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Concert Guide 

23 July, 2022
"Classical music favorites by Kyoto Concert Hall"
Vol.3 Tokyo Sextet 

KCH的クラシック音楽のススメ  第３回「東京六人組」

PICK UP

ラフマニノフ・スタインウェイ東京六人組 イリーナ・メジューエワ

14:00開演11月23日
（水・祝）

11月3日
（木・祝） 2月

2023年

11日（土・祝）

協賛：オムロン株式会社

協力：タカギクラヴィア株式会社

協賛：ローム株式会社

全席指定アンサンブルホールムラタ

7/23（土） 7/30（土）

『3つの時代を巡る楽器物語』番外編
「ラフマニノフが愛したスタインウェイ」

KCH的クラシック音楽のススメ
第３回「東京六人組」

第26回京都の秋 音楽祭 
開会記念コンサート

14:00開演7月23日
（土） 全席指定アンサンブルホールムラタ

3/6（日） 3/13（日）会員先行 一般発売 一般発売チケット発売

14:00開演9月17日
（土）

7/10（日） 7/17（日）会員先行 一般発売チケット発売

会員先行チケット発売
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シ 障障

障 障
大ホール

      オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ Vol .70 
「世界のオルガニスト“ミシェル・ブヴァール”」

オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ Vol .71

「オルガニスト・エトワール“三原麻里”」

14:00開演全席指定 大ホール 全席指定大ホール 全席指定

5/14（土）チケット発売

14:00開演

10/8（土）チケット発売

何を聴けばいい良いかわからない ？
そんなときは、KCH（京都コンサートホール）へ ！

いま最も旬なアーティストが登場 ！
豪華絢爛なオープニング・コンサート ！

フランス・オルガン界の
巨匠が弾く至高のオルガン作品 ！ 国内外で活躍中のオルガニスト、京都初登場 ！

ラフマニノフ・スタインウェイ×京都在住ロシア人ピアニスト ！

ミシェル・ブヴァール 三原麻里原田慶太楼 髙木竜馬 
©池上夢貢©Shin Yamagishi
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日本語 ENGLISH

https://www.kyotoconcerthall.org 地下鉄「北山駅」下車❶❸出口南へ徒歩5分

チケットカウンター 
075-711-3231

チケット発売 会員先行 一般発売 3月13日（日）3月6日（日）

2022

23土7/

【22歳以下】　1,000円  【一般】3,000円  【会員】2,700円 【一般】4,000円 【U-30】2,000円（当日座席指定※要証明）【会員】3,600円

【一般】3,000円 【会員】2,700円 【一般】1,500円 【会員】1,350円

［ピアノ］イリーナ・メジューエワ
［使用楽器］
スタインウェイ D-273182
（1932年製）

［出演］東京六人組
上野由恵（フルート）・荒絵理子（オーボエ）
金子 平（クラリネット）・福士マリ子（ファゴット）
福川伸陽（ホルン）・三浦友理枝（ピアノ）

メントル ：《忘れられた調べ》より
            〈夕べの歌〉 作品38-6
ラフマニノフ ： ピアノ・ソナタ第2番
                   変ロ短調 作品36　ほか

ブラームス（編曲 ： 岩岡一志） ： ハンガリー舞曲集より
プーランク ： 六重奏曲  FP100
ラヴェル（編曲 ： 浦壁信二） ： ラ・ヴァルス　ほか

［出演］
ミシェル・ブヴァール
（ヴェルサイユ宮殿王室礼拝堂
　オルガニスト、パリ国立高等
　音楽院名誉教授） 
 

［出演］
三原麻里
（所沢ミューズ 
 ホールオルガニスト）  ほか
 
 

［指揮］原田慶太楼
［ピアノ］髙木竜馬  ［管弦楽］京都市交響楽団　
ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30
チャイコフスキー ： 交響曲第4番 ヘ短調 作品36

フランク ： 前奏曲、フーガと変奏曲 ロ短調/
　　　　 コラール第１番 ホ長調
メシアン ： 《主の降誕》より〈神は私たちと共に〉　ほか

曲目調整中

©奥村和泰©Ayane Shindo

セザール・フランク生誕200年を記念して、フランクの作品をお得にご鑑賞
いただけるセット券を限定販売します。詳しくは中面をご覧ください。

※金管五重奏との共演を予定
　しています。詳細は決まり
　次第発表いたします。

2 0 2 2年度  京都コンサートホール  主催事業ハイライト



2022 Concert Information 





〒603-8053 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町95

10:00 ～ 19:00 木曜休

www.sharrybaby.com
Tel 075-711-2255

北山駅

ロイヤルホスト② 北山通り

コンサートホール植物園

10:00 ～ 19:00 木曜休

植物園

北山通り

地下鉄烏丸線北山駅②番出口西へ５０ｍ

花束・アレンジ・バルーンに
メッセージをこめて・・・

N

京都コンサートホールの記念グッズがオンラインで購入できます！
京都の若手の伝統的工芸品作家とのコラボグッズは、
作家さんによるハンドメイドで数量限定品です。




