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○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

植
物
園

●
資
料
館

●マクドナルド

北山駅

北山通北山通下
鴨
中
通

下下
鴨
中
通

京都コンサートホール  マンスリー･エッセイ

音楽家は美味しいものがお好き
〜ドビュッシー・シリーズと3つのパティスリー〜

Vol. 6

　ある日のインタビューでの出来事。「演奏前の習慣を教えてください」との質問にピアニストがこう
答えました。「私、美味しいものを食べなきゃ弾けないの」。それを聞いたヴァイオリニストは一言、「私
は本番前、お肉を食べないと力が出ないわ」。

　実は、「音楽家＝美食家」と言っても過言ではないほど、音楽家たちは美味しいものが大好きで
す。面白いことに、西洋音楽史の中にもグルメな人物がたくさん登場します。例えば、みなさんもよくご
存じのモーツァルト。父レオポルトに書き送った手紙には「郵便でザルツブルクの牛タンを送って」だの

「あそこのシュニッツェル（豚のカツレツ）が美味しかった」だの、食べ物の話がたびたび出てきます。
また、ベートーヴェンは「茹でたてのマカロニにチーズをのせたもの」や「ハンガリー産の極甘ワイン」
が大好きだったとか。さらに珈琲を飲む時は、ちょうど60粒数えて豆を挽くほどのこだわりようでした。
しかしながら極めつけはやはり、オペラ作曲家のロッシーニでしょう。食通が高じて、とうとう自分の名
前がついた料理「牛フィレ肉のロッシーニ風」（ソテーしたフォアグラとトリュフをのせたステーキ）を
作ってしまったほど。彼の肖像画を見るたび「さぞかし美味しいものをたくさん食べていたんだろう
なぁ」とため息が出ます。

　そんな美食家ロッシーニが「食」を探し求めて落ち着いた街があります。それは、フランス・パリ。当
時からパリは、本物の音楽と食が集まる場所でした。「芸術の都」・「美食の宝庫」と呼ばれるパリで
は、素晴らしい音楽・美味しいものは切っても切り離せない関係だったのです。

　京都・パリ友情盟約締結60周年にあたる2018年、京
都コンサートホールでは「音楽」と「食」を同時に楽しむ
ことが出来るコンサートをご用意させていただきました。
今年没後100年を迎えるドビュッシーにクローズアップし
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』です。パリで活躍した作曲家であり、かつ美
食家でもあったドビュッシー。そこで、フランスの食文化に
詳しい京都の老舗・進々堂様にご協力頂き、ドビュッシー
の音楽からインスピレーションを受けた3つのフレンチ・パ
ティスリーを製作しました。ご来場いただいたお客様に
は、各回異なるお菓子をプレゼントします。美味しいもの
好きだった天国のドビュッシーも、この音楽と食とのコラボ
レーションに興味津 ･々･･だったら嬉しいのですが。　

（京都コンサートホール 高野裕子）

一 般  1,000円　22歳以下 500円
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
協賛: 京都商工会議所女性会、京都洛東ライオンズクラブ　後援: 京都市教育委員会

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

1月27日（日）

1月19日（土）•20日（日）

大ホール  14:00開演　 
【全席自由】

大ホール  14:30開演　 
【全席指定】

第14回京都市ジュニアオーケストラコンサート
京都が誇る若きオーケストラ、1年間の集大成を披露！

京都市交響楽団 第630回定期演奏会
名匠アンドレーエが描く音の響宴「展覧会の絵」
ドイツ正統派ピアニズムの名手オピッツのブラームス

10歳から22歳までの青少年で結成される京都市ジュニ
アオーケストラ。今回彼らが挑むのは、イタリア・オペラ
の巨匠ヴェルディのオペラ「運命の力」序曲、「パリ」の愛
称で親しまれているモーツァルトの交響曲、そしてオル
ガニストに桑山彩子を迎えてのサン=サーンスの傑作、
交響曲第3番「オルガン付」。さらなる進化を遂げる若き
オーケストラの演奏に、どうぞご期待ください！

スイス名門音楽一家出身で、ヨーロッパの伝統を受
け継ぎつつ現代曲にも取り組むマルク・アンドレーエ
ならではの解釈による「展覧会の絵」にぜひ期待を。
世界最高のブラームス演奏者ゲルハルト・オピッツが
奏でるのは、若きブラームスの魂と詩情あふれるピア
ノ協奏曲第１番。歴史
に残る名演必至のス
テージがここに！

［指揮］広上淳一
 （京都市ジュニアオーケストラ・スーパーヴァイザー）

［オルガン］桑山彩子
［指導］京都市交響楽団メンバー

ヴェルディ: 歌劇「運命の力」序曲
モーツァルト: 交響曲第31番 ニ長調 K.297「パリ」
サン＝サーンス: 交響曲第3番 ハ短調 op.78「オルガン付き」

開場中・休憩中にロビー
コンサートを開催いたします

［指揮］マルク・アンドレーエ
［ピアノ］ゲルハルト・オピッツ
ブラームス: ピアノ協奏曲第1番ニ短調 op.15
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）: 組曲「展覧会の絵」
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

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

2019年

2019年

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

チケット発売   10/14（日）

チケット発売    10/12（金）

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29回「魅惑のクラシカル・バンドネオン」

アンサンブルホールムラタ  　 
14:00開演  【全席指定】　  

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

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。

協力: 株式会社 進々堂　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: 
 《前奏曲集》第1集、第2集（全曲）

ドビュッシーが見た風景

第3回

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

パスカル・ロジェ ©武藤 章

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

フォーレ: ヴェニスの5つの歌
フォーレ: 塔の中の王妃 op.110
ドビュッシー: フルートとヴィオラ、
  ハープのためのソナタ　ほか

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

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

2月23日（土）

2月8日（金）

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】

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！

未知なる響きを追い求め、
「バンドネオン」1台でクラシック音楽に挑む！

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。

田隅館長がナビゲートする、ワンコインランチタイムコン
サート。第29回はクラシカル・バンドネオン奏者 生水敬一
朗を迎えます。「バンドネオン」といえば、アルゼンチン・タン
ゴ。しかし意外や意外、バンドネオンの音色はクラシック音
楽と相性バッチリなのです。これまで知らなかった新たなク
ラシック音楽との出会いにご期待ください。

［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

［クラシカル・バンドネオン］生水敬一朗
［お話］田隅靖子
J.S.バッハ: 
　G線上のアリア、トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
ラモー: やさしい嘆き　ほか

2019年

2019年
チケット発売    10/27（土）

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

マルク・アンドレーエ ©Danielle Vass

ゲルハルト・オピッツ ©HT/PCM

広上淳一

京都市ジュニアオーケストラ ©Tatsuo Sasaki

生水敬一朗

クロード・ドビュッシー

3 つのパティスリー（京都コンサートホール×進々堂）

大嶋義実

福井麻衣




