




























マークの公演は、ザ・シンフォニー チケットセンターで
チケットをご予約いただけます。3月

開催日 曜日 催　　　物　　　名 出　　　演　　　者 曲　　　　　　目 料　　金 （円） お問い合わせ先開演

17
木 株式会社ノバレーゼ

2017年度採用 新卒会社説明会 ̶ ̶ 貸切 ̶̶

18
金 新日本フィルハーモニー交響楽団

大阪特別公演
指揮/上岡 敏之
管/新日本フィルハーモニー交響楽団

シューベルト ： 交響曲 第1番 ニ長調 D82
マーラー ： 交響曲 第1番 ニ長調『巨人』

S 6,000  A 5,000　
B 4,000 

リバティ・コンサーツ
06-7732-877119:00

19
土

JAF会員のための音楽会　音楽日和 指揮/川瀬 賢太郎　Vn/松田 理奈
管/日本センチュリー交響楽団

スメタナ ： 歌劇「売られた花嫁」 序曲
メンデルスゾーン ： ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
ドヴォルザーク ： 交響曲 第9番 ホ短調「新世界より」

S 3,000  A 2,000　
B 1,000
 （１会員につき４枚まで）

JAF
0570-00-281114:00

19
土 The Symphony Hall × 和太鼓 松村組

春祭 2016
出演/和太鼓 松村組
      （松村 公彦、 松村 初恵、 渡部 勝喜、
       政本 憲一、 松村 綾子、 鳥居 侑平）

未定 全席指定 2,200 エス・ピー・エース
06-6204-041219:30

20
日・祝 辻井伸行 日本ツアー

≪ショパン・リサイタル≫ P/辻井 伸行
ショパン ： 3つのワルツ op.34
　　　　 12のエチュード op.10 全曲
　　　　 ４つのバラード 全曲

A 売切  B 売切
C 売切

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

20
日・祝 ザ・シンフォニーホール

チャレンジ・コンサート 出演/チャレンジ・コンサート参加者 チャレンジ・コンサート参加者による演奏
参加費
１ﾁｬﾚﾝジ １０分 25,000（税抜）
ｺﾝｻｰﾄ入場料 1,000（当日販売）

参加お問い合わせ
ザ・シンフォニーホール
事務局
06-6453-101018:00

21
月・祝 はじめましてオーケストラ

～大阪フィルと中学生の共演～

指揮/円光寺 雅彦
司会/好本 惠
共演/大阪市内中学生のみなさん
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

モーツァルト ： 歌劇「フィガロの結婚」 序曲
チャイコフスキー ： 序曲「1812年」
アンダーソン ： 舞踏会の美女
チャイコフスキー ： バレエ「白鳥の湖」より “情景～終曲” ほか

全席指定 800
大阪フィル・
チケットセンター
06-6656-489015:00

22
火 プロフェッショナルセミナー 講師/税理士 松田 昭久

税理士 岸田 光正 研修会テーマ ： 税理士が知っておくべき『給与』の税務 貸切 近畿税理士会
06-6941-688610：30

23 水
11:30 大阪医専  2015年度卒業式 ̶ ̶ 貸切 ̶
14:00 HAL大阪  2015年度卒業式 ̶ ̶ 貸切 ̶
16:30 大阪モード学園  2015年度卒業式 ̶ ̶ 貸切 ̶

25
金 日本センチュリー交響楽団

第207回定期演奏会
指揮/飯森 範親
P/ヤン・イラーチェク・フォン・アルニン
管/日本センチュリー交響楽団

ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
チャイコフスキー ： 交響曲「マンフレッド」 op.58

S 7,500  A 6,000
B 4,500  C 3,500
D 1,500 

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059119:00

26
土 日本センチュリー交響楽団 

第207回定期演奏会
指揮/飯森 範親
P/ヤン・イラーチェク・フォン・アルニン
管/日本センチュリー交響楽団

ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
チャイコフスキー ： 交響曲「マンフレッド」 op.58

S 7,500  A 6,000
B 4,500  C 3,500
D 1,500 

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059115:00

27
日

道上洋三の春休みファミリー・コンサート

司会/道上 洋三＆吉田 詩織
指揮/寺岡 清高（大阪交響楽団常任指揮者）
S/北野 加織
管/大阪交響楽団
ゲスト/平倉初音トリオ

チャイコフスキー ： 弦楽セレナード より 第１楽章
モーツァルト ： 歌劇｢魔笛｣より 
　　　“夜の女王のアリア(復讐の心は地獄のように胸に燃え)”
ブラームス ： ハンガリー舞曲 第１番
ビゼー ： 組曲「アルルの女」より “ファランドール”
バーンスタイン ： 「キャンディード」 序曲 ほか

A おとな 5,000
A こども(小･中学生) 4,000
B おとな 4,000
B こども（小・中学生） 3,000

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

28
月

近畿大学附属高等学校吹奏楽部
第43回 定期演奏会

指揮/小谷 康夫
ゲストプレーヤー/矢巻 正輝（Tb）
小谷 里香（Sax）、 志水 大祐（Per）

司会/来栖 史江
管/近畿大学附属高等学校吹奏楽部

C.T.スミス ： 「華麗なる舞曲」
チャイコフスキー ： 大序曲「1812年」
「全日本吹奏楽コンクール課題曲2016」
「Manteca」、 「Spain」 ほか

全席指定 1,300
近畿大学附属高等学校
吹奏楽部
06-6722-126119:00

29 火
10：45
予定

第25回  グレンツェンピアノコンクール　
近畿地区大会

予選・本選を通過された、
幼児～一般の方々 各コース課題曲あり ̶

グレンツェン
ピアノ研究会
0995-22-4158

30 水

31 木



開催日 曜日 催　　　物　　　名 出　　　演　　　者 曲　　　　　　目 料　　金 （円） お問い合わせ先開演

1
金

大阪交響楽団 0歳児からの光と映像で
楽しむオーケストラ Vol.5

指揮/柴田 真郁
歌のお兄さん/新井 宗平
歌のお姉さん/山本 かずみ
P/大渕 雅子　管/大阪交響楽団

モーツァルト ： トルコ行進曲（ピアノソロ） ★
ラフマニノフ ： “パガニーニの主題による狂詩曲” 第18変奏曲
おんがくリズムあそびコーナー（ホルディア クイック）
スメタナ ： 交響詩「モルダウ」 ★ ほか
★プロジェクション･マッピング つき　

おとな  S 2,500
 A 2,000  B 1,500
こども（０歳児から小学生）　
 S 1,500  A 1,000
小学生  B 800
※B席は未就学児不可 

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-2333
大阪交響楽団
072-226-5522

11:00
14:00

4 月
12:00 大阪モード学園、 HAL大阪2016年度入学式 ̶ ̶

貸切
̶

14:20 大阪医専2016年度入学式 ̶ ̶ ̶

5
火 学校法人  新歯会東洋医療学園

入学式 ̶ ̶ 貸切 ̶̶

6
水 トヨタ・マスター・プレイヤーズ, ウィーン

ウィーン・プレミアム・コンサート

管/トヨタ・マスター・プレイヤーズ, ウィーン
Vn/フォルクハルト・シュトイデ、 小林 美樹
Cl//ペーター・シュミードル
P/山本 貴志

J.S.バッハ ： 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043
ドニゼッティ ： クラリネット小協奏曲 変ロ長調
モーツァルト ： ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
ベートーヴェン ： 交響曲 第6番 へ長調 op.68 「田園」

S 5,500  A 4,500　
B 3,000

大阪アーティスト協会
06-6135-050319:00

7
木

大阪交響楽団
第201回定期演奏会

指揮/ダニエーレ・アジマン
Vn/神谷 美千子
P/林 澄子
管/大阪交響楽団

メンデルスゾーン ： 序曲「美しいメルジーネの物語」 op.32
ヴァイオリンとピアノと弦楽のための協奏曲 ニ短調
交響曲 第3番 イ短調 op.56「スコットランド」

S 6,000  A 5,000　
B 3,500  C 2,500
D 1,000  オルガン席 2,000 
青少年学生券１回券 1,000
青少年学生券５回券 4,000

大阪交響楽団
072-226-5522

19:00

8
金 日本センチュリー交響楽団

第208回定期演奏会
指揮/飯森 範親
管/日本センチュリー交響楽団 マーラー ： 交響曲 第9番 ニ長調

S 7,500  A 6,000　
B 4,500  C 3,500　
D 1,500

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059119:00

9
土 日本センチュリー交響楽団

第208回定期演奏会
指揮/飯森 範親
管/日本センチュリー交響楽団 マーラー ： 交響曲 第9番 ニ長調

S 7,500  A 6,000　
B 4,500  C 3,500　
D 1,500

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059114:00

10
日 大阪市民管弦楽団

第83回定期演奏会
指揮/藏野 雅彦
管/大阪市民管弦楽団

ドヴォルザーク ： 交響曲 第7番 ニ短調 op.70
ブラームス ： 交響曲 第2番 二長調 op.73 S 2,000  A 1,500 大阪市民管弦楽団

090-9050-619914:00

16
土

諏訪内晶子 ヴァイオリン・リサイタル Vn/諏訪内 晶子
P/エンリコ・パーチェ

モーツァルト ： ヴァイオリン・ソナタ イ長調 K.305
グリーグ ： ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ハ短調 op.45
武満 徹 ： 悲歌（エレジー）　 フランク ： ヴァイオリン・ソナタ イ長調

A 8,000  B 6,000　
C 売切

ABCチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

16
土 ザ・シンフォニーホール

チャレンジ・コンサート 出演/チャレンジ・コンサート参加者 チャレンジ・コンサート参加者による演奏
参加費
１チャレンジ １０分 25,000（税抜）
コンサート入場料 1,000（当日販売）

参加お問い合わせ
ザ・シンフォニーホール事務局
06-6453-101018:00

17
日 京都市交響楽団

創立60周年記念 大阪特別公演
指揮/広上 淳一
Org/アレシュ・バールタ
管/京都市交響楽団

R.シュトラウス ： 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 op.30
サン=サーンス ： 交響曲 第3番 ハ短調「オルガン付」 op.78

A 5,500  B 4,500　
C 売切

ABCチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

22
金

J.S.Bach
ブランデンブルク協奏曲&管弦楽組曲

指揮/延原 武春
バロック・ヴァイオリン/ウッラ・ブンディース
Cemb/高田 泰冶
フルート・リコーダー/森本 英希
Rec/村田 佳生
室内管弦楽団/テレマン室内オーケストラ

J.S.バッハ ： ブランデンブルク協奏曲 第1番
ブランデンブルク協奏曲 第4番
ブランデンブルク協奏曲 第5番
管弦楽組曲 第2番
管弦楽組曲 第3番

S 4,000  A 3,000 
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

23
土 大谷康子 ヴァイオリン名曲サロン

トーク&リサイタル
~古典からラテンまで!~

Vn/大谷 康子
P/藤井 一興

クライスラー ： 愛の喜び　 エルガー ： 愛のあいさつ
ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン協奏曲集『四季』より 「春」 第1楽章
外山 雄三 ： 日本の民謡による組曲より
ピアソラ ： リベルタンゴ　 サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン ほか

全席指定 3,500
ABCチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

24
日 JOYFUL BRASS 2016　

蒲生ディストリクトバンド＆
三木ウィンドフィルハーモニー合同演奏会

客演指揮/斉田 好男
吹奏楽/蒲生ディストリクトバンド　

三木ウィンドフィルハーモニー

ウィーラン ： リバーダンス・ハイライト
ヘス ： シェイクスピア・ピクチャーズ
ラヴェル ： ダフニスとクロエ 第２組曲 ほか

前売 1,200
当日 1,500

蒲生ディストリクトバンド　
三木ウィンドフィルハーモニー　
06-6252-043517:00

29
金・祝 関西フィルハーモニー管弦楽団

第273回定期演奏会
メロディアス…ラフマニノフvs菅野祐悟、
故国への愛の歌

指揮/藤岡 幸夫（関西フィル首席指揮者）
P/横山 幸雄
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

ラフマニノフ ： 鐘（原曲 ： 前奏曲 嬰ハ短調 op.3-2）
ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第3番 二短調 op.30
菅野 祐悟 ： 交響曲 第1番<世界初演>

S 6,000  A 4,500　
B 3,000  C 2,000
学生席（２５歳以下） 1,000

関西フィル事務局
06-6577-138114:00

30
土 BRA★BRA FINAL FANTASY

BRASS de BRAVO 2016
with Siena Wind Orchestra

監修/植松伸夫
演奏/シエナ・ウインド・オーケストラ 未定 一般 6,800

学生 4,800

キョードー
インフォメーション
0570-200-888

13:00
17:00

マークの公演は、ザ・シンフォニー チケットセンターで
チケットをご予約いただけます。4月



開催日 曜日 催　　　物　　　名 出　　　演　　　者 曲　　　　　　目 料　　金 （円） お問い合わせ先開演

1
日 なにわ≪オーケストラル≫ウィンズ

演奏会 2016
出演/交響楽団奏者達
客演指揮/丸谷 明夫、 中川 重則、

畠田 貴生

ネリベル ： 2つの交響的断章　 ジェイガー ： ジュビラーテ
C.T.スミス ： 交響曲 第1番　 バーンズ ： 交響的序曲
2016年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 ほか

A 5,000  B 4,000
C 3,000

おふぃすナウ
naniwaow@yahoo.co.jp16：00

3
火・祝

live image 16 seize
フラメンコギター/沖 仁、　バンドネオン/小松 亮太
ギターデュオ/ゴンチチ、　Vn/NAOTO
P/羽毛田 丈史、　Vn/宮本 笑里
Vo/LE VELVETS ほか

未定 全席指定 8,640
キョードー
インフォメーション
0570-200-88817:00

5
木・祝 東海大学付属仰星高等学校吹奏楽部

第27回定期演奏会
指揮/藤本 佳宏
吹奏楽/東海大学付属仰星高等学校吹奏楽部

スパーク ： オリエント急行
ハチャトゥリアン ： バレエ組曲「ガイーヌ」より
D.エリントン ： スウィングしなけりゃ意味がない ほか

全席指定 1,000
東海大学付属
仰星高等学校
072-849-7211

13:00
18:00

7
土

live image 16 seize
フラメンコギター/沖 仁、　バンドネオン/小松 亮太
ギターデュオ/ゴンチチ、　Vn/NAOTO
P/羽毛田 丈史、　Vn/宮本 笑里
Vo/LE VELVETS ほか

未定 全席指定 8,640
キョードー
インフォメーション
0570-200-88817:00

8
日 東日本大震災復興チャリティコンサート　

未来へつなぐ『集』コンサート2016
管/『集』管弦楽団　合唱/『集』合唱団
吹奏楽/石巻市立桃生中学校
指揮/井村 誠貴、 佐々木 克仁

レスピーギ ： 交響詩「ローマの祭り」 より
リード ： アルメニアンダンス パート１
ホルスト ： 組曲「惑星」より 木星 ほか

A 3,000（座席指定）
B 2,000（当日座席指定）

大阪アート
エージェンシー
06-6459-961215:00

10
火 大阪交響楽団

外山雄三 ミュージック・アドバイザー就任記念
第202回定期演奏会

指揮/外山 雄三
　　 （ミュージック・アドバイザー）
管/大阪交響楽団

外山 雄三 ： オーケストラのための「玄奥」（2015）
プーランク ： バレエ組曲「模範的な動物たち」
ベートーヴェン ： 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」

S 6,000  A 5,000　
B 3,500  C 2,500
D 1,000  オルガン席 2,000 
青少年学生券１回券 1,000
青少年学生券５回券 4,000

大阪交響楽団
072-226-552219:00

11
水 2015年東京国際音楽コンクール〈指揮〉

入賞デビューコンサート
指揮/ディエゴ・マルティン・エチェバリア
　　  太田弦、 コリーナ・ニーマイヤー
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

ドヴォルザーク ： 交響曲 第6番 ニ長調 op.60
チャイコフスキー ： 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
Ｒ．シュトラウス ： 交響詩「ドンファン」

S 2,500  A 2,000 公演事務局
06-6966-800019:00

12
木

エレーヌ・グリモー　ピアノ・リサイタル P/エレーヌ・グリモー
武満 徹 ： 雨の樹・素描Ⅱ～オリヴィエ・メシアンの追憶に
フォーレ ： 舟歌 第５番 op.66　 ラヴェル ： 水の戯れ op.30
リスト ： エステ荘の噴水（巡礼の年 第３年 第４曲）
ブラームス ： ピアノソナタ 第２番 嬰ヘ短調 op.2 ほか

SS 10,000  S 7,500
A 6,500  B 5,000　
C 4,000  D 2,500
自由席 3,000

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

13
金 日本センチュリー交響楽団

第209回定期演奏会
指揮/ドミトリー・リス
Vn/セルゲ・ツィンマーマン
管/日本センチュリー交響楽団

ショスタコーヴィチ ： ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 op.129
チャイコフスキー ： 交響曲 第6番 ロ短調 op.74「悲愴」

S 7,500  A 6,000　
B 4,500  C 3,500　
D 1,500

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059119:00

14
土 日本センチュリー交響楽団

第209回定期演奏会
指揮/ドミトリー・リス
Vn/セルゲ・ツィンマーマン
管/日本センチュリー交響楽団

ショスタコーヴィチ ： ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 op.129
チャイコフスキー ： 交響曲 第6番 ロ短調 op.74「悲愴」

S 7,500  A 6,000　
B 4,500  C 3,500　
D 1,500

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059114:00

15
日 オーケストラ・アンサンブル・フォルツァ

第20回定期演奏会
指揮/永峰 大輔（客演）
管/オーケストラ・アンサンブル・フォルツァ

ストラヴィンスキー ： バレエ音楽「春の祭典」
ブラームス ： 交響曲 第３番 当日座席指定 1,000

オーケストラ・
アンサンブル・フォルツァ
welcome2016@e-forza.net14:00

18
水 ザ・コンチェルト

二台のピアノで聴くラフマニノフの世界
山﨑亮汰　17歳の鮮烈デビュー！

P/山﨑 亮汰
P・共演/関本 昌平

モーツァルト ： 幻想曲 ニ短調 KV.397
リスト ： ダンテを読んで ～ソナタ風幻想曲～
ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18（共演・関本 昌平 2台ピアノによる）

全席指定 2,000
プレセミナー付プレミアムチケット

3,000 

一般社団法人
全日本ピアノ指導者協会
03-3944-158311:00

19
木 関西フィルハーモニー管弦楽団

第274回定期演奏会
デュメイandダ・シルヴァ…達人の奥義が光るモーツァルト

指揮・ヴァイオリン独奏/オーギュスタン・デュメイ
Va/ミゲル・ダ・シルヴァ
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト ： ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 K.364
ブルッフ ： ヴィオラとオーケストラのためのロマンス ヘ長調 op.85
ブラームス ： 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

S 6,000  A 4,500　
B 3,000  C 2,000
学生席（２５歳以下） 1,000

関西フィル事務局
06-6577-138119:00

20
金 The Symphony Hall Big Band

～Music Director 菊池寿人～ Vol.2

Tp/菊池 寿人、 築山 昌広、 広瀬 未来、 塩ノ谷 幸司　
Sax/小林 充、 藤吉 悠、 武井 努、 高橋 知道、 里村 稔
Tb/大島 一郎、 Tommy、 山内 淳史、 川口 哲史
P/宮川 真由美　Ba/藤村 竜也　Dr/岡本 健太
スペシャルゲスト（Vn）/古澤 巌

テイクファイブ
マンボNo.5
シェルブールの雨傘
チュニジアの夜
スペイン ほか

S 5,000  A 4,000　　
B 3,000

アーヴィング
06-4964-579719:00

21
土 千住真理子 ヴァイオリン・リサイタル

～時空を超えた300年前の吐息をあなたへ～
Vn/千住 真理子
P･Cemb/山洞 智
Vc/長谷川 陽子<友情出演>

ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン・ソナタ op.5 より
モーツァルト ： ヴァイオリン・ソナタ 第28番 ホ短調
千住 明 ： Andante ～母・千住文子に捧ぐ
サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン ほか

全席指定  4,000
ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

22
日

おいしいクラシック2016
指揮/瀬山 智博
Hrp/村上 ひろみ
管/大阪交響楽団

グリンカ ： 歌劇「ルスランとリュドミラ」 序曲
ドヴォルザーク ： スラヴ舞曲 第10番 op.72-2
ワーグナー ： “愛の死”（楽劇「トリスタンとイゾルデ」より）
アッセルマン ： 泉(ハープ・ソロ）　 ラヴェル ： ボレロ ほか

A 5,000  B 4,000　
C 3,000 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

25
水

三浦文彰 ヴァイオリン・リサイタル Vn/三浦 文彰
P/田村 響

ベートーヴェン ： ヴァイオリン・ソナタ 第5番《春》
服部 隆之 ： 大河ドラマ「真田丸」 テーマ　　　
ヴィエニャフスキ ： 華麗なるポロネーズ 第1番
サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン ほか

全席指定  5,000
ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600019:00

28
土

ウィーン少年合唱団 合唱/ウィーン少年合唱団
指揮・P/オリヴァー・シュテッヒ

J.シュトラウスⅡ ： ポルカ「観光列車」
ウェルナー ： 野ばら　 菅野 よう子 ： 花は咲く
ガーシュイン ： サマータイム　 J.シュトラウスⅡ ： 美しく青きドナウ
フォーレ ： 「レクイエム」より “ピエ・イエズ” ほか

A 6,500  B 5,000　
C 売切

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

29
日

ウィーン少年合唱団 合唱/ウィーン少年合唱団
指揮・P/オリヴァー・シュテッヒ

モーツァルト ： アヴェ・ヴェルム・コルプス　 ウェバー ： 「レクイエム」より “ピエ・イエズ”
エルトン・ジョン/ティム・ライス ： “愛を感じて”（映画「ライオン・キング」より）
久石 譲 ： “君をのせて”（映画「天空の城ラピュタ」より）
J.シュトラウスⅡ ： ワルツ「ウィーン気質」 ほか

A 6,500  B 5,000　
C 売切

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

31
火 シャルル・リシャール＝アムラン

オール・ショパン　ピアノ・リサイタル P/シャルル・リシャール＝アムラン
ショパン ： 英雄ポロネーズ、 幻想ポロネーズ、 バラード 第3番

ノクターン 第17番、 序奏とロンド
4つのマズルカ op.33、 ピアノ・ソナタ 第3番

 全席指定 4,000
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

略語表 Ba=ベース、Cemb=チェンバロ、Cl=クラリネット、Dr=ドラムス、Org＝オルガン、P=ピアノ、Per=パーカッション、Rec=リコーダー、S=ソプラノ、Sax=サックス、Tb=トロンボーン、Tp=トランペット、Va=ヴィオラ、Vc=チェロ、Vn=ヴァイオリン、Vo=ヴォーカル、管=管弦楽
●チケットの料金はすべて消費税込みの価格です。 ●記載内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。 ●リハーサルなど情報を掲載していない日がございます。 ●各席種とも売り切れの際はご容赦ください。 ●公演情報は各お問い合わせ先にご確認ください。

マークの公演は、ザ・シンフォニー チケットセンターで
チケットをご予約いただけます。5月
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