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京都コンサートホール前

○金・プラチナ・宝石・貴金属 ○ブランド品  
○時計 ○骨董品 ○お酒 ○切手・古銭 .etc洛宝の買取品目
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京都コンサートホール  マンスリー･エッセイ

ダニエル・ハーディング

イザベル・ファウスト ©Felix Broede

ドビュッシーとガムラン音楽
Vol. 5

　1889年、フランス革命100周年を記念して開催された4回目のパリ万国博覧会。エッフェル塔が
建設されるなど、これまでにない盛り上がりを見せたこの記念すべきイベントで、作曲家クロード・ド
ビュッシーは「ある音楽」との出会いを果たしました。そう、インドネシアの伝統的打楽器合奏「ガム
ラン」です。

　とてもユニークで神秘的な響きを持つガムラン音楽。その秘密は、「スレンドロ」や「ペロッグ」と呼
ばれるガムラン特有の音階にあります。「スレンドロ」とは一オクターブをほぼ均等に分ける五音音階、

「ペロッグ」とは一オクターブを不均等に分けた七音音階のことです。先のパリ万博でドビュッシー
が聴いたとされるガムラン音楽には、スレンドロ音階が使われていたと言われています。それを聴い
たドビュッシーは、さっそく自らも5音音階を用いて作曲を試みましたが、あのガムラン独特の響きは再
現出来ませんでした。それはなぜでしょうか？

　その答えは「音律」です。スレンドロ音階では、五音の音程関係は固定されません。ところが、クラ
シック音楽で用いられる音律は「平均律（1オクターブを12音で均等に分ける方法）」。平均律では
音程幅が固定されるので、スレンドロ風に5音を選んでも、均一な響きになります。つまりドビュッシーが
ガムラン風に作曲したとしても、基本の音律が異なるために、あの独特な響きを生み出すことは不可
能なのです。ところが、このガムランとの出会いはドビュッシーの作曲家人生におけるターニングポイン
トとなり、「ドビュッシーらしい」響きを生み出すきっかけとなったのでした。

　さて、2018年に没後100年を迎えるドビュッシーを
テーマにしたスペシャル・シリーズ『光と色彩の作曲
家 クロード・ドビュッシー』を開催する京都コンサー
トホール。今回、毎年10月に開催される「ニュイ・ブ
ランシュKYOTO2018」（10月5日）に初参加するこ
とが決まったのですが、そこでこのガムラン音楽を
皆さまにお届けすることになりました。場所は京都コ
ンサートホールのエントランスホール、演奏はインド
ネシア伝統芸能団「ハナジョス」です。身体に響き
わたるガムラン音楽に酔いしれながら、幻想的なイ
ンドネシアの影絵「ワヤン」やバリ料理も同時にお
楽しみいただける、特別な一夜を演出します。入場
は無料、21時30分スタート予定です。ぜひ、秋の夜
長を京都コンサートホールでお過ごしくださいね。　

（京都コンサートホール 高野裕子）

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

12月14日（金）

2月23日（土）

大ホール  19:00開演　 
【全席指定】   

大ホール  14:00開演　 
【全席自由】　

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

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」
圧倒的技巧で世界中の聴衆を魅了する巨匠オルガニスト、
満を持して「世界のオルガニスト」シリーズに登場！

「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。

1984年プラハの春国際オルガンコンクールをはじめ、数々の
コンクールで優勝を果たしたアレシュ・バールタ。圧倒的技巧を
誇るバールタですが、その中でも特にバッハ演奏は格別です。
今回の京都公演では、「バッハへのオマージュ」と題して、バッハ
自身の作品や彼から影響を受けた作曲家による作品を披露し
ます。京都コンサートホールの音色豊かなパイプオ
ルガンでの演奏にどうぞご期待ください。

［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。

［オルガン］アレシュ・バールタ
～バッハへのオマージュ～
J.S.バッハ: トッカータとフーガ ニ短調BWV565
　コラール《目覚めよと呼ぶ声あり》BWV645
フランク: 前奏曲、フーガと変奏曲 op.18
ボエルマン: ゴシック組曲 op.25
リスト: バッハの名による前奏曲とフーガ　ほか

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。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 

「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

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

2019年

下野竜也 ©Naoya Yamaguchi

吉原圭子（ソプラノ）

吉田浩之（テノール）
©Kyota Miyazono

宮本益光（バリトン）

小林由佳（メゾソプラノ）

10/13.11/10.11/23『光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー』公演に寄せて

園田隆一郎 
©Fabio Parenzan

下野竜也 ©伊藤菜々子スノーマン 
©Snowman Enterprises Limited

12月27日（木）•28日（金）

大ホール  19:00開演　 【全席指定】

京都市交響楽団 特別演奏会「第九コンサート」
下野竜也、平和を謳うベートーヴェン「第九」
衝撃のシェーンベルク「ワルシャワの生き残り」とともに
常任首席客演指揮者・下野竜也の指揮のもと、年末恒例の「第九」とともに、12音技法
の創始者シェーンベルクの「ワルシャワの生き残り」を。男声合唱＆語りとオーケストラ
で第2次世界大戦中のホロコーストの惨劇を強烈に描いた衝撃のドラマが、深い悲し
みを乗り越えて、世界平和を謳うベートーヴェンの「歓喜の歌」へと厳かに導きます。

チケット発売    9/22（土）

チケット発売    9/8（土）

［指揮］下野竜也（常任首席客演指揮者）
［ソプラノ］吉原圭子
［メゾソプラノ］小林由佳
［テノール］吉田浩之
［バリトン］宮本益光
［合唱］京響コーラス
シェーンベルク: ワルシャワの生き残り op.46 
― 語り、男声合唱と管弦楽のための　（語り: 宮本益光）

ベートーヴェン: 交響曲第9番 ニ短調「合唱付」op.125

日本語字幕付

S 5,500円　A 4,500円　B 3,500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

往復ハガキに住所・氏名・電話番号を明記の
上、下記までお申し込みください。抽選で、ハ
ガキ1枚につきお1人様をご招待いたします。
※お申込みはお一人様1通限りといたします。
※応募期間 9/8（土）～10/19（金）必着

〈宛先〉 〒606-0823
 京都市左京区下鴨半木町1-26
 京都コンサートホール
 「オムロン パイプオルガン 
 コンサートシリーズVol. 63」係

このコンサートに100名様をご招待いたします

アレシュ・バールタ

アンサンブルホールムラタ  14:00開演　【全席指定】

奥井紫麻 ピアノ・リサイタル
12歳でゲルギエフと共演。感性、歌心、技術の全てに恵まれた稀有な存在。

一 般  3,000円　U18（公演時18歳まで）1,500円　	 主催: otonowa

 1月19日（土） チケット発売中

2019年

大ホール  14:00開演　【全席指定】

チェコ国立ブルノ・フィルハーモニー管弦楽団
音楽大国チェコ屈指の実力派オーケストラ。豊かな響きが織り成す必聴のハーモニー！
S 9,000円　A 7,000円　B 5,000円　P (ポディウム) 3,000円	 主催: 光藍社／otonowa

 2月24日（日） チケット発売中
2019年

大ホール  19:00開演　【全席指定】

ウィーン チェロ・アンサンブル5+1
ウィーンフィルのチェリストを中心に、聴いて楽しくユーモア溢れる演奏も魅力
S 6,000円　A 5,000円　B 4,000円　C (ポディウム) 3,000円	 主催: プランツ・コーポレーション

 2月25日（月）
2019年

チケット発売    9/1（土）

アンサンブルホールムラタ  19:00開演　【全席指定】

クレール=マリ・ル・ゲ ピアノ・リサイタル
正統、上品、厳格。華麗なるフレンチ・ピアニズム。
5,500円　	 主催: otonowa／インプレサリオ東京

 1月9日（水） チケット発売中

2019年

インドネシア伝統芸能団「ハナジョス」

影絵「ワヤン」




