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2021 March 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

CONCERT
GUIDE
京都コンサートホール コンサートガイド

京都コンサートホール 公式チャンネル

京都コンサートホールでは、新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大防止のため、
お客様に安心してご利用いただけるよ
うガイドラインに基づき、様々な対応を
行っております。
ホール内では、お客様と演奏者等との間
隔に十分な距離を確保するため、当面
の期間、一部のお座席の使用を取りや
めております。そのため、座席をご指定
いただく際には、ご希望のお席をお選び
いただけない場合がございます。また、
今後の状況により、段階的に座席を開放
して販売する可能性もございます。
今後も状況により内容が変更となる可
能性がございますので、最新情報はお
問い合わせいただくか、当ホールホーム
ページをご確認くださいますようお願
い申し上げます。

15 May, 2021 The 656th Subscription Concert  of the City of  Kyoto Symphony Orchestra 
京都市交響楽団 第656回定期演奏会

P I C K  U P

鈴木優人 ©Marco Borggreve

チケット発売   京響友の会  4/3（土）  Club会員  4/10（土）  一　般  4/17（土）

大ホール  14:30開演 
【全席指定】  

アンサンブルホールムラタ  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】 

3月27日（土）•28日（日）3月7日（日）

3月4日（木）

第1期京都コンサートホール登録アーティスト制アウトリーチ事業 
『Join us！ ～キョウト・ミュージック・アウトリーチ～』
ジョイント・コンサート

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

京都市交響楽団 第654回定期演奏会
旋律美と郷愁あふれる広上淳一のドヴォルザーク＆
新進気鋭ヴァイオリニスト小林美樹が奏でる珠玉のブルッフ！

主催: プロ アルテ ムジケ

ユナイテッド・ユーロ ブラス・クインテット

【公演中止のお知らせ】
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的
蔓延により、出演者の来日が難しくなったため、公演
中止としました。開催を楽しみにしてくださったお客様
には深くお詫び申し上げます。
ご購入いただきましたチケットに関しては、代金の
払い戻しをさせて頂きます。詳細はホームページを
ご覧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

京都市交響楽団 オーケストラ・ディスカバリー2020
～こどものためのオーケストラ入門～2020年度テーマは「オーケストラを聴いてみよう！」

指定席〈1階、2階L・R席〉 おとな（19歳以上）3,000円、こども（5歳以上18歳以下）1,500円
自由席〈3階すべて〉  おとな（19歳以上）2,500円、こども（5歳以上18歳以下）1,000円
※年齢はすべて2020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。
※ポディウム席（舞台後方席）はご利用いただけません。

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！

名曲！ それとも名作曲家！？
誰もが知っているあの名曲を作ったのはこの人だった！？
ヒット曲を作ったにも関わらず意外と
知られていない偉大で残念な作曲家たち！

［指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問）
［ヴァイオリン］会田莉凡（京都市交響楽団特別客演コンサートマスター）
［合唱］京響コーラス
［ナビゲーター］ロザン
ワーグナー: 歌劇「ローエングリン」から
  「婚礼の合唱」（結婚行進曲）
マスネ: タイスの瞑想曲
ボロディン: 
　歌劇「イーゴリ公」から
　「ダッタン人の踊り（ポロヴェツ人の踊り）」
デュカス: 交響詩「魔法使いの弟子」　ほか 

第4回

1回券

14：00開演3月14日（日）

大ホール

広上淳一 ©伊藤菜々子 会田莉凡

昨年度中止となった京都コンサートホール登録
アーティストによるジョイント・コンサート、1年越
しの公演です。音楽の仕掛けがいっぱい詰まっ
たトーク付き、三者三様のプログラムをお届け
します。ワンコインでどなたでもお楽しみいた
だけます。

［出演／プログラム］
石上真由子（ヴァイオリン）
エネスコ: ヴァイオリン・ソナタ第3番 作品25　（ピアノ: 北端祥人）
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）〉
モーツァルト: ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番 変ロ長調 K.424
 オペラ「魔法の笛」より抜粋（二重奏に編曲）
田中咲絵（ピアノ）
プーランク: 子象ババールの物語　（朗読: 小玉洋子）
500円

広上淳一 ©伊藤菜々子 小林美樹 
©Kayoko Yamamoto

※出演を予定しておりましたソリストのダニ
エル・ホープ（ヴァイオリン）は、政府による
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めの入国制限の影響により来日が不可能
となり、ソリストを小林美樹に変更し、曲目
も一部変更いたします。どうぞご理解のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

S 5
売切
,500円　A 5

売切
,000円　B 4,000円　C 3,000円　P 2,000円（舞台後方席）

協賛: ローム株式会社　協力: 株式会社ドルチェ楽器　後援: ㈱エフエム京都

［指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問）
［ヴァイオリン］小林美樹
ドヴォルザーク: 序曲「自然の王国で」 作品91
ブルッフ: ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26
ドヴォルザーク: 交響曲第7番 ニ短調 作品70

※本公演ではプレトークを開催いたしません。 
どうぞご了承ください。

※S席及びA席は「京響友の会」会員で満席と
なりましたので、一般販売はいたしません。

マンスリー・コラムピックアップ公演

公演
中止

完売

曲目＆ソリスト変更！

チケット発売   2/13(土)



 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
発売中  京都コンサートホール、およびロームシアター京都でチケット販売中

※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。

2021年3月　コンサートインフォメーション

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

1/月 休館日

2
火

10:00
大ホール

春の音楽発表会
園児による器楽合奏と歌

「オペラ座の怪人」、「イエスタディ」、「星にねがいを」、「ドラえもんメドレー」　ほか

入場無料
（要整理券） — 今宮幼稚園

075-491-0551

3
水

14:00
アンサンブル
ホールムラタ

チェコ・フィル ストリング・カルテット
モーツァルト: アイネ・クライネ・ナハトムジーク～第1楽章　バッハ: G線上のアリア
パッヘルベル: カノン　アルビノーニ: アダージョ　シューベルト: アヴェ・マリア
シューマン: トロイメライ　サン=サーンス: 白鳥　ドヴォルザーク: ユモレスク　ほか

4,500
全席指定 発売中

エラート音楽事務所
075-751-0617

4
木

19:00
アンサンブル
ホールムラタ

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
United Euro Brass Quintet

［トランペット］ラインホルト・フリードリッヒ、イェルーン・ベルワルツ　［ホルン］ラッセ・マウリッツェン
［トロンボーン］イアン・バウスフィールド　［テューバ］トーマス・ロイスランド
V.エヴァルド: 金管五重奏曲第3番 変ニ長調 作品7　ビートルズ・メドレー　ほか

一般 4,500
学生 2,500　
小学生 500

— 京都コンサートホール
075-711-3231

6
土

13:00
アンサンブル
ホールムラタ

第43回クラヴィス音楽研究所 クラヴィスミュージックスクール
ピアノクラス発表演奏会2021
ベートーヴェン: ピアノソナタ「テンペスト」　モーツァルト: ピアノソナタ KV.282　 
ショパン: エチュード「革命」、ポロネーズ「軍隊」、小犬のワルツ　ほか

入場無料 — クラヴィス音楽研究所
075-381-0550

7
日

14:00
アンサンブル
ホールムラタ

京都コンサートホール×京都市文化会館5館連携事業
Join us！ ～キョウト・ミュージック・アウトリーチ～
ジョイント・コンサート Join us! Kyoto Music Outreach Joint Concert
～熱狂の音楽～　［ヴァイオリン］石上真由子　［ピアノ］北端祥人
エネスコ: ヴァイオリン・ソナタ第3番 作品25
～オペラから感じるモーツァルト～　DUO GRANDE（［ヴァイオリン］上敷領藍子　［ヴァイオリン・ヴィオラ］朴 梨恵）
モーツァルト: ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番 変ロ長調 KV.424　ほか
～音楽で広がるお話の世界～　［ピアノ］田中咲絵　［朗読］小玉洋子
プーランク: 子象ババールの物語

500 完売
全席指定 完売 京都コンサートホール

075-711-3231

8
月

19:00
アンサンブル
ホールムラタ

第9回 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット 京都公演
TMBQ×すぎやまこういち
東京メトロポリタン・ブラス・クインテット

［トランペット］高橋 敦、中山隆崇　［ホルン］西條貴人　［トロンボーン］小田桐寛之　［テューバ］佐藤 潔
［お話］すぎやまこういち（第2部）

一般 3,500
学生 2,000
全席指定

発売中
エラート音楽事務所
075-751-0617

10
水

18:00
アンサンブル
ホールムラタ

2020年度 同志社女子大学 学芸学部 音楽学科　
卒業演奏会・音楽専攻科修了演奏会

［出演］2020年度同志社女子大学音楽学科卒業年次生・音楽専攻科修了年次生
※詳細は同志社女子大学ホームページにて通知いたします。

— —

同志社女子大学
学芸学部・文学研究科

（音楽学科）
0774-65-8501

11
木

18:00
大ホール

Divine Ages いだきしんコンサート ピアノ＆パイプオルガン Improvisation
［出演］いだきしん
ピアノとパイプオルガンによる即興演奏コンサート

S 8,000
A 7,000 —

いだきしんコンサート
チケットセンター
03-3560-1485

13
土

14:00
アンサンブル
ホールムラタ

北村 陽チェロリサイタル
［チェロ］北村 陽　［ピアノ］大伏啓太
J.S.バッハ: 無伴奏チェロ組曲第6番　藤倉大: 「Eternal Escape」　ほか

3,500
全席指定 発売中

京都ミューズ
075-353-7202

14
日

14:00
大ホール

京都市交響楽団 オーケストラ・ディスカバリー2020
「オーケストラを聴いてみよう！」 第4回『名曲！ それとも名作曲家！？』
［指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問）　
［ヴァイオリン独奏］会田莉凡（特別客演コンサートマスター）　
［合唱］京響コーラス　［ナビゲーター］ロザン
ワーグナー: 歌劇「ローエングリン」から「婚礼の合唱」（結婚行進曲）　ほか

（指定）
19歳以上 3,000
5歳～ 18歳 1,500

（自由）
19歳以上 2,500
5歳～ 18歳 1,000

発売中
京都市交響楽団
075-222-0347

15/月 休館日

16
火

18:00
大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業
第9回 京都両洋高等学校吹奏楽部 定期演奏会

［指揮］葛城武周、赤司健一
宇宙の音楽、日本舞踊（カルメン組曲）、マスク・オブ・ゾロ（ステージマーチング）、企画ステージ

S 1,000（指定席）
（S席以外は学校取り扱い）

2/15
発売予定

京都両洋高等学校吹奏楽部
075-841-2025

17
水

18:00
アンサンブル
ホールムラタ

《素敵な平日の夜には音楽の時間をシリーズ》
バリトン 大谷圭介． スペシャルコンサート

［バリトン独唱］大谷圭介．　［ピアノ］未定　［共演者］未定

3,500
全席自由 — インテグラル音楽事務所

075-791-3123

17:30予定

大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業
第31回 京都文教中学・高等学校吹奏楽部 定期演奏会
コロナ禍の中で、少しでも明るく、元気になっていただけるような演奏会にしたいと思っています。

入場無料 —
京都文教中学・高等学校
吹奏楽部
075-771-6155

19
金

18:00
大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業
京都明徳高等学校吹奏楽部 第23回スパークリングコンサート

〈第1部〉コンサートステージ　〈第2部〉マーチングステージ
入場無料 — 京都明徳高等学校吹奏楽部

075-331-3361

20
土・祝

14:00
大ホール

京都・バッハ・ゾリステン特別演奏会2020
「マタイ受難曲」～イエスは今何処に～
［指揮］福永吉宏　［福音史家テノール］畑 儀文　［イエス］篠部信宏　［ソプラノ］松田昌枝、畑澤 紘　
［アルト］安永紀子、米谷 優　［バス］成瀬当正　［管弦楽］京都・バッハ・ゾリステン　
［合唱］京都・バッハ・ゾリステン、京都フィグラールコール、かたばみアンサンブル

一般 5,000
学生 2,500
全席自由

発売中
京都・バッハ・ゾリステン
075-341-5741

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

21
日

10:00
アンサンブル
ホールムラタ

パナムジカ音楽教室 第18回 演奏科発表会
スタンダードレギュラーコースからマスターコースジュニア科在籍の生徒によるピアノ演奏会

入場無料 — パナムジカ音楽教室
075-956-8762

17:45
大ホール

京都市立京都堀川音楽高等学校 第11回卒業演奏会
独唱、独奏（ピアノ・弦楽・管打楽）

〈合唱〉木下牧子: 「光と風をつれて」　［指揮］津幡泰子
〈管弦楽〉ボロディン: ポロヴェツ（だったん）人の踊り　［指揮］藏野雅彦

入場無料
（要整理券）
全席指定

—
京都市立
京都堀川音楽高等学校
075-253-1581

23
火

18:00
大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業
第57回 大谷中学・高等学校吹奏楽部 定期演奏会

［指揮］今西正和
木津 清: 序曲「大谷」　 G.ホルスト: 吹奏楽のための第二組曲　 
シェーンベルク（ヨハン・デ・メイ編曲）: ミス・サイゴン　ほか

関係者対象 — 大谷中学・高等学校
075-541-1312

24
水

17:30
大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業
令和2年度 京都市立修学院中学校吹奏楽部 定期演奏会

［出演］修学院中学校吹奏楽部
セカンドセンチュリー、With You　ほか

入場無料 — 京都市立修学院中学校
075-781-3000

25
木

18:30
アンサンブル
ホールムラタ

ノートルダム学院小学校合唱クラブ 第8回定期演奏会
［出演］ノートルダム学院小学校合唱クラブ、同卒業生、京都聖母学院小学校合唱部（賛助出演）

関係者対象 — ノートルダム学院小学校
075-701-7171

25
木

18:00
大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業
京都精華学園高等学校吹奏学部 第34回定期演奏会

［指揮］阿蘇良憲　［客演］矢巻正輝（トロンボーン）　ハチャトリアン： バレエ音楽「ガイーヌ」　ほか

500
（当日 800）
全席自由

2/1
発売予定

京都精華学園高等学校
075-771-4181

27
土

12:50
アンサンブル
ホールムラタ

岩﨑音楽教室ピアノ発表会
岩﨑音楽教室生徒によるピアノ発表会

入場無料 — 岩﨑音楽教室
0774-22-4694

14:30
大ホール

京都市交響楽団 第654回定期演奏会
The 654ｔｈ Subscription Concert of the City of Kyoto Symphony Orchestra
[指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問）　[ヴァイオリン］小林美樹
ドヴォルザーク: 序曲「自然の王国で」 作品91　ブルッフ: ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26
ドヴォルザーク: 交響曲第7番 ニ短調 作品70

S 5,500 売切
A 5,000 売切 
B 4,000　C 3,000 
P 2,000

2/13
発売

京都市交響楽団
075-222-0347

28
日

14:00
アンサンブル
ホールムラタ

音楽でつながる♪ リレーコンサート
一般公募の出演者による情熱あふれる音楽のバトンリレー！

入場無料
当日整理券配布
全席指定

— 京都コンサートホール
075-711-3231

14:30
大ホール

京都市交響楽団 第654回定期演奏会
The 654th Subscription Concert of the City of Kyoto Symphony Orchestra
[指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問）　[ヴァイオリン］小林美樹
ドヴォルザーク: 序曲「自然の王国で」 作品91　ブルッフ: ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26
ドヴォルザーク: 交響曲第7番 ニ短調 作品70

S 5,500 売切
A 5,000 売切 
B 4,000　C 3,000 
P 2,000

2/13
発売

京都市交響楽団
075-222-0347

29
月

15:00
アンサンブル
ホールムラタ

ヴァイオリン研究発表会
約13人の子供達が年令順（4才～30才）に1人ずつ演奏します。
ヴィタリ: シャコンヌ　ブルッフ: ヴァイオリン協奏曲 No.1　 メンデルスゾーン: ヴァイオリン協奏曲 ホ短調　ほか

入場無料 — 大津ジュニアオーケストラ
077-525-3338

18:00
大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業

京都市立上京中学校吹奏楽部 第37回定期演奏会
〈Ⅰ部〉コーラスステージ　〈Ⅱ部〉シンフォニックステージ　〈Ⅲ部〉ポップスステージ
どうぞ、お楽しみください。

入場無料 — 京都市立上京中学校
075-431-8151

31
水

18:00
大ホール

（公財）京都市音楽芸術文化振興財団助成事業

龍谷大学付属平安高等学校・中学校吹奏楽部
創部95周年記念・第25回定期演奏会

〈Ⅰ部〉マーチングステージ　〈Ⅱ部〉ポップスステージ　〈Ⅲ部〉中学ステージ
〈Ⅳ部〉クラシカルステージ

入場無料 —

龍谷大学付属
平安高等学校・中学校
吹奏楽部
075-361-4231

※1月17日現在の状況です。公演の開催については変更の可能性もございます。詳細はお問合せください。

公演中止

公演中止

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いただけます。
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。

（※営業時間は変更または休業になる場合がございます。）

  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介助の方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。
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カフェ コンチェルトの営業日時は未定となっております。
詳しくはホールまでお問い合わせください。



 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

3月28日（日）

4月11日（日） 5月15日（土） 6月16日（水）4月16日（金）

アンサンブルホールムラタ  14:00開演 
【全席指定・当日整理券配布*】

大ホール  14:00開演 
【全席指定】  

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 
【全席指定】  

アンサンブルホールムラタ  11:00開演 
【全席指定】   

音楽でつながる♪ リレーコンサート

京都市交響楽団 スプリング・コンサート
ジャズ・ピアニスト小曽根真がラフマニノフを初披露。
そしてチャイコフスキー生涯最後の作品「悲愴」。
クラシックの不朽の2大名作を一度に楽しむ。

京都市交響楽団 第656回定期演奏会
俊英・鈴木優人のベートーヴェン新機軸
注目のチェリスト上村文乃の華やかなヴィヴァルディ

京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル・コンサート
アンサンブル弦伍楼 Vol.2
くるりの岸田繁イチオシ アンサンブル！ 待望の延期公演！

京都北山マチネ・シリーズ Vol.5
「ヴァイオリン・カンタービレ」

美しい桜が咲き誇る春の京
都にぴったりの「スプリング・
コンサート」！ 2021年度は
広上淳一の指揮により、人
気ジャズ・ピアニスト小曽根
真が初披露するラフマニノ
フのピアノ協奏曲第2番とと
もに、チャイコフスキー最後
の作品にして最高傑作の「悲
愴」交響曲という名曲プログ
ラムをたっぷりお楽しみいた
だきます。

バッハ・コレギウム・ジャパン首席指揮者
等務め、作曲家、ピアニスト、チェンバリ
スト、オルガニスト、プロデューサーとし
て八面六臂で活躍する鈴木優人が京響
定期初登場。注目のチェリスト上村文乃
をソリストに迎え、鈴木の真骨頂である
バロック音楽と、舞踊交響曲と呼ばれる
ベートーヴェン７番を取り上げます。

ロックバンド、くるりのメンバー岸田繁が命名し、京響の
メンバーが中心となって結成された弦楽五重奏団「アン
サンブル弦伍楼」。2020年に、感染症により中止となっ
た公演を1年越しに開催します。岸田繁が弦伍楼のため
に書き下ろした初演作品など、聴いたことのない新しい
弦楽五重奏をお届けします。ご期待ください！
※延期前公演（2020年6月12日）のチケットをお持ち

の方は、新しいチケットと交換させていただきます。
当日、ホール入口前の受付までお越しください。

京都コンサートホールのランチタイム・
コンサート、「京都北山マチネ・シリー
ズ」。国内外で活躍する個性豊かな音楽
家たちがトーク付きで素敵なマチネの
ひとときをお届けします。今回は、日本
を代表する若手ヴァイオリン奏者の
周防亮介を迎えて、名曲の数々をお届
けします。歌うようなヴァイオリンの美
しいメロディをお楽しみください。

［指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問）
［ピアノ］小曽根 真
ラフマニノフ: ヴォカリーズ
ラフマニノフ: ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18
チャイコフスキー: 交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

［指揮］鈴木優人
［チェロ］上村文乃
ヘンデル: 歌劇「忠実な羊飼い」序曲
ラモー（鈴木優人編）: 歌劇「みやびなインドの国々」組曲
ヴィヴァルディ: チェロ協奏曲 ト長調 RV414
ベートーヴェン: 交響曲第7番 イ長調 作品92
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

タネーエフ: 弦楽五重奏曲第1番 ト長調 作品14
ストラヴィンスキー:
　弦楽四重奏のためのコンチェルティーノ
  （弦楽五重奏版）
岸田繁／ジュビレーヌ・イデアラ編:
　オマージュ・ア・ラ・くるり No.2
岸田繁: 委嘱作品（初演）

［ヴァイオリン］杉江洋子・田淵彩華
［ヴィオラ］金本洋子
［チェロ］上森祥平
［コントラバス］出原修司

［ヴァイオリン］周防亮介
［ピアノ］田口友子
クライスラー: 愛の喜び、愛の悲しみ、テンポ・ディ・メヌエット
サラサーテ: ツィゴイネルワイゼン　ほか

一 般  1,000円　 会 員  900円
後援: 村田機械株式会社 一 般  3,000円　 会 員  2,700円

アンサンブルホールムラタ

広上淳一 ©K.Miura 小曽根 真 ©中村風詩人

周防亮介 ©TAKUMI JUN

アンサンブル弦伍楼

田口友子

A 2,500円　B 2,000円
共催: 一般財団法人 京都市職員厚生会

後援： 村田機械株式会社

「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「アンサンブルホールムラタ」という最高の音空間で体感していただくシリーズです。
演奏者の胸の高まりまで共有できる「アンサンブルホールムラタ」で本物の感動を体験ください。

ミハル・カニュカ（チェロ）ピアノトリオ・プロジェクト シェレンベルガーと仲間たち

4月12日（月） 19:00開演 5月18日（火） 19:00開演

［ピアノ］伊藤 恵
［ヴァイオリン］漆原朝子
［チェロ］ミハル・カニュカ

［オーボエ］ハンスイェルク・シェレンベルガー
［ヴィオラ］赤坂智子
［ピアノ］津田裕也

ベートーヴェン: 
　ピアノ三重奏曲第5番 ニ長調 作品70-1「幽霊」
シューマン: ピアノ三重奏曲第3番 ト短調 作品110
ブラームス: ピアノ三重奏曲第2番 ハ長調 作品87

レフラー: ２つの狂詩曲
シューマン: 
　民謡風の５つの小品 作品102より
クルークハルト: 葦の歌 作品28　ほか

ミハル・カニュカ 伊藤 恵 ©大杉隼平

ハンスイェルク・
シェレンベルガー 
©Gerhard Winkler

津田裕也
©Christine Fiedler

赤坂智子

漆原朝子

全席指定  一 般  6,500円　 会 員  5,800円
主催: コジマ・コンサートマネジメント　後援: 公益財団法人 日本室内楽振興財団、毎日新聞社

全席指定  一 般  4,000円　U25 2,000円　 会 員  3,600円
会員先行  2月6日（土）　  一般発売  2月13日（土）
主催: ヒラサ・オフィス

国際的チェリストと極上のトリオ 名手が魅せるアンサンブルの愉しみ

アンサンブルホールムラタ北山クラシック倶楽部2021

入場無料
協力: 北山あおいフェスティバル実行委員会　後援: 村田機械株式会社

アンサンブルホールムラタで繰り広げられる
一般公募の出演者による情熱あふれる音楽のバトンリレー！

公募によって選ばれた演奏家たちが、憧れの舞台「京都コンサートホール」で
思い思いの演奏を聴かせます。情熱あふれる音楽のバトンリレーをぜひ応援
してください。

*新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として座席数を制限し、開場時に座席番号
付き整理券を先着順で配布します。詳しくはホームページをご覧ください。

チケット発売
京響友の会  2/20（土）
Club会員  2/27（土）  
一　般  3/6（土）

チケット発売
京響友の会  4/3（土）
Club会員  4/10（土）  
一　般  4/17（土）

4月23日（金）

大ホール  19:00開演 
【全席指定】  

京都市交響楽団 第655回定期演奏会
〈首席客演指揮者就任披露演奏会〉　
就任披露！ 首席客演指揮者アクセルロッドのブラームス
王道プログラムで深まる京響との絆！

2021年度シーズンは首席客演指揮者ジョン・アクセルロッドで開幕し
ます。2020年9月に来日中止となり、首席客演指揮者就任後初の公
演となる今回の定期演奏会でお聴かせするのはオール・ブラームス・
プログラム。就任を記念する大学祝典序曲、のびやかで明るい交響
曲第2番とロマンティックな情感あふれる同第4番にご期待ください！

［指揮］ジョン・アクセルロッド（京都市交響楽団首席客演指揮者）
ブラームス: 大学祝典序曲 作品80
ブラームス: 交響曲第2番 ニ長調 作品73
ブラームス: 交響曲第4番 ホ短調 作品98

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

ジョン・アクセルロッド ©Stefano Bottesi 京都市交響楽団＆ジョン・アクセルロッド ©井上写真事務所 井上嘉和

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

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

チケット発売  京響友の会  3/6（土）  Club会員  3/13（土）  一　般  3/20（土）

※都合により、曲目等内容を変更する場合があります。予めご了承ください。

数々の国際コンクールで入賞歴を誇る
チェコの名チェリスト、ミハル・カニュカ。
ソロ・アンサンブルを問わず、世界中
で目覚ましい活躍をみせています。
本公演では伊藤 恵（ピアノ）と漆原朝子

（ヴァイオリン）と共に古典、ロマン派
の名曲を披露。極上のアンサンブルを
ご堪能いただけます。

元ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席
オーボエ奏者で京都市立芸術大学の客員教
授を務める名手シェレンベルガー。彼が共演
者として選んだのは、国際的に活躍を重ねる
ヴィオラ奏者の赤坂智子とピアニスト津田裕
也です。オーボエ、ヴィオラ、ピアノそれぞれ
の楽器の魅力に触れていただけるプログラム
で、珠玉のアンサンブルをお届けします。

鈴木優人 ©Marco Borggreve 上村文乃

アーティストたちのメッセージや
演奏動画などを配信しています。
チャンネル登録していただくと、最
新動画の情報が届きます。

最新情報をはじめ、様々な情報を発信し
ております。皆さまからの「フォロー」を
お待ちしております。

公演の魅力やコンサート
の様子などを写真付き
でお伝えします。ぜひ「い
いね！」してください！

 オフィシャルブログ
https://www.kyotoconcerthall.org/blog/
コンサートの魅力をより知っていただくた
めに、アーティスト・インタビューなどの記
事を掲載しています。過去に行ったインタ
ビューなどもアーカイブでお読みいただ
けます。

【最新記事】
・登録アーティストによるメッセージ記事（ジョイント・コンサートに向けて）
・「ベートーヴェンの知られざる世界」特別連載記事　など

 公式Twitter
「京都コンサートホール Kyoto Concert Hall」
@KCH_Kyoto

 公式YouTubeチャンネル
「京都コンサートホール Kyoto Concert Hall」

 公式Facebookページ
「京都コンサートホール Kyoto Concert Hall」
@Kyoto.CH

京都コンサートホール 公式アカウントのご案内

【配信コンテンツ】
・京都北山マチネ・シリーズVol.2＆3演奏動画
・京都コンサートホール・ロビーコンサートVol.4＆5演奏動画
・「Make us a channel of your peace（ボブ・チルコット作曲）」オンライン世界初演
（2020/5/24）のアーカイブ動画　など

最新情報やコンサートの様子などを写真付きでお伝えします。
ぜひ「いいね！」「フォロー」してください！

〈出演者決定〉
関西フルートオーケストラ（フルートオーケストラ）
モーツァルト: ディヴェルティメント K.136

La Chic（尾花由香・神永強正: ピアノ・デュオ）
プーランク: 「仮面舞踏会」の終曲によるカプリッチョ　ほか

Duoすずらん（袴田さやか・上田眞由美: ヴァイオリン＆ピアノ）
モーツァルト: ヴァイオリン・ソナタ 変ロ長調 K.454より

Duo Ueni（上原雅史・上村美里: サクソフォン＆ピアノ）
ローゼンブラット: カルメン・ファンタジー

戸室 玄（ピアノ独奏）
プーランク: ３つのノヴェレッテ　ほか

ブラス・アンサンブル・サタデー（金管アンサンブル）
スザート（アイヴソン編曲）: スザート組曲
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オーケストラの一日 大解剖!!

物語とオーケストラ

もっと自由にオーケストラ！

オーケストラ・ミーツ・シネマ

　2020年3月、公演直前に中止となった京都コンサートホール登録アーティストによるジョイント・
コンサート。2021年3月7日に1年越しで開催します。待ちに待った公演にむけて、3組のアー
ティストたちからメッセージが届きました。

　京都コンサートホールの皆様のご尽力により、
昨年3月に開催予定だったコンサートを延期公演
として行えること、この場をお借りして感謝申し上
げます。
　昨年は沢山の公演が中止・延期になりました。
時間がゆっくり流れる中、一旦立ち止まって、自分
を見つめ直しました。絶望の淵に立つこともありま
したが、生の音楽は欠かせない！と私たちのこと
を応援してくださる皆様に励まされ、支えられて、
走り続けることができました。
　1 年越しに会場で皆様と音楽を共有できるひと
とき、心から楽しみにしております。

　「子象のババール」と聞いて、緑色のスーツ姿に王
冠をかぶった象のイラストを思い浮かべる方もいるの
ではないでしょうか。絵本が原作のこの作品に、プー
ランクはピアノと朗読のための音楽を作曲しました。
大人も子供も楽しめる絵本の世界観に加えて、全編
を通してプーランクのあらゆるエッセンスが盛り込まれ
た音楽を存分に味わうことができる、充実した内容と
なっています。
　１年越しに開催が決定したジョイント・コンサートに
際し、朗読の小玉洋子さんと共に、ご来場の皆様と
ババールの世界を共有できることを、私自身心から
楽しみにしています。未だ不安な状況が続きますが、
このコンサートが皆様の気持ちをふっと和らげる癒し
のひと時となりますように…

　オペラと言えばモーツァルトを思い浮かべる人も多
いでしょう。「魔法の笛」は彼のオペラの中でも最もよく 
知られる３大オペラの一つです。オペラには音だけでは
なく言葉があり、ストーリーが明確で作曲者の個性が
溢れ出るクラシック音楽の中でも最も充実した分野
の一つです。昨今オペラを聴きに行く機会が少ない
子供たちに向けて、DUO GRANDEはヴァイオリン 
とヴィオラの為に編曲しました。楽器２本でも表現の幅は
無限大！オペラを感じて頂いた後には、モーツァルト
のヴァイオリンとヴィオラの為の二重奏曲をご紹介
します。音だけで表現される二重奏曲ではどのような
お話がぴったり来るでしょうか？ 是非、皆様の
オリジナルストーリーを作りながらお聴きください。

Monthly
Column

Vol. 34

京都コンサートホール
第１期登録アーティスト・メッセージ

3月7日（日）開催
「Join us！～キョウト・ミュージック・アウトリーチ～ ジョイント・コンサート」

公演に寄せて

ぜひともチャンネル登録いただき、お楽しみください！
「楽団員からのメッセージ」も大人気!!

https://www.youtube.com/channel/UCD6MadSKKxnboV1GQxeuSaQ/

京響チャンネル
京響公式YouTubeチャンネル

アーカイブ
動画配信！

京都コンサートホール×京都の伝統的工芸品コラボグッズ発売！
京都コンサートホール開館25周年を記念して、京都の若手の伝統的工芸品作家とのコラボグッズを発売。
楽しかったコンサートの思い出にも、京都土産にも！ ひとつひとつ作家さんによるハンドメイドで数量限定品です。

京扇子  米原康人（箔押し加工）

￥6,000（税込）

・パイプオルガンをイメージした幾何学的な箔の模
様は、職人による手作業ならではの味や華があり
ます。

・扇ぐのはもちろん、観賞用としても楽しめる高級
感のある逸品。

・年齢や性別を問わず使用できる落ち着いた色合
いはこれからの季節にもぴったりです。

清水焼  今村祐華

マグカップ  ￥3,850（税込）
豆皿  ￥2,200（税込）
湯呑み  ￥3,300（税込）
小皿  ￥2,750（税込）

・コンサートホールの外観や音楽から着想を得た、カラフルなお花たちが五線の
上に音符のようにのった柄など、どれも使っていて楽しくなるデザイン。

・お皿にお菓子をのせてほっと一息ついたり、お気に入りのアクセサリーや小物
をのせたり、色々なシーンで楽しめます。

2021年度の「オーケストラ・ディスカバリー」は、「発見！もっとオーケ
ストラ！！」がテーマ。常任指揮者・広上淳一をはじめとする4人のすて
きな指揮者とソリストを迎えて、オーケストラの面白さをクラシック音
楽の名曲とわかりやすいお話でお聴きいただきます。魅力あふれる
オーケストラの世界を、親子そろってお楽しみください！

■4回シリーズ通し券（指定席のみ）　〈１階、2階L・R席〉

350席
限定！

〈チケット料金〉
おとな（19歳以上）11,000円
こども（5歳以上18歳以下）5,000円

《4回シリーズ通し券 発売期間》
4月10日（土） 10:00から5月14日（金) 17:00 まで
※電話＆チケットカウンター窓口（京都コンサートホール＆ロームシアター

京都）及びオンラインにて販売

■各回1回券（指定席＆自由席）　

■指定席1回券〈１階、２階L・R席〉
おとな（19歳以上）3,000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、及びポディウム席（舞台後方席）〉
おとな（19歳以上）2,500円／こども（5歳以上18歳以下）1,000円

《各回1回券 発売期間》
第1回（7月4日）
5月15日（土） 10:00から公演日まで
第2回（10月3日）
8月21日（土） 10:00から公演日まで
第3回（12月5日）
10月23日（土） 10:00から公演日まで
第4回（2022年3月27日）
2022年2月12日（土） 10:00から公演日まで
※電話＆チケットカウンター窓口（京都コンサートホール＆ロームシアター

京都）及びオンラインにて販売

※年齢はすべて2021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。
※5歳未満のお子様は会場にお入りいただけません。

協賛: ローム株式会社　後援: 京都市教育委員会

チケット発売のご案内  シリーズ券は1,000円お得！  

大ホール   
14:00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

2021
〜こどものためのオーケストラ入門〜

5歳から入場OK！ 全公演

\ 2021年度テーマは /

「発見！ もっとオーケストラ！！」

7月4日（日）

12月5日（日）

10月3日（日）

2022年 3月27日（日）

“舞台上のオーケストラ”から“オーケストラを裏側か
ら支えるお仕事”までオーケストラを丸裸にする一日！
オーケストラを知ってもっと楽しもう！！

曲を聴けば浮かび上がる物語。
物語から生まれた音楽。
作品に込められたイマジネーションを体感しよう！

オーケストラには魅力あふれる楽器がいっぱい！
あの有名なピアノ曲、人気の歌謡曲をオーケストラで
聴いてみると！？ 新しい発見と感動が。

スクリーンだけでは盛り上がらない！
映画は知らなくてもどこかで聴いた音楽がぎっしり！！
オーケストラがいるから！？ 大ヒットした名作映画の
世界！

［指揮］広上淳一（京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問）
[曲目] 
ベルリオーズ: 「幻想交響曲」から第4楽章「断頭台への行進」
モーツァルト: ディヴェルティメントK.136から第1楽章
グノー: 小交響曲 第3楽章から
J.ウィリアムズ: 「オリンピック・ファンファーレ」から
ラヴェル: ボレロ　ほか
開演前ロビーイベント： 開場中随時
ロビー展示「オーケストラの楽譜のヒミツ」

[指揮] ジョン・アクセルロッド
 （京都市交響楽団首席客演指揮者）
[独奏] 服部百音（ヴァイオリン）
[曲目] 
ワックスマン: カルメン幻想曲 
チャイコフスキー: バレエ音楽「くるみ割り人形」
 （ナレーション付）　ほか 
開演前ロビーイベント： 13:30～13:45

「ミステリーコンサート」

[指揮＆ピアノ] 宮川彬良
[曲目] 
宮川彬良編曲・作曲: ディズニー・シンフォニック・パレード
 ピアノソナタ「悲愴」より
 いい日旅立ち～欧羅巴幻想紀行～
 さくら幻想曲
 オーケストラの森　ほか
開演前ロビーイベント： 13：00～13:50

「ミステリークイズ！」

[指揮] 原田慶太楼　[合唱] 京響コーラス
[独奏] 石田泰尚
 （ヴァイオリン/京都市交響楽団特別客演コンサートマスター）
[曲目] 
エルガー: 行進曲「威風堂々」第1番
J.ウィリアムズ: 映画「シンドラーのリスト」からメインテーマ
ロジャース＆ハマースタイン: サウンド・オブ・ミュージック・
 セレクション
J.ウィリアムズ： 映画「スター・ウォーズ」から
 「ダース・ベイダーのテーマ」「運命の決闘」　ほか 
開演前ロビーイベント： 13:00～13:45

「チャレンジ！ オーケストラ楽器」（要整理券／当日配布）

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）
モーツァルト:  ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番 変ロ長調 KV.424
 オペラ『魔法の笛』より抜粋（二重奏に編曲）

石上真由子（ヴァイオリン）
エネスコ: ヴァイオリン・ソナタ第3番 作品25

田中咲絵（ピアノ）
プーランク: 子象ババールの物語

広上淳一 ©伊藤菜々子

ジョン・アクセルロッド 
©Stefano Bottesi

原田慶太楼 ©Claudia Hershner 石田泰尚 ©藤本史昭

服部百音 
©Chihoko Ishii

宮川彬良 ©PACO

石上真由子 ©Shuzo Ogushi

DUO GRANDE（上敷領藍子、朴 梨恵）

田中咲絵

※ナビゲーターは調整中

第1回

第3回

第2回

第4回



入会方法

Club会員証について

①京都コンサートホールもしくはロームシアター京都窓口
②郵便振替
※お申込み完了から会員証発行まで一週間程度かかりますので、余裕をもってご入会ください。

会員特典ご利用時は会員証をご提示ください。
新規のお客様は入会手続き完了後、会員証をご自宅へ
郵送いたします。
会員証は継続手続き完了後、次年度も引き続きご利用いただけます。
※会員証紛失の際は、Club事務局へお申し出ください。

京都コンサートホール・ロームシアター京都 Club事務局
TEL 075-711-2980
京都市左京区下鴨半木町1-26 京都コンサートホール内

（休館日＝第1・第3月曜日/月曜日が休日の場合はその翌平日/年末年始)

・オリジナルグッズの優待価格販売
・会員限定イベントの開催

・京都コンサートホール内レストランでの割引サービス
・京都市内の指定ホテルでの優待サービス　ほか

※京響友の会会員の皆様は、同様の特典をお受けいただけます。※他会員制度の特典と併用はいたしかねます。

京都コンサートホール・ロームシアター京都Clubのご案内 更新継続は3月1日より受付開始！

入会金

無料
年会費（税込）

1,000円
会員期間

　毎年4月1日から翌年3月31日まで
いつでもご入会いただけます。

京都コンサートホール／ロームシア
ター京都主催公演のチケットを、一
般発売に先がけてご予約・ご購入い
ただけます（一部公演を除きます。枚
数に制限がある場合がございます）。

チケット優先予約特典
1

各館が指定する公演のチケットを、
会員特別価格でご購入いただけま
す。ホームページからも特別価格で
お買い求めいただけます。

チケット割引販売特典
2

京都コンサートホールコンサートガイ
ド、ロームシアター京都イベントスケ
ジュール、公演チラシなどを月1回お
届けいたします。

公演情報等のご送付特典
3

その他の
特典

お問合せ

「京都コンサートホール・ロームシアター京都Club」（通称＝Club会員）は、年会費1,000円で以下
の特典を受けていただけます。新年度会員入会（継続）をご希望の方は只今受付中です。多彩な特
典で幅広い舞台芸術に触れる機会をお届けする、お得＆便利なClub会員にぜひご入会ください。

ク ラ ブ

クラブ

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。

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

大ホール アンサンブルホールムラタ

市営地下鉄烏丸線
北山駅下車
❶❸番出口より徒歩5分
※エレベーターご利用の場合は
❸番出口（2月9日〜3月11
日は工事のため北山駅エレ
ベーターがご利用いただけま
せん。）

  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

N

出口❸

北山駅

❶出口

加
茂
街
道

賀
茂
川

地
下
鉄
烏
丸
線

北大路駅北大路
バスターミナル

京都府立植物園

陶板名画の庭

京都府立大学

京都府立
京都学・歴彩館

京都ノートルダム
女子大学

北泉通
下
鴨
本
通

下
鴨
中
通

北白
川疎
水通

洛北
高校

北大路通

※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

大阪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）

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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京都コンサートホール開館25周年記念
特別サイトのご案内

この度、開館25周年を記念して、公式ホームページ内に特別サイトをオープンしました。
25年前も、現在（いま）も、そしてこれからも、
京都コンサートホールは皆様の「クラシック音楽の殿堂」
であり続けます。ぜひご覧ください。

https://www.kyotoconcerthall.org/25th


