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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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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。
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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




