


























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

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 売切
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 ： ダッタン人の踊り
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 ほか

ヤニック・パジェ ： ラクリモーザ・ユニバーサル 
プロコフィエフ ： ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26
マーラー ： 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

当日指定 1,200 大阪アーティスト協会
06-6135-050319:00

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。

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 金 アマービレフィルハーモニー管弦楽団
第三回定期演奏会 ～第九～

指揮/井村 誠貴　P/三浦 夏実　S/友田 久美
Alt/田内 愛　Ｔ/谷 浩一郎　Br/下林 一也
管/アマービレフィルハーモニー管弦楽団 ほか

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9番 ニ短調 op.125「合唱付き」

S 5,000  A 4,500
B 3,500

アマービレフィルハーモニー
管弦楽団事務局
072‐628‐730619:00

3 土 大阪交響楽団 第94回名曲コンサート
“シベリウスとブラームス”

指揮/石川 星太郎
Vn/ホァン・モンラ
管/大阪交響楽団

シベリウス ： 組曲「４つの“カレワラ”伝説（レンミンカイネン）」 op.２２“トゥオネラの白鳥”
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.４７

ブラームス ： 交響曲 第４番 ホ短調 op.９８
S 3,500  A 3,000
B 1,500

大阪交響楽団
072-226-552213:30

17:00

4 日 西本智実指揮  エルサレム交響楽団
指揮/西本 智実
Vc/ドミトリ・ヤブロンスキー
管/エルサレム交響楽団

ドヴォルザーク ： チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
マーラー ： 交響曲 第5番 嬰ハ短調

A 12,000  B 10,000
C 8,000  D 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

5 月 相愛オーケストラ
第66回定期演奏会

指揮/尾高 忠明
管/相愛オーケストラ

ヴィヴァルディ ： 合奏協奏曲『調和の霊感』 op.3-5 イ長調
ベートーヴェン ： 弦楽四重奏曲 変ロ長調 op.133『大フーガ』（弦楽合奏版）
ボロディン ： 歌劇『イーゴリ公』より 「ダッタン人の踊り」
エルガー ： エニグマ変奏曲 op.36

前売 2,500
当日 3,000
（全席指定）

相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-395418:30

7 水 大阪音楽大学
第59回 定期演奏会

指揮/アルベルト・ゼッダ
管/大阪音楽大学管弦楽団
合唱/大阪音楽大学合唱団

F.メンデルスゾーン・バルトルディ ： 交響曲 第4番 イ長調 op.90（「イタリア」）
G.ロッシーニ ： スターバト・マーテル 全席指定 1,000

大阪音楽大学
コンサート・センター
06‐6334‐224219:00

8 木 大阪交響楽団 第２０６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②

指揮/寺岡 清高
Vn/小林 美樹
管/大阪交響楽団

コルンゴルト（ツェムリンスキー編） ： 「雪だるま」前奏曲とセレナーデ
コルンゴルト ： ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
ツェムリンスキー ： 交響詩「人魚姫」

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

9 金 関西大学応援団吹奏楽部
関西大学創立130周年記念  第55回定期演奏会

指揮/小野川 昭博（客演指揮）、 深田 哲也（音楽監督）
伊勢 敏之（次期音楽監督）

演奏/関西大学応援団吹奏楽部

A.リード ： ヴィヴァ・ムジカ！
長生 淳 ： 紺碧の波濤
O.レスピーギ ： 交響詩「ローマの祭」

前売 1,000
当日 1,500

関西大学
応援団吹奏楽部
090-1581-364819:00

10 土 サガ　オーケストラコンサート2016
指揮/山下 康介
管/日本センチュリー交響楽団
ゲスト/河津 秋敏

「サガ」シリーズ１作目の『魔界塔士サ・ガ』から
最新作『サガ スカーレット クイズ』まで、
歴代作品から選りすぐった楽曲を披露。

S 8,500  A 7,500
キョードー
インフォメーション
0570-200-88817:00

11 日 クリスマス/アヴェ・マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団

コンサートマスター/イリヤ・ヨーフ
S/マリーナ・トレグボヴィッチ、 ナタリア・マカロワ
 ※2名のうちどちらか
演奏/サンクトペテルブルグ室内合奏団

カッチーニ ： アヴェ・マリア　 J.S.バッハ/グノー編曲 ： アヴェ・マリア
シューベルト ： アヴェ・マリア　 ヴィヴァルディ ： 「四季」より ”冬”
モーツァルト ： ディヴェルティメント K.136　 パッヘルベル ： カノン
 ほか

全席指定  4,500 エースプロモート
06-6341-117114:00

12 月 ベートーヴェン「第九」
指揮/高関 健　管/京都市交響楽団
独唱/石橋 栄実・山田 愛子・清水 徹太郎・三原 剛
合唱/大阪新音フロイデ合唱団

ベートーヴェン ： コリオラン序曲 op.62
交響曲 第９番 ニ短調 op.125「合唱つき」 A 6,000  B 5,000 大阪新音

06-6341-054719:00

13 火 古澤巌×ベルリン・フィルハーモニー ヴィルトゥオーソ’
エスペランツァ  ～希望～

Vn/古澤 巌
アンサンブル/
 ベルリン・フィルハーモニー ヴィルトゥオーソ'

マリーノ ： UNA GIOIA SEMPLICE、 ESPERANZA
ヴァイオリンコンチェルト 第3番

ヴィヴァルディ ： 「四季」より ほか
S 6,500  A 5,000
B 売切 

キョードー
インフォメーション
0570-200-88819:00

14 水 第98回 クリスマスステップコンサート
Vn/千住 真理子　指揮/円光寺 雅彦
管/大阪フィルハーモニー交響楽団
歌/森 みゆき　司会/好本 恵

メンデルスゾーン ： ヴァイオリン協奏曲
アンダーソン ： クリスマス・フェスティバル
ザ・クリスマスソング　 「マイ・フェア・レディ」から “踊り明かそう” ほか

無料招待
※応募は11/10に
　締め切りました

ステップコンサート
事務局
0120-337-55818:50

15 木 懐かしのあの歌を一緒に歌おう！
歌声ホール  vol.4

出演/小泉 陽子、 下園 弘明＆フレンズ
スペシャルゲスト/田中ゆみ（シモンズ）

知床旅情　 夏の思い出　 夏は来ぬ　 竹田の子守唄　 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
精霊流し　 聖しこの夜　 琵琶湖周航の歌 ほか

全席指定 3,000 エス・ピー・エース
06-6204-041211:30

15 木 ザ・シンフォニーホール 
クリスマス オルガンコンサート2016
「アヴェ・マリア」

Org/石丸 由佳
カッチーニ ： アヴェ･マリア　 グノー ： アヴェ･マリア
シューベルト ： アヴェ･マリア　 アルカデルト:アヴェ･マリア
フォーレ ： アヴェ･マリア　 J.S.バッハ ： トッカータとフーガ 二短調
クリスマスキャロルメドレー ほか

全席指定 2,000 
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

16 金 三浦一馬 バンドネオン リサイタル
「クリスマス・タンゴ」

バンドネオン/三浦 一馬
P/松本 和将

バッハ ： コラール「目覚めよ、と呼ぶ声あり」 BWV.645
「主よ、人の望みの喜びよ」 BWV.147
コラール「最愛のイエスよ、われらここに集いて」 BWV.731

ピアソラ ： ブエノスアイレスの冬、 リベルタンゴ ほか
全席指定 2,500 

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

17 土 関西フィルハーモニー管弦楽団
「第九」特別演奏会
極みの音…清新で細やかな息吹を吹き込む大友直人の「第九」

指揮/大友 直人
合唱/田辺第九合唱団
管/関西フィルハーモニー管弦楽団 ほか

ベートーヴェン ： 「エグモント」 序曲 op.84
交響曲 第9番 ニ短調 op.125「合唱付」

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
06-6577-138114:30

17 土 ソノス・ハンドベル・アンサンブル
クリスマスコンサート2016

ハンドベル/
 ソノス・ハンドベル・アンサンブル

チャイコフスキー ： 「くるみ割り人形」より　 バッハ/グノー ： アヴェ・マリア
ヘンデル ： ハレルヤ・コーラス　 イングリッシュ・キャロル ： グリーンスリーヴス
クリスマス・ソング集 ： きよしこの夜、 ジングルベル、 そりすべり ほか

全席指定 2,500 日本アーティスト
03-5377-776619:00

18 日 小林研一郎指揮　炎の第九
指揮/小林 研一郎　管/大阪フィルハーモニー交響楽団
合唱/大阪フィルハーモニー合唱団　S/上村 智恵
Alt/相可 佐代子　T/樋口 達哉　Br/ジョン･ハオ

ベートーヴェン ： 交響曲 第9番 ニ短調「合唱付」 op.125 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

20
火 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.7
指揮/寺岡 清高
歌のお兄さん/新井 宗平
歌のお姉さん/山本 かずみ
バレエ/荒瀬 結記子　管/大阪交響楽団

チャイコフスキー ： バレエ音楽「くるみ割り人形」より
　 序曲★◆、 行進曲◆、 花のワルツ★、 こんぺいとうの踊り◆ ほか

★プロジェクション・マッピング　◆バレエつき

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

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

21 水 "Kalafina with Strings"
Christmas Premium LIVE TOUR 2016

出演/Kalafina
今野均ストリングス

P/櫻田 泰啓
未定

指定席 6,800
ステージサイド席 6,300
ステージバック席 6,300

キョードー
インフォメーション
0570-200-88819:00

22 木 関西学院クリスマス
at ザ・シンフォニーホール

合唱/関西学院グリークラブ、 聖歌隊、 エゴラド
演奏/応援団総部吹奏楽部、 ハンドベルクワイア
T/小貫岩夫　Org/西山聡子 ほか

クリスマスの賛美歌、 キャロル、 アヴェ・マリア
ヘンデル「メサイア」よりグローリア、
ハレルヤ、 クリスマスのオルガン曲、 独唱曲 ほか

当日座席指定 2,000 関西学院宗教センター
0798-54-601818:30

23 金・祝 藤岡幸夫のクリスマス・ファンタジア
指揮/藤岡 幸夫
S/鷲尾 麻衣　Org/片桐 聖子
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

アンダーソン ： そりすべり　 バッハ/グノー ： アヴェ・マリア
アルビノーニ ： アダージョ　 エルガー ： 威風堂々<オルガン付>
ラフマニノフ ： ヴォカリーズ　 ラヴェル ： バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 第2組曲 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

24 土
第九 de クリスマス

指揮/延原 武春　管/テレマン室内オーケストラ
合唱/テレマン室内合唱団　Ｓ/六車 智香
Alt/中村 㔟津子　T/鹿岡 晃紀
Br/篠部 信宏　Fl/森本 英希　Vn/浅井 咲乃

ベートーヴェン ： 交響曲 第9番 ニ短調 「合唱付」 op．125
バッハ/グノー ： 「アヴェ・マリア」　 パッヘルベル ： 「カノン」 「ジーグ」
ヘンデル ： 「ハレルヤ・コーラス」
クリスマスキャロル ： 「もろびとこぞりて」 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
06-6453-600013:30

25 日 ＶＯＣＥＳ８（ヴォーチェス・エイト）
クリスマス・コンサート ～英国ア・カペラ界のファンタジスタたち～ ア・カペラ/ＶＯＣＥＳ８（ヴォーチェス・エイト）

聖母賛歌（ブリテン）　 「晩祷」より（ラフマニノフ）　 ABBAメドレー
ハレルヤ・コーラス（ヘンデル）　 ライオン・キング・メドレー
手紙～拝啓 十五の君へ～（アンジェラ・アキ）　 ジングル・ベル ほか

全席指定 5,000 
ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

26 月 龍谷大学吹奏楽部
第43回定期演奏会  大阪公演

指揮/若林 義人
客演/外囿 祥一郎、 辻本 憲一
管打/龍谷大学吹奏楽部

バレエ音楽「火の鳥」より
GEMINI CONCERTO
シンフォニック・ダンス ほか

S 1,500  A 1,300
B 1,000  車いす 1,000
当日 1,500

龍谷大学吹奏楽部
070-6929-390919:00

27 火 大阪交響楽団
特別演奏会「感動の第九」

指揮/外山 雄三　S/並河 寿美　Alt/福原 寿美枝
T/松本 薫平　Br/三原 剛　管/大阪交響楽団
合唱/はばたけ堺！合唱団

大阪交響楽団感動の第九特別合唱団2016

バッハ ： 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068
ベートーヴェン ： 交響曲 第9番 ニ短調 op.125「合唱付き」

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

大阪交響楽団
072-226-552219:00

28 水 21世紀の第九
指揮/ケン・シェ　管/日本センチュリー交響楽団
合唱/京都バッハ･アカデミー合唱団　S/上村 智恵
Alt/山田 愛子　T/松本 薫平　Br/キュウ・ウォン・ハン

ベートーヴェン ： 交響曲 第9番 ニ短調「合唱付」 op.125 A 6,000  B 4,500
C 3,000 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600019:00

31
土

ザ・シンフォニーホール
カウントダウンコンサート 2016‒2017

S/澤内 奈々、 クレモンティーヌ・ドゥクチュール
Ms/アリマ・マンディ　T/ジェレミー・シュッツ
Br/フィリップ・ブロカール　指揮/アドリアン・ペリュション
ダンス/アレクシア・ポ、 エマニュエル・イーブリッチ

ロドルフ・フイヨウ
管/The Symphony Orchestra
和太鼓/和太鼓松村組　司会/堀江 政生

Ｊ.シュトラウスⅡ ： 喜歌劇「こうもり」序曲
チャイコフスキー ： バレエ「眠れる森の美女」より
ビゼー ： 歌劇「カルメン」より　 ナポリ民謡 ： オ・ソレ・ミオ
デンツァ ： フニクリ・フニクラ
久石譲 ： 「坂の上の雲」より 『Stand Alone』
ミュージカル・ソング　「レ・ミゼラブル」「ウエストサイド物語」他より
プッチーニ ： 歌劇「トゥーランドット」より『誰も寝てはならぬ』 ほか

S 7,000  A 6,000
B 5,000 

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233322:00

12 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

1
日・祝

ザ・シンフォニーホール
ニューイヤーコンサート  2017

S/澤内 奈々、 クレモンティーヌ・ドゥクチュール
Ms/アリマ・マンディ　T/ジェレミー・シュッツ
Br/フィリップ・ブロカール　指揮/アドリアン・ペリュション
ダンス/アレクシア・ポ、 エマニュエル・イーブリッチ

ロドルフ・フイヨウ
管/The Symphony Orchestra
和太鼓/和太鼓松村組　司会/堀江 政生

Ｊ.シュトラウスⅡ ： 喜歌劇「こうもり」序曲
チャイコフスキー ： バレエ「眠れる森の美女」より
ビゼー ： 歌劇「カルメン」より　 ナポリ民謡 ： オ・ソレ・ミオ
デンツァ ： フニクリ・フニクラ
久石譲 ： 「坂の上の雲」より 『Stand Alone』
ミュージカル・ソング　「レ・ミゼラブル」「ウエストサイド物語」他より
プッチーニ ： 歌劇「トゥーランドット」より『誰も寝てはならぬ』 ほか

S 7,000  A 6,000
B 5,000 

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233315:00

3
火

ザ・シンフォニーホール
ニューイヤー祝祭コンサート

リリック・ソプラノ/ヴェラ・ギルギノーヴァ
ドラマティック・ソプラノ/ラドスティーナ・ニコラエヴァ
Alt/エレーナ・チャフダローヴァ
T/ミハイル・ミハイロフ　Bs/プラメン・ベイコフ
指揮/守山 俊吾　バレエ/カンパニーでこぼこ
合唱/コーラス・アンサンブル いちばん星
管弦楽/ニューイヤー祝祭オーケストラ  ほか

「ある晴れた日に」「誰も寝てはならぬ」「星は光りぬ」
「私のお父さん」「ハバネラ」「ヴォルガの舟歌」「金の子牛」
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
ラヴェル ： ボレロ　 Ｊ．シュトラウスⅡ ： ワルツ「美しく青きドナウ」 op.314
ヴェルディ ： 歌劇「椿姫」より 「乾杯の歌」 ほか

S 6,000  A 5,000
B 4,000 

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233314:00

18:00

7 土 21世紀の新世界
指揮/瀬山 智博
P/外山 啓介
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

チャイコフスキー ： 歌劇「エフゲニー・オネーギン」より “ポロネーズ”
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23

ドヴォルザーク ： 交響曲 第9番 ホ短調「新世界より」 op.95
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

8 日 ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
～宮殿祝賀コンサート～

指揮/サンドロ・クトゥレーロ
演奏/ウィンナー・ワルツ・オーケストラ

美しく青きドナウ　 トリッチ・トラッチ・ポルカ
アンネン・ポルカ　 雷鳴と稲妻　 皇帝円舞曲
喜歌劇「こうもり」より 序曲 ほか多数

S 6,000  A 4,500
B 3,000 

エースプロモート
06-6341-117114:00

9
月・祝 「心集めてコンサート」＝熊本大震災の

被害を受けた「熊本城再建」のための
サポート・コンサート

指揮/守山 俊吾、 松井 隆司、 山戸 進　Vn/柴田 由貴
Cl/神田 千寿花　S/西影 純枝、 矢倉 愛
T/谷 浩一郎　P/白鷹 里衣子、 増成 春奈
管/国際祝祭管弦楽団  ほか

未定 全席自由 4,000
マックアート・
プロジェクト
06-6367-177314:00

13 金 日本センチュリー交響楽団
第214回定期演奏会

指揮/飯森 範親
Vc/クレメンス・ハーゲン
管/日本センチュリー交響楽団

ドヴォルザーク ： チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
ベートーヴェン ： 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68「田園」

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214回定期演奏会

指揮/飯森 範親
Vc/クレメンス・ハーゲン
管/日本センチュリー交響楽団

ドヴォルザーク ： チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
ベートーヴェン ： 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68「田園」

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 チョ･ソンジン ピアノ・リサイタル
～第17回ショパン国際ピアノ･コンクール優勝記念～ P/チョ・ソンジン

ベルク ： ピアノ・ソナタ op.1
シューベルト ： ピアノ・ソナタ 第19番 ハ短調 D.958
ショパン ： 24の前奏曲 op.28

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

17 火 京都大学交響楽団第200回定期演奏会
創立100周年記念特別公演  大阪公演

管/京都大学交響楽団　指揮/十束 尚宏
合唱指揮/中村 雅夫　副指揮/石川 真也
S/井岡 潤子　Alt/児玉 祐子  ほか

J.ブラームス ： 大学祝典序曲 ハ短調 op.80
G.マーラー ： 交響曲 第2番 ハ短調『復活』 S 2,000  A 1,500 京都大学交響楽団

075-751-941219:00

18
水 大阪交響楽団

第２０７回定期演奏会
指揮/シズオ・Z・クワハラ
Vn/成田 達輝
管/大阪交響楽団

アーロン・Ｊ・カーニス ： 熱すぎるトッカータ(1996)
酒井 健治 ： ヴァイオリン協奏曲「Ｇ線上で」(2011/2015)
ベルリオーズ ： 幻想交響曲 op.14

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

21 土 菅原洋一 コンサート 2017
～私のこころに残る歌～

歌/菅原 洋一　演奏/桑山哲也トリオ
ゲスト/菅原 英介
ゲストシンガー/花城 アリア

愛の讃歌　 思い出のグリーングラス
知りたくないのメドレー　 マイ・ウェイ
ラ・クンパルシータ ほか

全席指定 6,000 エス・ピー・エース
06-6204-041214:00

22 日 関西大学OB交響楽団演奏会 指揮/深谷 武生
管/関西大学OB交響楽団

ベートーヴェン ： 交響曲 第5番 op.67 ハ短調
チャイコフスキー ： 交響曲 第5番 op.64 ホ短調 入場料 2,000 

関西大学ＯＢ交響楽団
実行委員会
090-6478-349114:00

25
水 チョン・キョンファ

Ｊ.S.バッハ無伴奏ソナタ＆パルティータ
全曲演奏会

Vｎ/チョン・キョンファ

J.S.バッハ ： ソナタ 第1番 ト短調 BWV.1001
パルティータ 第1番 ロ短調 BWV.1002
ソナタ 第2番 イ短調 BWV.1003
パルティータ 第2番 ニ短調 BWV.1004
ソナタ 第3番 ハ長調 BWV.1005
パルティータ 第3番 ホ長調 BWV.1006

S 10,000  A 7,000
B 5,000 

エス・ピー・エース
06-6204-0412

19:00

26 木 新進演奏家育成プロジェクト
オーケストラシリーズ大阪

指揮/現田 茂夫
管/日本センチュリー交響楽団
ソリスト/未定

未定 全席指定 2,500
日本センチュリー
交響楽団
06-6868-303018:30

27
金 The Symphony Hall Big Band

～Music Director 菊池寿人～ Vol.4

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（シンガー）/加藤ヒロユキ

Moon River　 Begin the Beguine　 Caribe
New York, New York　 想い出のサンフランシスコ
 ほか

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

アーヴィング
06-4964-5797 19:00

28 土 NEW YEAR CONCERT おおさか ２０１７
指揮/泉 庄右衛門
演奏/大阪フィルハーモニー交響楽団
合唱/『唱歌の学校』心のうた合唱団 ほか

ヴェルディ ： 行け、わが想いよ、銀色の翼に乗って
ベートーヴェン ： 交響曲 第9番 第4楽章「歓喜の歌」 ほか

S 7,000  A 5,500（指定席）
B 4,000（当日指定）

大阪アーティスト協会
06-6135-050314:30

29 日 関西シティフィルハーモニー交響楽団
第６２回 定期演奏会

管/関西シティフィルハーモニー交響楽団
指揮/ギオルギ・バブアゼ

マーラー ： 交響曲 第９番 ニ長調
モーツァルト ： 歌劇「フィガロの結婚」 序曲 当日座席指定 2,000

関西シティフィル
ハーモニー交響楽団
090-8378-200414:00

略語表 Alt=アルト、Ba=ベース、Br=バリトン、Bs=バス、Dr=ドラムス、Fl=フルート、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、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。

2017年  1 月
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