




























お電話で購入 インターネットで購入

※お取り扱い公演に関しましては、19～21ページの公演カレンダーをご確認ください。
※支払い方法、手数料等については、ザ・シンフォニー チケットセンターへお問合せいただくか、またはザ・シンフォニーホール ホームページをご覧下さい。

ザ･シンフォニーホール ホームページ
http://www.symphonyhall.jp/

チ
ケ
ッ
ト
ご
購
入
方
法　

窓口で購入

ザ･シンフォニー チケットセンター

ザ･シンフォニー チケットセンター
シンフォニア会員先行予約期間の窓口での取り扱いはございません。

 (10:00～18:00  火曜定休)
※年末年始並びに夏季休業

 (10:00～18:00  火曜定休)
※年末年始並びに夏季休業

☎06-6453-2333
・ 公演スケジュールページの「TICKETマーク」が付いている公演を選択。
・ 「チケット購入」ボタンをクリックし、チケット購入サイトへ。
・ 先行予約・一般発売は発売日の午前10時からご利用いただけます。

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
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　Bs・Br/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 ： 「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
06-6577-138119:00

16
土

N響「夏」2016　大阪公演
指揮/クリスティアン・アルミンク
Cl/ポール・メイエ
管/NHK交響楽団

モーツァルト ： 歌劇「魔笛」 序曲
クラリネット協奏曲イ長調 K.622

ドヴォルザーク ： 交響曲 第9番 ホ短調「新世界から」
S 7,200  A 5,200
B 3,200

キョードー
インフォメーション
0570-200-88816:00

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」 ”結婚行進曲” 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 売切
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

ブラームス ： 悲劇的序曲 op.81
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／中学生以上の鍵盤楽器経験者のみ。

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

売切

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 　ゴジラのテーマ 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

7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

3
水 日野原重明プロデュース 

「奇跡の歌声に乗せて、
愛と生きる力をあなたに 第4弾」
ベー・チェチョル  コンサート

お話/日野原 重明
T/ベー・チェチョル
P/松崎 充代
特別ゲスト（ギター）/アントニオ古賀

美空 ひばり ： 悲しい酒、 川の流れのように
フランク・シナトラ ： マイウェイ　 藤山 一郎 ： 影を慕いて
エディット・ピアフ ： 愛の讃歌
ゴッドファーザー 愛のテーマ　 イヴ・モンタン ： 枯葉 ほか

A 6,500  B 5,500 エス・ピー・エース
06-6204-0412

13:30

4
木 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.6

指揮/松村 秀明
歌のお兄さん/新井 宗平
歌のお姉さん/山本 かずみ
Org/原田 仁子
管/大阪交響楽団

R.シュトラウス ： 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」より★◆
ロイド・ウェーバー ： ミュージカル「オペラ座の怪人」より◆
おんがくリズムあそびコーナー
エルガー ： 行進曲「威風堂々」第1番★◆ ほか
★プロジェクション・マッピングつき  ◆パイプオルガンつき

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
木 The Symphony Hall×和太鼓 松村組

～夏祭り 2016～
熱い夏・心に響く 生命の音

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
前田 篤人）

未定 全席指定 3,000 エス・ピー・エース
06-6204-0412

19:00

5
金

デューク エイセス  コンサート
～新世界をめざして～

コーラス/デューク エイセス
スペシャルゲスト/紙ふうせん

Dry Bones　 女ひとり　 銀杏並木　 別れた人と
感謝還暦　 冬が来る前に　 翼をください ほか 全席指定 6,000 エス・ピー・エース

06-6204-0412
14:00

6
土 ～マリコマリンバスタジオ定期演奏会

第50回記念～
マリンバグランドコンサート

出演/マリコマリンバスタジオ
松本 真理子

P/吉田 はるみ、植村 伸子、南 敦子
   ほか

ハチャトリアン ： 組曲「ガイーヌ」より
松本 真理子 構成（飯田 憲司 編曲） ： マリンバメモリー
松本 真理子 ： フレンドリー ほか

S 4,000  A 3,000
B 2,000

大阪アート
エージェンシー
06-6459-961217:00

21
日

Kracie presents　夏休み特別企画
ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

指揮/オカピ
管/ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

ソソラソラソラシュトラウス　 トライ・エヴリシング
シンフォニックアニマル
アイアイ～七つの子～森のくまさん ほか

S 4,500  A 3,500
B 2,500

クラシック名古屋
052-678-5310

15:00

27
土 大阪交響楽団

第92回名曲コンサート
“ロシア・ロマン派音楽の系譜”

指揮/外山 雄三
P/松田 華音

グリンカ ： 歌劇「ルスランとリュドミラ」 序曲
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 ： バレエ音楽「白鳥の湖」 “四羽の白鳥”  ほか
ハチャトゥリアン ： バレエ音楽「ガイーヌ」 “剣の舞”  ほか

S 3,500  A 3,000
B 1,500

大阪交響楽団
072-226-552213:30

17:00

28
日

KINGDOM HEARTS Concert
- First Breath -

指揮/和田 薫
演奏/Osaka Shion Wind Orchestra
トークゲスト/下村 陽子

ディズニーとスクウェア・エニックスの夢の共演から生まれた
RPG「キングダム ハーツ」シリーズの曲目をブラスバンド
でお届けします。

S 7,000  A 6,500
キョードー
インフォメーション
0570-200-88814:00

18:00

30
火

懐かしのあの歌を一緒に歌おう！
歌声ホール  vol.3

出演/小泉 陽子
下園 弘明＆フレンズ

美しい十代　 知床旅情　 夏の思い出 　夏は来ぬ
ふるさと　 学生時代　 青葉城恋歌
あの素晴らしい愛をもう一度　 戦争を知らない子供たち
精霊流し　 愛燦燦　 君の瞳は１万ボルト ほか

全席自由 3,000 エス・ピー・エース
06-6204-0412

11:30

30
火 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
實川風　大型新人がついに登場

P/實川 風
P・共演/関本 昌平

ショパン ： アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ op.22
英雄ポロネーズ 変イ長調 op.53

ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30
　　　　　　　（共演・関本 昌平  2台ピアノによる） ほか

全席指定 2,000
プレセミナー付プレミアムチケット

売切

一般社団法人
全日本ピアノ指導者協会
03-3944-158319:00

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。8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

3 土 パナソニック合唱団
第４１回定期演奏会

合唱/パナソニック合唱団
指揮/本城 正博、 岸本 雅弘   ほか
P/城村 奈都子

混声合唱のための「天草雅歌<第二集>」 -東方への道-
混声合唱のための「うた」より
宗教曲アラカルト～愛と祈りの世界～、　世界のうたごえ

事前指定 2,500
一般（当日座席指定） 2,000

パナソニック合唱団
090-8480-684817:30

4
日 関西音楽人クラブ／関西クラシック音楽界夏の祭典

「サマーミュージックフェスティバル大阪」2016
3才から楽しめる！お子さま★ランチタイム★コンサート
《サウンド・オブ・ミュージック》 
～みんなでうたおう、ドレミのうた

歌とお芝居/劇団音芽
バレエ/カンパニーでこぼこ
演奏/音登夢アンサンブル

音登夢ファミリー

10：45 開場時にウェルカム演奏後、楽器体験コーナー有（10：50～11：20）
「サウンド・オブ・ミュージック」より　
　ドレミの歌、 エーデルワイス、 もうすぐ16歳
　私のお気に入り、 すべての山に登れ ほか

３才～高校生 1,000
一般 2,000

大阪アーティスト協会
06-6135-0503

11:30

4
日 関西音楽人クラブ／関西クラシック音楽界夏の祭典

「サマーミュージックフェスティバル大阪」2016
第2回「100人のリコーダーオーケストラ」
＆「スーパーリコーダーカルテット」
～あの感動をもう一度！

指揮/北山 隆、 松浦 孝成
演奏/100人のリコーダーオーケストラ

スーパーリコーダーカルテット
   ほか

チャリンジャー ： 「ディヴァージョンズ」より
バッハ ： コラール「われら悩みの極みにありて」
テシュナー ： バラの香り
中西 覚 ： 嬉遊曲 ほか

小中高生 1,000
一般 4,000

大阪アーティスト協会
06-6135-0503

17:00

9
金

大阪交響楽団
第204回定期演奏会

指揮/ロレンツォ・ヴィオッティ
P/長富 彩
管/大阪交響楽団

ワーグナー ： ジークフリート牧歌
リスト ： ピアノ協奏曲 第１番 変ホ長調 
プロコフィエフ ： 交響曲 第５番 変ロ長調 op.100

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

10
土 外山啓介 ピアノ・リサイタル2016

～ベートーヴェン＆リスト～ P/外山 啓介 
ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 「月光」 op.27-2
リスト ： 愛の夢～3つのノクターン～ S.541

ラ・カンパネラ 嬰ト短調 S.141-3 
バラード 第2番 ロ短調 S.171  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

10
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（税別）
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

11 日 大阪市民管弦楽団
第84回定期演奏会

指揮/中井 章徳
管/大阪市民管弦楽団

ボロディン ： だったん人の踊り
マスネ ： 組曲 第６番「おとぎの国の風景」
ショスタコーヴィチ ： 交響曲 第１０番 ホ短調 op.93

S 2,000  A 1,500 大阪市民管弦楽団
090-9050-619914:00

12 月 大阪教育大学ジョイフルコンサート 演奏/大阪教育大学ウィンドオーケストラ
指揮/神代 修、 山本 訓久   ほか
ゲスト/八木澤 教司   ほか
ゲスト校/夕陽丘高等学校（夜公演のみ）

岩井 直溥 編 ： サウンド・オブ・ミュージック
八木澤 教司 ： 「ファセクラ」（関西初演）
R.シュトラウス ： 「国王の行進曲」 ほか

無料（関係者のみ） 大阪教育大学芸術講座
geion@cc. 
osaka-kyoiku.ac.jp

11:00

12 月 大阪教育大学ウィンドオーケストラ 
スペシャルコンサート

前売 大人 2,000
　　 大学生 1,500
　　 高校生以下 1,00019:00

13 火 全国統一研修会① 講師/税理士 石原 健次 未定 貸切 近畿税理士会
06-6941-688610:30

16 金 海上自衛隊  呉音楽隊
大阪演奏会

指揮/野澤 健二
吹奏楽/海上自衛隊呉音楽隊

映画「ジュラシックパーク」 サウンドトラックハイライト
カルメン・ファンタジー ほかを予定

ハガキ等による公募
ポスター、ＨＰによる告知
(７月下旬頃予定）

呉地方総監部 広報係
0823‐22‐551119:00

17
土

The Symphony Hall Big Band 
～Music Director 菊池寿人～ Vol.3

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（和太鼓）/木村 優一

スウィングしなけりゃ意味がない 
我が心のジョージア 
ムーンライトセレナーデ 
ダッタン人の踊り ほか 

S 5,000  A 4,000
B 3,000

アーヴィング
06-4964-5797 

17:00

18 日 関西シティフィルハーモニー交響楽団
第61回定期演奏会

指揮/ギオルギ・バブアゼ
管/関西シティフィルハーモニー交響楽団

ブルックナー ： 交響曲 第4番「ロマンティック」
モーツァルト ： 交響曲 第35番「ハフナー」
ロッシーニ ： 歌劇「どろぼうかささぎ」 序曲

全席指定 2,000
関西シティフィル
ハーモニー交響楽団
06-6136-173714:00

19
月・祝 三菱東京UFJ銀行 Presents

関西フィル　第２回親子定期演奏会
みんなでたのしく
Open★the★Orchestra！

指揮・お話/藤岡 幸夫
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

チャイコフスキー ： バレエ組曲「くるみ割り人形」より “トレパック～ロシアのお菓子の踊り～”
サン＝サーンス ： 交響詩「死の舞踏」　 ヴィヴァルディ ： 「四季」より “秋” 第1楽章
ヨゼフ・シュトラウス ： 鍛冶屋のポルカ　 ドヴォルザーク ： スラヴ舞曲 第10番
エルガー ： 行進曲「威風堂々」 op.39 ほか

A 4,000  B 3,000
マエストロ・ビュー・シート 4,000
こども（４歳～中学生）一律 1,500

関西フィル事務局
06-6577-138114:00

22 木・祝 オーケストラ・アンサンブル金沢
大阪定期公演

指揮/ウラディーミル･アシュケナージ
P/ジャン=エフラム･バヴゼ
管/オーケストラ･アンサンブル金沢

武満 徹 : 弦楽のためのレクイエム
ベートーヴェン ： ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37
ベートーヴェン ： 交響曲 第7番 イ長調 op.92

A 7,000  B 5,000
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

23 金 日本センチュリー交響楽団
第211回定期演奏会

指揮/マックス・ポンマー
Vn/オーガスティン・ハーデリッヒ
管/日本センチュリー交響楽団

バルトーク ： ヴァイオリン協奏曲 第2番 BB117
ブラームス ： 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

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

24 土 日本センチュリー交響楽団
第211回定期演奏会

指揮/マックス・ポンマー
Vn/オーガスティン・ハーデリッヒ
管/日本センチュリー交響楽団

バルトーク ： ヴァイオリン協奏曲 第2番 BB117
ブラームス ： 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

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

25
日 関西フィルハーモニー管弦楽団

第277回定期演奏会
偉大なる大地に思いを馳せて…デュメイ meets ロシア

指揮・Vn/オーギュスタン・デュメイ
P/フリスティヤ・フージイ　Tp/菊本 和昭
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

チャイコフスキー ： ゆううつなセレナーデ op.26
ショスタコーヴィチ ： ピアノ協奏曲 第1番&第2番
チャイコフスキー ： 交響曲 第2番「小ロシア」 op.17

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

略語表 Ba=ベース、Br=バリトン、Bs=バス、Cl=クラリネット、Dr=ドラムス、Ms=メゾソプラノ、Org＝オルガン、P=ピアノ、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、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。9月
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	sinfonia_vol.16_P8のコピー
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	sinfonia_vol.16_P10_11のコピー
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