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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

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

カルメン・ファンタジー
リトル・マーメイド・メドレー ほかを予定

ハガキ等による公募
ポスター、ＨＰによる告知
※応募は締め切りました

呉地方総監部 広報係
0823‐22‐5511

19:00

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
06-6577-1381

14:00

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

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
06-6577-1381

14:00

9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
土

GRANBLUE FANTASY ORCHESTRA 
-SORA NO KANADE-

指揮/栗田 博文　司会/小川 りかこ
ゲスト/植松 伸夫、 成田 勤
管/東京フィルハーモニー交響楽団

未定

S 14,800
S（グッズ付き） 19,800
A 9,800
A（グッズ付き） 14,800
B 5,800
B（グッズ付き） 10,800

キョードー
インフォメーション
0570-200-88813:00

17:00

2 日 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
第115回定期演奏会

指揮/川瀬 賢太郎
Fl独奏/上野 星矢
吹奏楽/オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

尾高 尚忠（黒川 圭一編） ： フルート協奏曲
J.オリヴァドーティ ： バラの謝肉祭
R.シュトラウス（酒井 格編） ： 歌劇「ばらの騎士」組曲 ほか

S 5,000  A 4,000
B 3,000  ペア席 7,000
学生席（S/A/Bより1,000円引き） 

Shion
チケットセンター
0800-919-550814:00

3
月

交声曲「海道東征」コンサート
指揮/大井 剛史　S/幸田 浩子、 北野 加織
Alt/糀谷 栄里子　T/二塚 直紀　Br/田中 勉
合唱/大阪フィルハーモニー合唱団

大阪すみよし少年少女合唱団
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

スメタナ ： 連作交響詩「我が祖国」より モルダウ
大栗 裕 ： 管弦楽のための「神話」 ー天の岩屋戸の物語による
信時 潔 ： 交声曲「海道東征」

S 7,000  A 6,000
B 売切

産経新聞社事業本部
06-6633-925418:30 

4 火 The Symphony Hall × ちちんぷいぷい
昔の音は偉かった　其の弐

管/関西フィルハーモニー管弦楽団
ゲスト/LE VELVETS
指揮/松沼 俊彦 ほか

オッフェンバック ： 喜歌劇「天国と地獄」 序曲
ロッシーニ ： 歌劇「ウィリアム・テル」 序曲
ショパン ： 前奏曲 第７番 イ長調 op.28-7 ほか

A 5,000  B 4,000
キョードー
インフォメーション
0570-200-88818:30

8
土 大阪交響楽団

第93回名曲コンサート
“リストとシューマン”

指揮/三ツ橋 敬子
P/牛田 智大
管/大阪交響楽団

リスト ： 交響詩「前奏曲」
死の舞踏（“怒りの日”によるパラフレーズ）

シューマン ： 交響曲 第２番 ハ長調 op.６１
S 3,500  A 3,000 
B 1,500

大阪交響楽団
072-226-552213:30

17:00

10
月・祝

GRANBLUE FANTASY ORCHESTRA 
-SORA NO KANADE-

指揮/栗田 博文　司会/小川 りかこ
ゲスト/植松 伸夫、 成田 勤
管/大阪交響楽団

未定

S 14,800
S（グッズ付き） 19,800
A 9,800
A（グッズ付き） 14,800
B 5,800
B（グッズ付き） 10,800

キョードー
インフォメーション
0570-200-88814:00

18:30

14 金 関西フィルハーモニー管弦楽団
第278回定期演奏会
気迫のタクトと火を吹くヴァイオリン…藤岡×デュメイ、運命の交錯

指揮/藤岡 幸夫
Vn/オーギュスタン・デュメイ
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

バルトーク ： ヴァイオリン協奏曲 第2番 Sz.112
～藤岡幸夫&関西フィル、シベリウス交響曲全曲ツィクルス第5回～
シベリウス ： 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

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 

15 土 及川浩治　ピアノ・リサイタル P/及川 浩治
J.S.バッハ(ブゾーニ編) ： シャコンヌ ニ短調 BWV1004より
ショパン ： 練習曲《別れの曲》 ホ長調 op.10-3
リスト ： メフィストワルツ 第1番 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

15 土 プレミアムピアノコンサート
P/河合 恵美、 金谷 勲、 境小 緒里
園田 光、 辻村 周次郎、 中谷 泉
林 ゆき、 前田 美和 ほか

ショパン ： バラード 第１番 op.23 
ドビュッシー ： 映像 第２集 金色の魚
ベートーヴェン ： ピアノソナタ 第21番 op.53 「ワルトシュタイン」 第1楽章 ほか

入場無料 ショパニストアーツ
070-5661-770519:00

16 日 ユリアンナ・アヴデーエワ
ピアノ・リサイタル P/ユリアンナ･アヴデーエワ

J.S.バッハ ： イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV.807
ショパン ： バラード 第2番 へ長調 op.38

ポロネーズ 第6番 変イ長調 op.53「英雄」 ほか
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

16 日 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

20
木 音楽ソムリエ・加藤ヒロユキの

華麗なる映画音楽の世界　特別篇
加藤ヒロユキ　コンサート

歌/加藤 ヒロユキ　P/宮川 真由美
Gt/古川 忠義　Vn/金関 環
Ba/中村 安彦　Per/池田 安友子
スペシャルゲスト/浜村 淳
（ラジオパーソナリティ・映画評論家）

「風と共に去りぬ」より タラのテーマ
「カサブランカ」より AS TIME GOES BY
「旅情」より ベニスの夏の日
「ひまわり」
「ロミオとジュリエット」 ほか

全席指定  6,500 エス・ピー・エース　
06-6204-041218:00

21 金 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.8

指揮/角田 鋼亮
P/小林 愛実
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

ショパン ： ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11
ベートーヴェン ： 交響曲 第5番 ハ短調「運命」 op.67 均一指定 3,500 

大阪フィル・
チケットセンター
06-6656-489019:30

22 土 ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団＆森麻季
指揮/ヘルムート･ブラニー
Ｓ/森 麻季
管/ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団

シューベルト ： アヴェ・マリア　 マスカーニ ： アヴェ・マリア　 パッヘルベル ： カノン
プッチーニ ： 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より “私のお父さん”
モーツァルト ： 交響曲 第29番 イ長調 K.201 ほか

A 6,000  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 土 美しき日本のうた 「初恋」 Br/小松 英典
Ｐ/塚田 佳男

この道、 鐘が鳴ります、 浜辺の歌、 出船、 城ケ島の雨、 初恋、 椰子の実
波浮の港、 ゴンドラの唄、 夏の思い出、 長崎の鐘、 影を慕いて、 津軽のふるさと
喜びも悲しみも幾年月、 山の煙、 あざみの歌、 白い花の咲く頃、 高原の旅愁 ほか

全席指定 3,000 
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

23 日 横山幸雄
デビュー25周年記念ピアノ・リサイタル
～バッハ、ベートーヴェン、リスト、そしてショパン！～

P/横山 幸雄
ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 「熱情」 op.57
ショパン ： バラード 第1番 ト短調 op.23、 第4番 ヘ短調 op.52
リスト ： 愛の夢 第3番 変イ長調 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

25 火 全国統一研修会② 講師/税理士 植田 卓 未定 貸切 近畿税理士会
06-6941-688610:30

27
木

大阪交響楽団 第２０５回定期演奏会
指揮/外山 雄三
Vn/有希 マヌエラ・ヤンケ
管/大阪交響楽団

ショスタコーヴィチ ： 「前奏曲とスケルツォ」 op.11 (弦楽合奏版)
ヴァイオリン協奏曲 第１番 イ短調 op.77
交響曲 第５番 ニ短調 op.47「革命」

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 

28 金 日本センチュリー交響楽団
第212回定期演奏会

指揮/アラン・ブリバエフ　P/エフゲニー・スドビン
Ms/小山 由美　管/日本センチュリー交響楽団
合唱/大阪センチュリー合唱団

大阪音楽大学合唱団

チャイコフスキー ： ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23
プロコフィエフ ： アレクサンドル・ネフスキー op.78

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

29 土 日本センチュリー交響楽団
第212回定期演奏会

指揮/アラン・ブリバエフ　P/エフゲニー・スドビン
Ms/小山 由美　管/日本センチュリー交響楽団
合唱/大阪センチュリー合唱団

大阪音楽大学合唱団

チャイコフスキー ： ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23
プロコフィエフ ： アレクサンドル・ネフスキー op.78

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

30 日 10th Anniversary
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
「MUSE～Best 12 Harmony～」

Vn/高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト
P/村松 亜紀

ドヴォルザーク ： 交響曲 第9番「新世界」より
スメタナ ： モルダウ「わが祖国より」
エルガー ： 威風堂々

S 6,300  A 5,800 
キョードー
インフォメーション
0570-200-88815:00

31 月 コカ･コーラウエスト  クラシックコンサート
「ゴーティエ・カプソン（チェロ）&
フランク・ブラレイ（ピアノ）」

Vc/ゴーティエ・カプソン
P/フランク・ブラレイ

～オール・ベートーヴェン・プログラム～
「マカベウスのユダ」の主題による12の変奏曲
チェロ・ソナタ 第1番・第3番 ほか

無料招待制コンサート
（全席指定／要招待状）
受付期間：8/22-9/12
※応募は締め切りました

ＮＡＳＡ
コーポレーション
092-714-272718:30

10 月 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

2 水 内田光子 with マーラー・チェンバー・
オーケストラ

P･指揮/内田 光子
管/マーラー･チェンバー･オーケストラ

モーツァルト ： ピアノ協奏曲 第19番 ヘ長調 K.459
武満 徹 ： 弦楽のためのレクイエム
モーツァルト ： ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

A 20,000  B 17,000
C 売切  D 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600019:00

3 木・祝
ドラゴンクエスト スペシャルコンサート

指揮/飯森 範親
お話/すぎやま こういち
管/日本センチュリー交響楽団

すぎやま こういち ： 交響組曲「ドラゴンクエスト Ⅷ」
空と海と大地と呪われし姫君

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

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059115:00

5
土 辻井伸行＆ヨーロッパ室内管弦楽団

“極上のモーツァルト”
P/辻井 伸行
管/ヨーロッパ室内管弦楽団

モーツァルト ： 歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》 序曲
ピアノ協奏曲 第26番《戴冠式》
ディヴェルティメント K.138
交響曲 第41番《ジュピター》

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

5
土

The Symphony Hall Chamber Ensemble

Vn/藤井 美奈子、 小川 和代、 里屋 幸
宮田 英恵、 友永 健二、 力武 千幸

Va/飛田 千寿子、 飯田 隆
Vc/渡邉 弾楽、 庄司 拓
Cb/松村 洋介
ゲスト・P/中桐 望

モーツァルト ： アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調 K.525
J.S.バッハ ： ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 BWV1052
ヴィヴァルディ ： 「四季」より 秋、 冬
バルトーク ： ルーマニア民族舞曲 BB68

S 3,000  A 2,000 
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

6
日 辻井伸行＆ヨーロッパ室内管弦楽団

“極上のモーツァルト”
P/辻井 伸行
管/ヨーロッパ室内管弦楽団

モーツァルト ： 歌劇《ドン・ジョヴァンニ》 序曲
ピアノ協奏曲 第21番
ディヴェルティメント K.136
交響曲 第40番

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

8
火

アマラウ・ビエイラ　ピアノリサイタル P/アマラウ・ビエイラ
ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調「悲愴」 op.13

ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調「月光」 op.27-2
ショパン ： バラード 第3番 変イ長調 op.47 ほか

S 4,500  A 4,000 公演事務局
06-6966-800014:00

19:00

11 金 貸切り公演 東洋テック５０周年記念事業 ̶ 貸切 貸切 ̶19:00

12 土 シンフォニー大山太徳
ワンマンライブインオーケストラ 演奏/大山 太徳 ほか 未定 前売 5,000

当日 5,500

スリーエス
大山太徳事務所（鍛冶）
090‐8677‐297518:00

13
日 ソフィア・ゾリステン＆リヤ・ペトロヴァ

「名曲の花束」
～珠玉の室内楽名曲全19曲！～

指揮/プラメン･デュロフ
Vn/リヤ･ペトロヴァ
弦楽合奏/ソフィア･ゾリステン

J.S.バッハ ： G線上のアリア 　パッヘルベル ： カノン
クライスラー ： 愛の喜び　 マスネ ： タイスの瞑想曲
モーツァルト ： アイネ･クライネ･ナハトムジーク～第１楽章
エルガー ： 愛のあいさつ　 サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン ほか

A 4,000  B 3,000
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

16 水 平日午後の名曲セレクション
マチネ･シンフォニー  Vol.16

指揮/井上 道義
P/アレクセイ・ヴォロディン
管/大阪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2番 ト長調 op.44
交響曲 第5番 ホ短調 op.64 A 4,000  B 3,000 

大阪フィル・
チケットセンター
06-6656-489014:00

17
木 関西フィルハーモニー管弦楽団

第279回定期演奏会
天空高く舞うブルネロのハイドン＆
デュメイ渾身のドヴォルザーク

指揮/オーギュスタン・デュメイ
Vc/マリオ・ブルネロ
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

ハイドン ： チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 Hob.VIIb-1
チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 Hob.VIIb-2

ドヴォルザーク ： 交響曲 第7番 ニ短調 op.70

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

18 金 相愛ウィンドオーケストラ
第38回定期演奏会

指揮/新田 ユリ、 若林 義人
Fl/清水 信貴
吹奏楽/相愛ウィンドオーケストラ

A.リード ： エル・カミーノ・レアル
シャミナード ： フルート小協奏曲 op.107
ホルスト ： 組曲「惑星」より ほか

自由席 1,000
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-395418:30

19 土
タンゴフォリア

Tb/クリスチャン・リンドバーグ
P/ローランド・ペンティネン
バンドネオン/イェンス・ルンドベリ

ファン・カルロス・コビアン ： 私の隠れ家
アニバル・トロイロ ： 最後の酔い、 スール（南）
A.ピアソラ ： リベルタンゴ ほか

一般 5,000
学生 3,500

プロ アルテ ムジケ
03-3943-667719:00

20
日 名古屋フィルハーモニー交響楽団

創立50周年記念
大阪特別公演

指揮/小泉 和裕
P/ゲルハルト・オピッツ
管/名古屋フィルハーモニー交響楽団

ベートーヴェン ： ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73『皇帝』
バルトーク ： 管弦楽のための協奏曲 Sz.116

S 6,000  A 5,000
B 4,000  C 3,000
Y 1,000（24歳以下・当日券のみ）
※年齢割引（24歳以下、65歳以上）
・障害者手帳所持者の割引は、名フィ
ル・チケットガイドのみの取扱い

名フィル・
チケットガイド
052-339-5666
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-2333

15:00

22 火 ダニエル・ハーディング指揮
パリ管弦楽団

指揮/ダニエル・ハーディング
Vn/ジョシュア・ベル
管/パリ管弦楽団

メンデルスゾーン ： ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
マーラー ： 交響曲 第５番 嬰ハ短調

S 19,000  A 16,000
B 13,000  C 10,000
プレミアムペアシート 50,000

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

23
水・祝 ソフィア・ゾリステン＆リヤ・ペトロヴァ

「名曲の花束」
～ブルガリアの至宝リヤが贈る感動の「四季」～

指揮/プラメン･デュロフ
Vn/リヤ･ペトロヴァ
弦楽合奏/ソフィア･ゾリステン

J.S.バッハ ： G線上のアリア　 パッヘルベル ： カノン
エルガー ： 愛のあいさつ　 シューベルト ： アヴェ・マリア
サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン
ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン協奏曲集「四季」 ほか

A 4,000  B 3,000
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

24
木 東京佼成ウインドオーケストラ

第1回大阪定期演奏会
指揮/藤岡 幸夫
吹奏楽/東京佼成ウインドオーケストラ

樽屋 雅徳 ： マゼランの未知なる大陸への挑戦
伊藤 康英 ： ラ・フォリア～吹奏楽のための小協奏曲
保科 洋 ： 復興～2015年改訂版～　 A.リード ： 音楽祭のプレリュード
R.V.ウィリアムズ ： イギリス民謡組曲　 P.スパーク ： ドラゴンの年

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

東京佼成ウインド
オーケストラ事務局
03-5341-115519:00

25 金 日本センチュリー交響楽団
第213回定期演奏会

指揮/飯森 範親
P/ファジル・サイ
管/日本センチュリー交響楽団

モーツァルト ： 歌劇「後宮からの逃走」 序曲
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

ファジル・サイ ： 交響曲 第1番「イスタンブール・シンフォニー」 op.28

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213回定期演奏会

指揮/飯森 範親
P/ファジル・サイ
管/日本センチュリー交響楽団

リュリ ： バレエ音楽「町人貴族」～トルコ人の儀式のための行進曲
モーツァルト ： ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
ファジル・サイ ： 交響曲 第1番「イスタンブール・シンフォニー」 op.28 ほか

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

26
土 日伊国交150周年記念コンサート

Opening Concert of DIM2016
イタリアの風  ～郷愁の旋律に出逢う～

Vn/フェデリーコ・アゴスティーニ
弦楽アンサンブル/イ・ヴィルトゥオージ・ディ KOBE

ヴィヴァルディ ： 2つのヴァイオリンのための協奏曲 RV.522「調和の霊感」より
ヴァイオリン協奏曲集「四季」 op.8 

ロッシーニ ： 弦楽のためのソナタ 第3番
レスピーギ ： リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

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

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

27 日
ＪＡＦ会員のための音楽会　音楽日和

指揮/藤岡 幸夫
Vｎ独奏/奥村 愛
演奏/関西フィルハーモニー管弦楽団

ブルッフ ： ヴァイオリン協奏曲 第1番
ボロディン ： だったん人の踊り
チャイコフスキー ： 序曲「1812年」 ほか

S 3,000  A 2,000
B 1,000
（１会員につき４枚まで）

ＪＡＦ
0570-00-281114:00

30 水 大阪教育大学教養学科芸術専攻音楽コース
第60回  定期演奏会

指揮/ヤニック・パジェ
P/岡本 麻子
演奏/大阪教育大学教養学科

ヤニック・パジェ ： 合唱と管弦楽の為の音楽（世界初演）
プロコフィエフ ： ピアノ協奏曲 第三番 op.26
マーラー ： 交響曲 第一番「巨人」

全席指定 1,200 大阪アーティスト協会
06‐6135‐050319:00

略語表 Alt=アルト、Ba=ベース、Br=バリトン、Cb=コントラバス、Dr=ドラムス、Fl=フルート、Gt=ギター、Ms=メゾソプラノ、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。

11 月 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。
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