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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。

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

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
Per/加瀬田 聡　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
06-4964-5797

19:00

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 売切

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

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

5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

4
土 サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団 

ユーリ・テミルカーノフ指揮

指揮/ユーリ・テミルカーノフ
P/ジョージ･リー
管/サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団

チャイコフスキー ： ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23
ショスタコーヴィチ ： 交響曲 第5番「革命」 ニ短調 op.47

A 18,000  B 15,000
C 売切      D 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

5
日 ユンディ・リ

オール・ショパン ピアノ・リサイタル P/ユンディ・リ

ショパン ： バラード 第1番 ト短調 op.23
バラード 第2番 ヘ長調 op.38
バラード 第3番 変イ長調 op.47
バラード 第4番 ヘ短調 op.52 ほか

A 13,000  B 売切
C 売切      D 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

8
水 平日午後の名曲セレクション

マチネ・シンフォニー Vol.15

指揮/井上 道義
バンドネオン/ネストル・マルコーニ
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

リムスキー＝コルサコフ ： スペイン奇想曲 op.34
マルコーニ ： バンドネオン協奏曲
ハチャトゥリアン ： バレエ組曲「ガイーヌ」より

A 4,000  B 3,000 
大阪フィル･
チケットセンター
06-6656-489014:00

9
木 サックス・パーティー！ in 大阪 vol.3

～The Razzle Dazzle!～
音楽監督・ソロ・指揮/須川 展也
演奏/サックス・パーティー！

シュトラウス2世（山田 忠臣 編曲） ： 喜歌劇「こうもり」 序曲
プッチーニ（伊藤 康英・山田 忠臣 編曲） ： トスカのキス
Ｆ.ロウ（本多俊之 編曲） ： 映画「マイ・フェア・レディ」メドレー ほか

S 3,500  A 2,500
B 2,000 

大阪アート
エージェンシー
06-6459-961219:00

11
土 関西フィルハーモニー管弦楽団

第275回定期演奏会
クリエーション…混沌（カオス）から
始まる一大スペクタクル

指揮/高関 健　S/市原 愛
T/畑 儀文　Br/桝 貴志
合唱/関西フィルハーモニー合唱団
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

ハイドン ： オラトリオ「天地創造」 Hob.XXI-2（字幕付）
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

12
日

第8回 龍谷大学吹奏楽フェスタ in 大阪 指揮/若林義人　ほか
吹奏楽/龍谷大学吹奏楽部　ほか

第一部　出演校による単独ステージ
第二部　出演校全員による合同ステージ 無料(要申込) 龍谷大学学生部

077-543-773416:00

18
土 辻井伸行＆オルフェウス室内管弦楽団

“圧巻のベートーヴェン”
P/辻井 伸行
管/オルフェウス室内管弦楽団

ベートーヴェン ： 「コリオラン」 序曲 op.62
交響曲 第5番 ハ短調「運命」 op.67
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」 op.73

A 16,000  B 売切
C 売切      D 売切

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

19
日 辻井伸行＆オルフェウス室内管弦楽団 

“圧巻のベートーヴェン”
P/辻井 伸行
管/オルフェウス室内管弦楽団

ベートーヴェン ： 「プロメテウスの創造物」 序曲 op.43
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37
交響曲 第7番 イ長調 op.92

A 16,000  B 14,000
C 売切      D 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

20
月 四條畷学園小・中・高等学校合同吹奏楽団

四條畷学園創立90周年記念コンサート 演奏/四條畷学園小・中・高等学校合同吹奏楽団
P.グレイアム ： 大学祝典ファンファーレ
G.ホルスト ： 吹奏楽のための第2組曲
E.エルガー ： 行進曲「威風堂々」 第1番 ほか

当日座席指定 1500 四條畷学園高等学校
072-876-132718:30

21
火 オービック･スペシャル･コンサート2016

～コバケン名曲セレクション～

指揮/小林 研一郎
Vn/瀬﨑 明日香
司会/朝岡 聡
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

スメタナ ： 交響詩「モルダウ」
サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン
チャイコフスキー ： バレエ組曲「くるみ割り人形」より
ビゼー ： 「アルルの女」 第1・第2組曲より ほか

A 5,000  B 3,000
C 1,500 

大阪フィル･
チケットセンター
06-6656-489019:00

24
金

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
第114回定期演奏会

指揮/秋山 和慶
Tb/中川 英二郎
吹奏楽/オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

C.ウィリアムズ ： ファンファーレとアレグロ
ナサニエル・シルクレット ： トロンボーン協奏曲
J.ヴァンデルロースト ： いにしえの時から
C.T.スミス ： ルイ・ブルジョアの賛美歌による変奏曲
スター・ウォーズ3部作

S 5,000  A 4,000
B 3,000  ペア席 7,000
学生席 
（S/A/Bより1000円引き）

シオン・
チケットセンター
0800-919-550819:00

25
土

第25回ＡＢＣ新人コンサート
オーディションで選ばれた、
ピアノ部門とヴァイオリン部門の
優秀な出場者たち若干名

未定 指定 1,500
一部招待あり

ＡＢＣ音楽振興会
06-6453-5340
大阪アートエージェンシー
06-6459-961218:00

26
日 日本ライトハウス

チャリティコンサート

Vn/和波 考禧
Vn/川畠 成道
指揮/澤 和樹
管/千里フィルハーモニア・大阪

バッハ ： 二つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
プロコフィエフ ： ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 op.19
スメタナ ： 連作交響詩「わが祖国」より 「モルダウ」 ほか

全席当日指定 3,500

社会福祉法人
日本ライトハウス
募金事業部
06-6968-103013:30

30
木 大阪フィル×ザ･シンフォニーホール

ソワレ･シンフォニー Vol.7

指揮/大井 剛史
Vn/郷古 廉
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

フンパーディンク ： 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」 前奏曲
ブルッフ ： ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 op.26
リムスキー＝コルサコフ ： 序曲「ロシアの復活祭」 op.36
チャイコフスキー ： 序曲「1812年」 op.49

均一指定 3,500 
大阪フィル・
チケットセンター
06-6656-489019:30

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。6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
金 日本センチュリー交響楽団

第210回定期演奏会
指揮/アラン・ブリバエフ
P/アレクサンダー・ロマノフスキー
管/日本センチュリー交響楽団

ジュバノフ、ハミディ ： 歌劇「アバイ」より 民族舞曲（日本初演）
プロコフィエフ ： ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26
ラフマニノフ ： 交響的舞曲 op.45

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

2
土 日本センチュリー交響楽団

第210回定期演奏会
指揮/アラン・ブリバエフ
P/アレクサンダー・ロマノフスキー
管/日本センチュリー交響楽団

ジュバノフ、ハミディ ： 歌劇「アバイ」より 民族舞曲（日本初演）
プロコフィエフ ： ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26
ラフマニノフ ： 交響的舞曲 op.45

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

3
日 第46回大阪府医師会フィルハーモニー

定期演奏会
指揮/藏野 雅彦
管/大阪府医師会フィルハーモニー

ベートーヴェン ： 序曲「レオノーレ」 第3番
ビゼー ： 「カルメン」組曲から
チャイコフスキー ： 交響曲 第6番 「悲愴」

全席指定 1,500
大阪府医師会フィル
ハーモニー事務局
06-6213-284114:00

9
土 大阪交響楽団

第91回名曲コンサート
“豊嶋泰嗣のモーツァルト”

指揮＆Vn/豊嶋 泰嗣
管/大阪交響楽団

モーツァルト ： ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ロ長調 K.207
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調 K.21１
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調｢トルコ風｣ K.219 

S 3,500  A 3,000
B 1,500
S ５回セット券 10,000
A ５回セット券 8,000 

大阪交響楽団
072-226-552213:30

17:00

10
日

前橋汀子　ヴァイオリン名曲選 Vn/前橋 汀子
P/松本 和将

J.S.バッハ ： G線上のアリア
ブラームス ： ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ト長調「雨の歌」 op.78
J.S.バッハ ： シャコンヌ（無伴奏パルティータ 第2番 ニ短調 BWV.1004 より） 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

15
金 関西フィルハーモニー管弦楽団

第276回定期演奏会
情熱と憧憬が生み出す、光り輝く結晶・・・
飯守の≪トリスタン≫

指揮/飯守 泰次郎　T/二塚 直紀
S/畑田 弘美　バス・バリトン/片桐 直樹
Ms/福原 寿美枝　Br/萩原 寛明
T/松原 友　T/谷 浩一郎
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

～飯守泰次郎&関西フィルのオペラシリーズ第14回～
ワーグナー ： 楽劇「トリスタンとイゾルデ」 第3幕（字幕付）

S 6,000  A 5,000
B 4,000  C 3,000
学生席（２５歳以下） 1,000

関西フィル事務局
06-6577-1381

19:00

17
日 三代澤康司の

ドッキリ！ハッキリ！クラシックです！
～大人のための「オペラ」入門 Part2(合唱編)～ 
オペラ界の巨人！ヴェルディvsワーグナー

司会/三代澤 康司（ＡＢＣアナウンサー） 
指揮/寺岡 清高 
管/大阪交響楽団 
合唱/関西二期会合唱団 

ヴェルディ ： 歌劇「ナブッコ」 “行け我が想いよ、黄金の翼に乗って”
歌劇「アイーダ」 “凱旋行進曲” 

ワーグナー ： 歌劇「タンホイザー」 “巡礼の合唱” 
歌劇「ローエングリン」 ”第3幕への前奏曲” ほか

A 5,000  B 4,000
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

18
月・祝

ベルリン交響楽団
指揮/リオール・シャンバダール
Vn/イリヤ・カーラー
管/ベルリン交響楽団

エルガー ： 愛のあいさつ op.12
ベートーヴェン ： 交響曲 第5番 ハ短調 「運命」op.67
ブラームス ： ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
ドヴォルザーク ： 交響曲 第9番 ホ短調「新世界より」 op.95

A 9,000  B 7,000
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

22
金 大阪交響楽団　第２０３回定期演奏会

 2016～2018年度全6回シリーズ
ウィーン世紀末のルーツ
～フックスとブラームスから始まる系譜①

指揮/寺岡 清高
Br/谷口 伸
管/大阪交響楽団

フックス ： 交響曲 第１番 ハ長調 op.37
マーラー ： 「５つの初期の歌」（ベリオ編）

リュッケルトの詩による５つの歌曲  ほか

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

24
日

小林研一郎の「夏休み・名曲招待席」
指揮/小林 研一郎 
Vn/松田 理奈 
管/関西フィルハーモニー管弦楽団 

J.シュトラウスⅡ ： ワルツ 「美しく青きドナウ」 
レハール ： ワルツ「金と銀」　 スメタナ ： 交響詩「モルダウ」
マスネ ： タイスの瞑想曲　 ラヴェル ： ボレロ ほか

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

27
水

レクチャー＆オルガン体験 レクチャー＆Org/石丸 由佳 石丸 由佳によるレクチャーとオルガン体験15分。
※各公演限定5席／中学生以上の 盤楽器経験者のみ。

レクチャー＆オルガン体験シート
15,000

（７/３０開催２公演のうちいず
れか１公演のチケット付き）

ザ・シンフォニー 
チケットセンター
06-6453-233313:00

28
木

林光・カンタータ「脱出」
指揮/寺嶋 陸也　S/中嶋 康子
T/松原 友　ナレーター/新井 純 
合唱/カンタータ「脱出」2016合唱団
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

寺嶋 陸也 ： ≪森を歩きながら≫ 管弦楽のための（委嘱初演）
林 光 ： カンタータ「脱出」

A 6,000  B 5,000
C 3,000 

「十二の月のおくりもの」
実行委員会
072-428-776219:00

29
金 ヤマハハイライトコンサート

in ＯＳＡＫＡ ２０１６
ヤマハＪＯＣより９組と即興演奏
ＪＥＣ／ＹＥＣファイナリスト２名
ヤマハマスタークラスより１名

ヤマハ音楽教室で学ぶ生徒より選ばれた、自作曲演奏を中
心に即興演奏や、エレクトーンコンクールの優秀者の演奏、
マスタークラス代表生徒のピアノ曲を披露

前売 2,500
当日 3,000

ヤマハ音楽振興会西日
本企画グループ
06-6531-801916:30

30
土 プロジェクションマッピング×パイプオルガン

『超絶のスター・ウォーズ』
～この夏、パイプオルガンがスゴ過ぎる！！～

Org/石丸 由佳
「スター・ウォーズ」より メドレー★　 「E.T.」より フライング・テーマ
「ハリー・ポッター」より メドレー★　 「ジュラシック・パーク」より テーマ★ ほか

★プロジェクション・マッピングつき

全席指定 2,500
レクチャー＆オルガン体験シート

15,000

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233314:00

30
土 オールバッハ名曲選！！ 

真夏のオルガンコンサート Org/石丸 由佳
トッカータとフーガ ニ短調 BWV565　　
コラール“主よ人の望みの喜びよ” BWV147
我ら苦難の極みにあるときも BWV641 　　 
幻想曲とフーガ ト短調 BWV542 ほか

全席指定 2,000
レクチャー＆オルガン体験シート

15,000

ザ・シンフォニー 
チケットセンター
06-6453-233319:00

31
日

サマー・ポップス・コンサート 指揮/藤岡 幸夫 
管/関西フィル・ポップス・オーケストラ

ラ・クンパルシータ　 男と女 　ミッション：インポッシブル
００７メドレー 　エーゲ海の真珠 　イパネマの娘 
ルパン三世のテーマ 　SF交響ファンタジー 第1番 ほか

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

略語表 Ba=ベース、Br=バリトン、Cemb=チェンバロ、Dr=ドラムス、Hrp=ハープ、Ms=メゾソプラノ、Org＝オルガン、P=ピアノ、Per=パーカッション、S=ソプラノ、Sax=サックス、T=テナー、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、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。7月
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