな（19歳以上）2,500円
こども（5歳以上18歳以下）1,500円

自由席1回券
〈3階すべて、およびポディウム席
（舞台後方席）〉
おとな（19歳以上）2,000円
こども（5歳以上18歳以下）1,000円

※年齢はすべて2018年4月2日時点
※曲目、出演者等、変更する場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。

協賛: ローム株式会社
後援: 京都市教育委員会

5歳から入場OK！ 全公演

1回券 発売中！ 2019年 

「オーケストラ・スペクタクル」
これぞオーケストラ！！ 
大迫力のサウンドを名曲とともに楽しもう。
オーケストラの魅力を大解剖。

［指揮］広上淳一 
        （常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー）

［独奏］トーマス・エンコ（ピアノ）　
［ナビゲーター］ロザン
ワーグナー: 「ローエングリン」第3幕への前奏曲
ガーシュウィン: ラプソディ・イン・ブルー
チャイコフスキー: 交響曲第4番 第4楽章　ほか
開演前ロビーイベント: 13:30～14:15

「チャレンジ！ オーケストラ楽器」
（要整理券／当日配布）

9月9日（日）

「ファンタジック！ オーケストラ」
世界のクリスマスをいっしょに楽しもう！ 
オーケストラの生演奏でイギリスの
名作アニメーションを観るスペシャルな
コンサート。

［指揮］園田隆一郎
［共演］京都市少年合唱団
［ナビゲーター］ガレッジセール
チャイコフスキー: 組曲「くるみ割り人形」から「花のワルツ」
フンパーディンク: 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲
ロジャース: 「サウンド・オブ・ミュージック」から
ハワード・ブレイク: 「スノーマン」

（オーケストラ・ライブ演奏によるアニメーション・フィル
ムの上映） ほか

開演前ロビーイベント: 13:45～14:15
「Meet the musicians ! 京響メンバーにきいてみよう！」

指定席完売指定席完売 12月23日（日・祝）

「魅惑のオペラ」
オーケストラ、歌手、合唱、バンダが大活躍
するオペラの世界。
スケールが大きくドラマティックなオペラの
魅力を大発見！

［指揮］下野竜也（常任首席客演指揮者）
［共演］小濱妙美（ソプラノ）  日紫喜惠美（ソプラノ）
上野洋子（ソプラノ）  北村敏則（テノール） 
久保和範（バリトン）  京響コーラス
京都市立芸術大学音楽学部学生

［ナビゲーター］ガレッジセール
ワーグナー:
　楽劇「ワルキューレ」第3幕から「ワルキューレの騎行」
ヴェルディ: 歌劇「アイーダ」から「凱旋行進曲」 ほか

開演前ロビーイベント: 13:30～14:20
「ミステリークイズ」＆「ロビーコンサート」

3月24日（日）第3回 第4回

S 5,000円　A 4,500円　B 3,500円　P 2,000円
協賛: ローム株式会社　協力: 株式会社ドルチェ楽器　後援: (株)エフエム京都

邦楽アンサンブル みやこ風韻 第八回公演
京都から世界へ発信する日本伝統の響き

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.15
ブラームスの、すこし彼方。

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
世界のサックス界を代表する日仏のトップ・プレイヤーたち
そのステージから目が離せない！

ハバネラ サクソフォン・カルテット
クリスチャン・ヴィルトゥ（ソプラノ）
スィルヴァン・マレズュー（アルト）
ファブリツィオ・マンクーゾ（テナー）
ジル・トレソス（バリトン）

ブルーオーロラ
サクソフォン・カルテット
平野公崇（ソプラノ） 田中拓也（アルト）
西本 淳（テナー） 本堂 誠（バリトン）

バルトーク: 
 弦楽のためのディヴェルティメントより
リムスキー=コルサコフ: シェエラザードより
ボロディン: 中央アジアの草原にて ほか

一 般   3,000円　 会 員   2,700円
U-30券 1,500円

一 般   4,000円　 会 員   3,600円
U-30券 2,000円

一 般   5,000円　 会 員   4,500円
U-30券 3,000円

第2回

売切

チケット発売    9/1（土）
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京都コンサートホール  マンスリー･エッセイ

京都しんふぉにえった ©A.Shimada

11月17日（土）•18日（日）

ダニエル・ハーディング

イザベル・ファウスト ©Felix Broede

19:00開演 
【全席指定】  チケット発売中  

漆原朝子＆ベリー・スナイダーのシューマン
まるでオーケストラを思わせる多彩な音色
名コンビが魅せる洗練された世界観
～オール・シューマン・プログラム～
ヴァイオリン・ソナタ第1番 イ短調 op.105
３つのロマンス op.94　ほか

2018年

12月21日（金）

漆原朝子
＆ベリー・スナイダー

［一回券］ 一 般  4,000円　　 会 員  3,600円
主催: コジマ・コンサートマネジメント

［カウンターテナー］ヴァレア・サバドゥス
ヘンデル: 歌劇「セルセ」HWV40より 「オンブラ・マイ・フ」
ポルポラ: 歌劇「ポリフェーモ」より アリア「至高のジョーヴェ」 ほか

14:00開演 
【全席指定】  会員先行  9/23（日）  一般発売  9/30（日）

ヴァレア・サバドゥス＆コンチェルト・ケルン
両性的なクリスタル・ヴォイスと圧倒的な超絶技巧――
超人気スター歌手と名門古楽オーケストラ、夢の共演

2019年

2月9日（土）

［一回券］ 一 般  6,000円　　 会 員  5,500円
主催: アレグロミュージック

ヴァレア・サバドゥス 
©Christine Schneider

井上道義氏とショスタコーヴィチ
Vol. 4

　みなさんは「ショスタコーヴィチ」という人物をご存知でしょうか。
他国へ亡命する芸術家が続出する中、ロシア革命や大粛清などに
怯えながらも激動の世紀を生き抜いたロシア人作曲家です。当初
は“体制に迎合する作品を書いた”というイメージばかりが先行して
いましたが、実際は過酷な環境の中で葛藤しつつも創作活動を続
けた作曲家として、現在に至るまで根強い人気を誇ります。

　今年の「京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート」でタクトをとる井
上道義氏は、そんなショスタコーヴィチの魅力にとりつかれた指揮者

のひとり。ホルストの《惑星》と共に、マエストロがライフワークとして取り組むショスタコーヴィチ作品
《交響曲第12番「1917年」》がプログラミングされました。

　《交響曲第12番》はその表題が示すように、1917年に勃発したロシア革命（十月革命）をテーマと
しており、その中心人物であったソ連共産党指導者ウラディミール・レーニンに捧げられました。です
からもちろん、レーニンや共産党を称賛する内容を携えた交響曲だろう─と思いきや、どうやらそう
でもないようです。

　マエストロ曰く、ショスタコーヴィチは「二枚舌の作曲家」。この作品には「変ホ（ES）−変ロ（B）−ハ
（C）」という3音が何度も出てきます。その数、全楽章を通して43回！特に「人類の夜明け」と題さ
れた第4楽章の終盤では、執拗に繰り返されます。井上氏は以前から、この音型が出現すると音楽
の流れが止まってしまう印象を抱いていました。そこでロシア語に堪能な知人に尋ねたところ、「Es−
B−Cをロシア語に直すと、スターリンのイニシャルになるね」。その言葉を聞いたマエストロは『ショスタ
コーヴィチは、スターリンの影をちらつかせることによって“革命後、ソ連はどうなるか分からないよ”と
言いたかったのか』と腑に落ちたそうです。

　「4楽章の表題は“人類の夜明け”なんだけど、音楽的にはまるで黄昏なんだよね。でもね、夜明け
と黄昏の見分けってつきますか？ これから明るくなる朝焼
け、これから暗くなる夕焼け。ある一部分を見ると、どっ
ちか分かんないよね。つまり、ショスタコーヴィチはそういう
ことを音楽で表現してるんだよ」。

　説得力ある解釈で、わたしたちを未知の世界へと誘う
井上氏。今年の開会記念コンサートは、一面「井上道義」
カラーに染まりそうです。　（京都コンサートホール 高野裕子）

ユーゴ・ギュティエレス

上田じん

パリ木の十字架少年合唱団

S 5,000円　A 4,500円　B 3,500円　P 2,000円
協賛: ローム株式会社　協力: 株式会社ドルチェ楽器　後援: (株)エフエム京都

一 般  3,000円　学生（大学生以下）・シニア（70歳以上） 2,000円　　 会 員  2,700円
主催: 京都しんふぉにえった
後援: 村田機械株式会社、京都市交響楽団響友会　助成: 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション

一 般  3,000円　高校生以下 1,000円　　 会 員  2,700円
後援: 京都市教育委員会、在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本
助成: 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

500円
後援: 村田機械株式会社
助成: 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

11月20日（火）

12月14日（金）

12月1日（土）

11月29日（木）

大ホール  14:30開演 
【全席指定】

アンサンブルホールムラタ  19:00開演 
【全席自由】　

大ホール  19:00開演　 
【全席指定】   

大ホール  14:00開演　 
【全席自由】　  

アンサンブルホールムラタ  11:00開演 
【全席自由】

京都市交響楽団 第629回定期演奏会
偉大なる巨匠ラザレフ、待望の再登場！
郷愁のロシア音楽～グラズノフ＆ボロディン

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 ～アレンジ de ガラ! vol.2～
笑いあり涙あり、情熱のパフォーマンス！

京都・パリ友情盟約締結60周年・日仏友好160周年記念
パリ管弦楽団
フランスの音楽的威信を懸けたスーパー・オーケストラ、
珠玉の名曲に挑む夜

京都・パリ友情盟約締結60周年・日仏友好160周年記念
パリ木の十字架少年合唱団クリスマス・コンサート
待望の京都公演！
クリスマスシーズンに響きわたる天使の歌声

田隅靖子館長の“おんがくア・ラ・カルト♪” 
～ステキな曲とチョットいいお話～
第28回「ベスト・オブ・トランペット」

日本フィル挂冠指揮者兼芸術顧問で、
ロシアを代表する世界最強の指揮者ア
レクサンドル・ラザレフが、2012年に続
き再び京響の指揮台に戻ってくる！今
回はロシアの四季を描いたグラズノフ
のバレエ音楽と、勇壮な主題と郷愁を
誘う旋律に満ちたロシア国民楽派最高
の交響曲、ボロディンの大作で、ロシア
音楽の真髄をお贈りします。

京響メンバー9名によるオリジナル・アレンジ集
団「京都しんふぉにえった」。クラシック音楽から
ジャズ、タンゴ、ラテン音楽まで幅広いレパート
リーを独自のアレンジで聴かせます。超絶技巧
溢れるクールな演奏はもちろん、ユーモアたっ
ぷりのステージはクラシックのイメージを覆す
こと間違いなし。個々の名人芸にも注目です！

「パリ管」といえば、誰もが認める超名門オーケストラ！これまで名だたる指
揮者たちが音楽監督に迎えられ、2016年からはハーディングがそのポスト
に就いています。今回披露されるのは、ベートーヴェンを主軸としたプログラ
ム。《ヴァイオリン協奏曲》のソリストにはイザベル・ファウストを迎え、洗練さ
れた演奏を聴かせます。

パリ木の十字架少年合唱団は、ウィーンやテルツ
と並ぶ世界屈指の少年合唱団です。白いローブ
と胸から下げられる小さな木の十字架が彼らの
トレードマーク。ピアノ伴奏と共に厳かでありな
がら豪華絢爛なクリスマス・コンサートを開催し
ます。京都市少年合唱団とのコラボレーションに
もご期待ください！

日本音楽コンクール覇者がお届けする
トランペットのための名曲アルバム
京都出身のトランペット奏者、上田じんが満を持して『おんがくア・
ラ・カルト』に登場！第69回日本音楽コンクールトランペット部門
で華々しく優勝を飾った後、日本を代表するトランペッターとして
活躍を重ねて来た上田。そんな彼が今回選んだプログラムは、誰
もが一度は耳にしたことのある珠玉の名曲たち。必聴必見です！

［指揮］アレクサンドル・ラザレフ
グラズノフ: バレエ音楽「四季」op.67
ボロディン: 交響曲第2番 ロ短調
開演前（14:00ごろ～）指揮者による「プレトーク」（ステージ上）開催

中野志麻、片山千津子（ヴァイオリン） 小田拓也（ヴィオラ・編曲） 渡邉正和（チェロ）
出原修司（コントラバス） 筒井祥夫（クラリネット） 中野陽一朗（ファゴット）
ハラルド・ナエス（トランペット） 中山航介（パーカッション）

ビジョルド: エル・チョクロ
ピアソラ: ブエノスアイレスの冬　ミケランジェロ'70
ブラームス: ハンガリー舞曲第5番
ロシア民謡: 黒い瞳・二つのギター　ほか （編曲: 小田拓也）

［指揮］ダニエル・ハーディング（パリ管弦楽団音楽監督）

［ヴァイオリン］イザベル・ファウスト
ベルリオーズ: オペラ「トロイアの人々」から「王の狩りと嵐」
ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
ベートーヴェン: 交響曲第6番 ヘ長調 op.68「田園」
※当初の発表から一部曲目が変更となりました。

［指揮・オルガン・ピアノ］ユーゴ・ギュティエレス
［友情出演］京都市少年合唱団
モーツァルト: アレルヤ
カッチーニ: アヴェ・マリア
レノン＆オノ: ハッピー・クリスマス　ほか

一 般   S 23,000円　A 19,000円　B 15,000円　C 12,000円　D 9,000円
会 員   S 22,000円　A 18,000円　B 14,000円　C 11,000円　D 8,000円

主催: KAJIMOTO　後援: 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本

～オール・ベートーヴェン・プログラム～
弦楽四重奏曲第3番 ニ長調 op.18-3
弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調「セリオーソ」 op.95
弦楽四重奏曲第15番 イ短調 op.132

19:00開演 
【全席指定】  会員先行  9/15（土）  一般発売  9/23（日）

ベルチャ弦楽四重奏団
ウィーン・コンツェルトハウスでのベートーヴェン全曲演奏会が話題に
世界中から熱い視線を浴びるカルテットを聴く一夜

2019年

1月31日（木）

［一回券］ 一 般  5,000円　　 会 員  4,500円
主催: パシフィック・コンサート・マネジメント

ベルチャ弦楽四重奏団 
©Marco Borggreve

ガーシュウィン（R.ヘッケマ編曲）: パリのアメリカ人
J.S.バッハ（F.ブゾーニ編曲）: シャコンヌ　ほか

14:00開演 
【全席指定】  会員先行  10/7（日）  一般発売  10/14（日）

カレファックス・リード・クインテット・アムステルダム
リード楽器を愛するすべての人へ
世界でも類を見ないスーパー・アンサンブル

2019年

3月21日（木・祝）

［一回券］  一 般   4,000円  学生 2,000円
  会 員   3,600円
主催: ヒラサ・オフィス

カレファックス・リード・
クインテット・アムステルダム 

©Marco Borggreve

北山クラシック倶楽部 2018
後援： 村田機械株式会社

アンサンブルホールムラタ

アレクサンドル・ラザレフ ©山口 敦

［トランペット］上田じん　［ピアノ］新居由佳梨
［お話］田隅靖子
アンダーソン: トランペット吹きの休日
ヴェルディ: 歌劇「アイーダ」より〈凱旋行進曲〉
ガーシュウィン: ラプソディ・イン・ブルー　ほか

新居由佳梨 ©アールアンフィニ

チケット発売   8/26（日） チケット発売   8/10（金）

「北山クラシック倶楽部」は、海外トップアーティストによる世界水
準の演奏を最高の音空間で体感していただくシリーズです。

9月16日（日）『第22回京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート』に寄せて



市営地下鉄烏丸線
北山駅下車
❶❸番出口より徒歩5分
※エレベータご利用の場合は 
　❸番出口

  チケットのご購入について

電話予約後1週間以内にお支払いください。窓口、郵便振替、または、お
近くのセブン-イレブンでのお支払いを、予約時にお選びいただきます。
手数料等の詳細は、お問合せください。
前売チケットは、京都コンサートホール、ロームシアター京都とも取扱い
座席は同じです。どちらでもご予約、お受取りができます。

間違い電話が多くなっております。電話番号をお確かめのうえ
おかけ間違いのないようお願いいたします。

北山通
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❶出口
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※主催公演以外は、チケットの取扱いがない場合もございます。

オンラインチケット 24時間購入可
※要事前登録（無料）、詳しくは京都コンサートホールの

WEBサイトから「チケット購入のみなさまへ」「オンラ
インチケット購入」をご覧ください。

大阪駅から新快速で京都駅約29分。京都
駅で地下鉄烏丸線に乗り換え、国際会館
行で北山駅下車。約15分。

JRで

WEB

淀屋橋駅から特急で丹波橋駅約41分。丹
波橋駅で近鉄に乗り換え、竹田駅で地下
鉄烏丸線に乗り換え、国際会館行で北山
駅下車。約24分。(丹波橋駅から直通電車
もあります)

京阪で

梅田駅から特急で烏丸駅約41分。烏丸駅
で地下鉄烏丸線（四条駅）に乗り換え、国
際会館行で北山駅下車。約11分。

阪急で

大和西大寺駅から急行で竹田駅約33分。
竹田駅で地下鉄烏丸線に乗り換え、国際
会館行で北山駅下車。約21分。（京都駅
での乗り換えも可能です）

近鉄で

8:30～23:00〈約100台収容可能〉　30分ごとに250円。
どなた様でもご利用いただけます。
※駐車台数に限りがございますので、お越しの際は、
　公共交通機関をご利用ください。

無料（1回30分）
利用時間: 9:00～22:00
※ 駐車場料金は別途（30分ごと

に250円）必要です。

駐車場

  京都コンサートホール 交通のご案内

京都コンサートホール チケットカウンター
075-711-3231

（窓口・電話とも10:00～17:00／第1・3月曜日休※祝日の場合は翌平日）

ロームシアター京都チケットカウンター
075-746-3201

（窓口・電話とも10:00～19:00／年中無休※臨時休館日を除く）

京都コンサートホール貸館利用のご案内

京都コンサートホールで演奏会をしてみませんか

フルオーケストラや室内楽、ピアノ発表会から合唱、吹奏楽までプロ・ア
マチュア問わず、音楽専用ホールならではの最適な条件で演奏をたの
しむことができます。貸館の受付は18箇月前の初日から受付していま
す。はじめてのご利用の方にも専門スタッフがサポートいたしますので、
お気軽にお問合せください。

コンサートをお得にお楽しみいただける料金設定はもちろんのこと、会員イベントへのご招待など、
クラシックファンの皆様にうれしい会員特典をご用意してお待ちしております。

１回券より約20％おトクです！
受付期間:  8月1日（水）～9月28日（金）
対象公演:  9月～翌年3月の定期演奏会（6公演） 
会　　費:  S 24,000円  A 22,000円  B 17,500円  学生 11,000円
 ※座席に限りがありますので、なくなり次第受付を終了いたします。

随時ご入会が可能です（ご入会月から1年間）
ゴールド法人会員

200,000円

法人会員
75,000円

定期演奏会（11公演）＋特別演奏会（第九＆ニューイヤー）
座席1口当たり、1公演につき座席引換券5枚

定期演奏会（11公演）＋特別演奏会（第九）
座席1口当たり、1公演につき座席引換券2枚

京都市交響楽団 京響友の会事務局（京都コンサートホール内）
TEL: 075-711-3010（京響友の会専用）平日9:00～17:00 
※土日、祝日、コンサートホール休館日（第1・3月曜日）はお休み

https://www.kyoto-symphony.jp/

お問合せ tel 075-711-2980 （9:00～17:00）
第1・3月曜日休館（休日の場合は翌日）

大ホール アンサンブルホールムラタ

公益財団法人 京都市音楽芸術文化振興財団
京都コンサートホール

〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-26 
TEL： 075-711-2980   FAX： 075-711-2955
https://www.kyotoconcerthall.org
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京都市交響楽団「京響友の会」会員募集中！
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29
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京都コンサートホール1階のカフェテリア「カフェ コンチェ
ルト」では、開演までの時間をゆっくりお過ごし頂けます。
営業日時は下記のカレンダー内に表記しています。
原則として公演開催日の開演2時間前から開演後まで営業し
ています。

（※営業時間は変更になる場合がございます。）

後期会員（個人会員）

お問い合わせ先

法人会員




