
































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

18
土 辻井伸行 日本ツアー

≪バッハ・モーツァルト・ベートーヴェン≫ P/辻井 伸行
バッハ ： イタリア協奏曲 BWV.971
モーツァルト ： ピアノ・ソナタ 第17番 K.570
ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第14番≪月光≫、 第23番≪熱情≫

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 

18
土 Melodious　

マウロ・イウラート
ヴァイオリン・リサイタル

Vn/マウロ・イウラート
P・Org/ジュゼッペ・マリオッティ

マスネ ： タイスの瞑想曲　 モンティ ： チャルダッシュ
ラフマニノフ ： ヴォカリーズ　 パラディス ： シチリアーノ
ベートーヴェン ： ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調「春」 op.24より 第1楽章 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

19
日 エリアフ・インバル指揮

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団
＆五嶋龍

指揮/エリアフ・インバル
Vn/五嶋 龍
管/ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団

ワーグナー ： 楽劇「トリスタンとイゾルデ」より “前奏曲”と“愛の死”
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1番 ニ長調「巨人」

A 19,000  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

20
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/大井 剛史　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

ボロディン ： 歌劇「イーゴリ公」より “だったん人の踊り”
ワーグナー ： ワルキューレの騎行
エルガー ： 行進曲「威風堂々」 第1番 ほか

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

23
木 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～ シリーズ第5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
Gt/アントニオ古賀
ナビゲーター/輪嶋 東太郎

ラブ・ミー・テンダー、 モナリザ、 マレ・キアーレ、 カタリ
べサメ・ムーチョ、 映画「ゴッドファーザー」 テーマ曲＜愛のテーマ＞
悲しい酒、 慕情、 映画「ゴースト」 テーマ曲＜アンチェインド・メロディ＞
ユー・レイズ・ミー・アップ、 タイム・トゥー・セイ・グッバイ ほか

A 6,500  B 5,500 
エス・ピー・エース
06-6204-041213:30

24 金
11:30 大阪医専　2016年度卒業式 － － 貸切 －
14:00 HAL大阪　2016年度卒業式 － － 貸切 －
16:30 大阪モード学園　2016年度卒業式 － － 貸切 －

25
土 ザ･シンフォニー特選コンサート Vol.23

小林研一郎　炎のタクト！
～ラフマニノフ＆チャイコフスキー～

指揮/小林 研一郎
P/及川 浩治
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

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 第4番 ヘ短調 op.36

A 6,000  B 売切
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

26
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　S/松岡 万希
Vn/松岡 井菜　管/大阪交響楽団

モーツァルト ： 歌劇「フィガロの結婚」 序曲
プッチーニ ： 歌劇「蝶々夫人」より “ある晴れた日に”
エルガー ： 行進曲「威風堂々」 op．39-1、 愛の挨拶 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

27
月 近畿大学附属高等学校吹奏楽部

第44回定期演奏会
指揮/小谷 康夫　Tb/矢巻 正輝
Sax/小谷 里香　Per/志水 大祐
管/近畿大学附属高等学校吹奏楽部

真島 俊夫 ： 地球 美しき惑星
E.ガーナー ： Misty
D.ガレスピー ： チュニジアの夜 ほか

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

28 火〜木
第26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

29
11:0030

31
金 関西フィルハーモニー管弦楽団

第281回定期演奏会
歓びと哀しみと慰めの魂の深淵を描く、飯守のブルックナー

指揮/飯守 泰次郎
P/若林 顕
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト ： ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503
ブルックナー ： 交響曲 第7番 ホ長調

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

（3月15日以降の公演）3 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
土 0歳児も楽しめます！

みんなで楽しむ動物コンサート
團 伊玖磨 未来のこどもたちに贈るメロディー、
動物・花・そして自然

司会/團 遥香　おはなし・うた/雨宮 知子
エレクトーン/長谷川 幹人　P/早川 奈穂子
合唱指導/八木田 薫、 榊 貴恵
合唱/吹田市立高野台小学校合唱部

吹田市立高野台中学校合唱部 ほか

ぞうさん、 やぎさんゆうびん、 おつかいありさん
畠のうさぎ、 おさるが舟をかきました、 小鳥のうた
ねこふんじゃった ほか

前売 おとな 2,000
　　 こども 1,000
当日
おとな S 3,000  A 2,500
こども S 1,500  A 1,000

プラネット・ワイ
03-5988-9316

11:00

5
水

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.8

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
S/髙嶋 優羽
管/大阪交響楽団

ロッシーニ ： 歌劇「ウィリアム・テル」序曲より “スイス軍の行進”
おんがくリズムあそびコーナー
J.シュトラウスⅡ ： ワルツ「春の声」◆

ボロディン ： 歌劇「イーゴリ公」より “ダッタン人の踊り”より★ ほか
★プロジェクション・マッピング ◆コロラトゥーラ・ソプラノ 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

6 木
12:00 大阪モード学園 HAL大阪 2017年度入学式 － － 貸切 －

14:20 大阪医専 2017年度入学式 － － 貸切 －

7 金 平成29年度
新歯会東洋医療学園　入学式 － － 貸切 －

—

8
土

北村英治　米寿記念
～88th バースデー・スペシャル・コンサート～

Cl/北村 英治、 村井 祐児
谷口 英治、 花岡 詠二

P/高浜 和英、 中島 由紀
Ba/山口 雄三　Dr/八城 邦義
Tp/日野 皓正　T.Sax/スコット・ハミルトン
ビッグバンド/アロージャズオーケストラ

メモリーズ・オブ・ユー
シング・シング・シング ほか

S 8,800  A 7,800
B 6,800 
※未就学児入場不可

キョードー
インフォメーション
0570-200-88817:00

13
木

大阪交響楽団
第209回定期演奏会

指揮/寺岡 清高
管/大阪交響楽団

ブラームス ： 大学祝典序曲 op.80
ロベルト・フックス ： セレナーデ 第3番 ホ短調 op.21
フランツ・シュミット ： 交響曲 第2番 変ホ長調

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

14
金 広島交響楽団

第369回定期演奏会 大阪公演
下野竜也　広響音楽総監督就任披露

指揮/下野 竜也
管/広島交響楽団 ブルックナー ： 交響曲 第8番 ハ短調（ハース版） 全席指定 4,000 

広響事務局
082-532-308019:00

15
土 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
Vｃ/ロベルト・ノージュ

ベートーヴェン ： 「コリオラン」 序曲 ハ短調 op.62
ハイドン ： チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 Hob.Ⅶb:2
モーツァルト ： 交響曲 第35番 ニ長調「ハフナー」 KV.385
シューベルト ： 交響曲 第6番 ハ長調 D.589

S 6,000  A 5,000
B 3,500

大阪アーティスト協会
06-6135-050318:00

16
日

京都市交響楽団 大阪特別公演 指揮/広上 淳一
管/京都市交響楽団

ベートーヴェン ： 交響曲 第5番 ハ短調「運命」 op.67
ハチャトゥリアン ： 組曲「仮面舞踏会」 “ワルツ” “夜想曲”

“マズルカ” “ロマンス” “ギャロップ”
ストラヴィンスキー ： バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

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

18
火 香港フィルハーモニー管弦楽団

日本公演
指揮/ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン
Vn/ニン・フェン
管/香港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
ブラームス ： 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 ほか

S 8,500  A 7,500
B 5,000 

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

21
金 日本センチュリー交響楽団

第216回定期演奏会
指揮/飯森 範親
P/江崎 昌子
管/日本センチュリー交響楽団

エロール ： 歌劇「ザンパ」 序曲
ショパン ： ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11
モーツァルト ： レ・プティ・リアン K.299b
モーツァルト ： 交響曲 第31番 ニ長調「パリ」 K.297

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 

22
土 日本センチュリー交響楽団

第216回定期演奏会
指揮/飯森 範親
P/江崎 昌子
管/日本センチュリー交響楽団

エロール ： 歌劇「ザンパ」 序曲
ショパン ： ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11
モーツァルト ： レ・プティ・リアン K.299b
モーツァルト ： 交響曲 第31番 ニ長調「パリ」 K.297

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 

23
日 盲導犬育成支援のための

第３５回日本ライトハウス
チャリティコンサート

Vn/和波 孝禧　Vc/辻本 玲
指揮/澤 和樹
管/千里フィルハーモニア・大阪

ドボルザーク ： チェロ協奏曲 ロ短調
サン＝サーンス ： 序奏とロンド・カプリオーソ イ短調
ブラームス ： 交響曲 第１番 ハ短調 ほか

当日指定 3,500
社会福祉法人日本ライトハウス
チャリティコンサート係
06-6968-1030 13:30

29
土・祝 関西フィルハーモニー管弦楽団

第282回定期演奏会
まさに渾然一体・・・ベートーヴェン畢生の大作《荘厳ミサ》

指揮/飯守 泰次郎　S/澤畑 恵美
Ms/池田 香織　T/畑 儀文
Bs-Br/片桐 直樹
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

ベートーヴェン ： ミサ・ソレムニス ニ長調 op.123
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

30
日

ＪＯＹＦＵＬ ＢＲＡＳＳ ２０１７
客演指揮／斉田 好男
吹奏楽/パナソニックＥＳ吹奏楽団

三木ウィンドフィルハーモニー

歌劇「ムラーダ」より 貴族たちの行列
組曲「展覧会の絵」 ほか

前売 1,200
当日 1,500

三木楽器
06-6252-043517:00

4 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

3
水・祝 なにわ《オーケストラル》ウィンズ

演奏会 2017
指揮/丸谷 明夫、 中川 重則
演奏/交響楽団奏者たち

2017年度吹奏楽コンクール課題曲
スパーク ： 祝典のための音楽
フサ ： プラハのための音楽1968 ほか

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

おふぃすナウ
naniwaow@yahoo.jp13:00

18:00

5
金・祝 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２０１７

指揮/井村 誠貴、 牧村 邦彦
髙谷 光信、 佐々木 克仁

管/復興支援オーケストラ『集』
合唱/復興支援合唱団『集』
特別出演/宮城県石巻好文館高等学校吹奏楽部

オルフ ： 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」
バーバー ： 弦楽のためのアダージョ(合唱付き)
レスピーギ ： 組曲「シバの女王ベルキス」(吹奏楽) ほか

A 3,000  B 2,000
大阪アート
エージェンシー
06‐6459‐961215:00

8
月 The Symphony Hall Chamber Ensemble 

Vol.2

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

Va/飯田 隆、 飛田 千寿子
Vc/庄司 拓、 渡邉 弾楽
Cb/松村 洋介　ゲスト・ソプラノ/小林 沙羅

モーツァルト ： ディヴェルティメント K.136
ヴィヴァルディ ： 「四季」より 春、夏　 グリーグ ： ホルベルク組曲
プッチーニ ： 歌劇「ラ・ボエーム」より 私の名はミミ
レハール ： 喜歌劇「メリーウィドウ」より ヴィリアの歌
プッチーニ ： 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん ほか

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

9
火 懐かしのあの歌を一緒に歌おう！

歌声ホール vol.5
出演/小泉 陽子

下園 弘明＆フレンズ

オー・シャンゼリゼ、 忘れな草をあなたに
思い出のアルバム、 わたしの城下町、 愛燦燦
結婚しようよ、 おお牧場はみどり、 若いってすばらしい
青春時代、 若者たち ほか

全席指定 3,000

エス・ピー・エース
06-6204-0412
アトムブラザーズ
06-6314-268511:30

9
火 ザ・シンフォニーホール

ヤング・プレミアムコンサート Vol.4
ダニエル・シュー　ピアノリサイタル

P/ダニエル・シュー
J.S.バッハ（ブゾーニ編） ： シャコンヌ
シューベルト ： 即興曲 D.899 op.90より 第2番＆第3番
リスト ： 「ドン・ジョヴァンニ」の回想
ムソルグスキー ： 組曲「展覧会の絵」

全席指定 2,000 コンサートイマジン
03-3235-377719:00 

14
日 東海大学付属仰星高等学校吹奏楽部

第28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 ： 祝典のための音楽
すぎやまこういち ： ドラゴンクエスト
ジャパニーズ・グラフィティ 小林亜星作品集 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

16
火 The Symphony Hall Big Band

～Music Director 菊池寿人～ Vol.5

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・フルーティスト/赤木 りえ

Over the Rainbow、 ベサメ・ムーチョ
宇宙のファンタジー、 ソンブラス・ナダ・マス
オブセシオン ほか

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

アーヴィング
06-4964-5797 

19:00

17
水 関西フィルハーモニー管弦楽団

第283回定期演奏会
ヒューマンな温かさに満ちた交響曲
＆カツァリス、魔法のピアニズム

指揮/藤岡 幸夫
P/シプリアン・カツァリス
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

ラヴェル ： ラ・ヴァルス
ラヴェル ： ピアノ協奏曲 ト長調
ヴォーン・ウィリアムズ ： 交響曲 第5番 ニ長調

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
木 大阪交響楽団

第210回定期演奏会
指揮/オーラ・ルードナー
Tb/ファブリス・ミリシェー
管/大阪交響楽団

ベートーヴェン ： バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 序曲 op.43
ニーノ・ロータ ： トロンボーン協奏曲
チャイコフスキー ： 交響曲 第1番 ト短調 op.13 「冬の日の幻想」

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 

19
金

中務晴之 還暦記念演奏会
Fl/中務 晴之　P/阿部 裕之　指揮/加藤 勇仁
出演/大阪教育大学フルートオーケストラ

還暦記念フルートオーケストラ ほか

C.ライネッケ ： フルートソナタ“水の精” op.167
八木澤 教司 ： 中務晴之還暦記念委嘱作品（世界初演）
D.ショスタコーヴィチ ： 祝典序曲 op.96 ほか

全席自由 3,000
中務晴之先生還暦記念演奏会実行
委員会（ベルエキップ音楽教室）
0745‐74‐260718:00

20
土 千住真理子 トーク＆リサイタル

～春風のメロディ～
Vn/千住 真理子
P/丸山 滋

モーツァルト ： アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618
モーツァルト ： 春への憧れ K.596
ベートーヴェン ： ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調「春」 op.24
モンティ ： チャールダーシュ 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

21
日 関西学生混声合唱連盟

第48回定期演奏会
合唱/関西学生混声合唱連盟
客演指揮/藤井 宏樹
客演P/浅井 道子、 五味 貴秋

三善 晃 : 混声合唱と2台のピアノのための交聲詩「海」 ほか 入場料 1,000
関西学生混声合唱連盟

（樽井郁香）
090-5259-276915：30

25
木 フィンランド・タンペレ・フィルハーモニー管弦楽団

日本ツアー 大阪公演
指揮/サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ
Vn/堀米 ゆず子
管/フィンランド・タンペレ・フィルハーモニー管弦楽団

シベリウス ： 交響詩「フィンランディア」 op.26
ヴァイオリン協奏曲 二短調 op.47
交響曲 第２番 二長調 op.43

SS 12,000  S 10,000
A 8,000  B 6,000 

プロ アルテ ムジケ
03-3943-667719:00

26
金 ＜名曲シリーズ＞

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.9

指揮/角田 鋼亮
P/仲道 郁代
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

J.S.バッハ ： 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV.1068 第2曲「エール」（「G線上のアリア」）
ベートーヴェン ： ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73「皇帝」
ブラームス ： 交響曲 第1番 ハ短調 op.68

A 5,000  B 3,000
大阪フィル・
チケットセンター
06-6656-489019:00

27
土

ウィーン少年合唱団 合唱/ウィーン少年合唱団
指揮・P/ルイス・ディ・ゴドイ

グレゴリオ聖歌 ： 「あなたに向けてわが魂を」
ウェーバー ： ピエ・イエズ　 北海道民謡 ： ソーラン節
ウェルナー ： 野ばら　 Ｊ.シュトラウスⅡ ： 皇帝円舞曲 ほかを予定

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

28
日

ウィーン少年合唱団 合唱/ウィーン少年合唱団
指揮・P/ルイス・ディ・ゴドイ

フォーレ ： ピエ・イエズ　 菅野よう子 ： 花は咲く
黒人霊歌 ： アメイジング・グレイス
Ｊ.シュトラウスⅡ ： 美しく青きドナウ ほかを予定

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

略語表 Ba=ベース、Br=バリトン、Bs=バス、Cb＝コントラバス、Cl=クラリネット、Dr=ドラムス、Fl=フルート、Gt=ギター、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、T.Sax=テナーサックス、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。

5 月
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