






























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
火 The Symphony Hall Big Band

～Music Director 菊池寿人～ Vol.5
演奏/The Symphony Hall Big Band
スペシャルゲスト(Fl)/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　 モンティ ： チャールダーシュ
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 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
客演指揮/藤井 宏樹
客演P/浅井 道子、 五味 貴秋
合唱/関西学生混声合唱連盟

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

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。5 月（5月15日以降の公演）



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
土

大阪交響楽団  第96回名曲コンサート
名曲セレクション2017“新世界より”

指揮/外山 雄三
Vn/青木 尚佳
管/大阪交響楽団

メンデルスゾーン ： 序曲「真夏の夜の夢」 ホ長調 op.21
ブルッフ ： ヴァイオリン協奏曲 第１番 ト短調 op.26
ドヴォルザーク ： 交響曲 第９番 ホ短調 op.95「新世界より」

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
※１３：３０公演はS・A完売

大阪交響楽団
072-226-552213:30

17:00

4
日

めざましクラシックス in OSAKA 2017
出演/軽部 真一、 松本 蘭 ほか
スペシャルゲスト/新妻 聖子

藤澤 ノリマサ
未定 S 6,900  A 5,900

B 4,900 

キョードー
インフォメーション
0570-200-88815:00

10
土 映像で甦る！

朝比奈隆の軌跡 オン・スクリーンⅠ
～大阪フィルハーモニー交響楽団創立70周年記念～

映像出演/朝比奈 隆（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団

シューベルト ： 交響曲 第7番 ロ短調「未完成」 D759
（1999年7月11日収録）

チャイコフスキー ： 交響曲 第5番 ホ短調 op.64
（1990年11月5日収録）

全席指定 2,000 
ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600013:30

10
土 映像で甦る！

朝比奈隆の軌跡 オン・スクリーンⅡ
～大阪フィルハーモニー交響楽団創立70周年記念～

映像出演/朝比奈 隆（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団

ワーグナー ： 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 前奏曲
（1997年10月26日収録）

ベートーヴェン ： 交響曲 第3番 変ホ長調「英雄」 op.55
（2000年7月8日収録）

全席指定 2,000 
ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600016:00

10
土 映像で甦る！

朝比奈隆の軌跡 オン・スクリーンⅢ
～大阪フィルハーモニー交響楽団創立70周年記念～

映像出演/朝比奈 隆（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団

ブルックナー ： 交響曲 第8番 ハ短調
（2001年7月7日収録） 全席指定 2,000 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600018:30

11
日

オーケストラ千里山  第25回演奏会
管/オーケストラ千里山
指揮/井村 誠貴
S/坂口 裕子　Alt/福原 寿美枝
合唱/オーケストラ千里山特別合唱団

G.マーラー ： 交響曲 第2番 ハ短調「復活」 前売 1,000
当日 1,500 

オーケストラ千里山HP
http://orch-senriyama.net14:00

14
水 ＜名曲シリーズ＞

平日午後の名曲セレクション
マチネ・シンフォニー Vol.17

指揮/井上 道義
P/ハオチェン・チャン
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3番 ニ短調 op.30
リムスキー＝コルサコフ ： 交響組曲「シェエラザード」 op.35 A 4,000  B 3,000

大阪フィル・
チケットセンター
06‐6656‐489014:00

16
金 日本センチュリー交響楽団

第217回定期演奏会
指揮・Vn/ドミトリー・シトコヴェツキー
管/日本センチュリー交響楽団

アダムス ： 管弦楽のためのフォックストロット「議長は踊る」
コリリアーノ ： 「レッド・ヴァイオリン」組曲
シューマン ： 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

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

17
土 日本センチュリー交響楽団

第217回定期演奏会
指揮・Vn/ドミトリー・シトコヴェツキー
管/日本センチュリー交響楽団

アダムス ： 管弦楽のためのフォックストロット「議長は踊る」
コリリアーノ ： 「レッド・ヴァイオリン」組曲
シューマン ： 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

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

17
土 長富 彩 ピアノ・リサイタル

ベートーヴェンからリストへ
－古典派からロマン派への転遷－

P/長富 彩

ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 op.13「悲愴」
エリーゼのために、 ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調 op.109

リスト ： 愛の夢 第3番、 夜想曲 変イ長調
ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
孤独のなかの神の祝福 詩的で宗教的な調べ 第3番 ほか

全席指定 2,500 テレビマンユニオン
03-6418-8617

19:00

18
日

第９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/大阪府立北野高等学校

四條畷学園高等学校
大阪府立夕陽丘高等学校
龍谷大学

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

077-543-7734
16:00

21
水 The Symphony Hall String Quintet

Vol.1
Vn/田野倉 雅秋、 岡本 伸一郎
Va/木下 雄介　Vc/北口 大輔
Cb/村田 和幸

モーツァルト ： アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525
ロッシーニ ： チェロとコントラバスのための二重奏曲 ニ長調
コダーイ ： ２つのヴァイオリンとヴィオラのためのセレナード op.12
ドヴォルザーク ： 弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 op.77 B.49

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

22
木 関西フィルハーモニー管弦楽団

第284定期演奏会
郷古廉のドラマティック・ブラームス
＆清らかに歌うシューベルト

指揮/オーギュスタン・デュメイ
Vn/郷古 廉

ブラームス ： 悲劇的序曲 op.81
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

シューベルト ： 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
S 6,000  A 4,500
B 3,000  C 2,000 

関西フィル事務局
06-6577-138119:00

24
土 前橋汀子 ヴァイオリン名曲選

～演奏活動55周年記念～
Vn/前橋 汀子
P/松本 和将

J.S.バッハ ： G線上のアリア　 
ベートーヴェン ： ヴァイオリン・ソナタ 第9番 イ長調「クロイツェル」 op.47
エルガー ： 愛のあいさつ　 マスネ ： タイスの瞑想曲
サラサーテ ： ツィゴイネルワイゼン 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

25
日 第47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
P/韓 伽倻

シューマン ： 「マンフレッド」 序曲 op.115
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3番 ヘ長調 op.90

A 1,500
大阪府医師会
フィルハーモニー事務局
06‐6213‐284114:00

6 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
ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団 指揮/ミヒャエル・ザンデルリンク

管/ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
ブラームス ： 交響曲 第4番 ホ短調 op.98

交響曲 第1番 ハ短調 op.68
A 12,000  B 10,000
C 売切  D 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

2 日 諏訪内晶子＆ボリス･ベレゾフスキー 
デュオ･リサイタル

Vn/諏訪内 晶子
P/ボリス・ベレゾフスキー

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
ヤナーチェク ： ヴァイオリン・ソナタ 　プロコフィエフ ： 5つのメロディ op.35 bis
R.シュトラウス ： ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 op.18

A 8,000  B 6,000
C 売切

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

4 火 大阪教育大学教育協働学科芸術表現コース
第16回サマーコンサート

演奏/大阪教育大学教育協働学科芸術表現コース専攻生
指揮/Y.パジェ
P/河原 幸治 

S.ラフマニノフ ： パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
M.ラヴェル ： バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 第二組曲 ほか 全席自由 2,000

大阪教育大学芸術表現講座
geion@cc.osaka-
kyoiku.ac.jp19:00

5
水 関西フィルハーモニー管弦楽団

第285回定期演奏会
東京国際コンクール覇者エチェバリア＆
ホルンの超人ドールの凄技

指揮/ディエゴ・マルティン・エチェバリア
Hr/シュテファン・ドール
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト ： ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447
R.シュトラウス ： ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調
シューマン ： 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

S 6,000  A 4,500
B 3,000  C 2,000 

関西フィル事務局
06-6577-138119:00

7 金 日本センチュリー交響楽団
第218回定期演奏会

指揮/ヤーノシュ・コヴァーチュ
Vc/イェンス＝ペーター・マインツ
管/日本センチュリー交響楽団

リスト ： 交響詩「前奏曲」 S.97
シューマン ： チェロ協奏曲 イ短調 op.129
コダーイ ： ハンガリー民謡「飛べよ孔雀」による変奏曲、 ガランタ舞曲

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

8 土 日本センチュリー交響楽団
第218回定期演奏会

指揮/ヤーノシュ・コヴァーチュ
Vc/イェンス＝ペーター・マインツ
管/日本センチュリー交響楽団

リスト ： 交響詩「前奏曲」 S.97
シューマン ： チェロ協奏曲 イ短調 op.129
コダーイ ： ハンガリー民謡「飛べよ孔雀」による変奏曲、 ガランタ舞曲

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

9 日
イ・ムジチ合奏団 弦楽合奏/イ・ムジチ合奏団

ブラームス ： ハンガリー舞曲 第１番、第５番　 ハチャトゥリアン ： 剣の舞
武満 徹 ： 「他人の顔」より “ワルツ” 　バルトーク ： ルーマニア民族舞曲
ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン協奏曲集「四季」 op.8 ほか

A 8,500  B 6,000
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

13
木 The Symphony Hall Big Band 

～Music Director 菊池寿人～ Vol.6
演奏/The Symphony Hall Big Band
スペシャルゲスト（Vn）/古澤 巌

Fly Me To The Moon
Memories of You
Rhapsody In Blue ほか

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

大阪アートエージェンシー
06-6459-9612
アーヴィング
06-4964-5797

19:00

14
金 シンフォニー・ブランチコンサート Vol.10

尾崎未空  ピアノ・リサイタル
オール・リスト・プログラム！

P/尾崎 未空
共演/岡原 慎也

リスト ： バラード 第2番 ロ短調 S.171 R.16
ラ・カンパネッラ（パガニーニによる大練習曲 S.141 R.3b 第3番）
メフィスト・ワルツ 第1番「村の居酒屋での踊り」S.514 R.181
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S.124 R.455 H4

（共演：岡原慎也 2台ピアノによる）
シューベルト=リスト ： 「愛の便り」（白鳥の歌 S.560 R.245より）

全席指定 2,000
プレセミナー付プレミアムチケット

3,000（限定１００枚）
（講師：尾崎有飛）

一般社団法人
全日本ピアノ指導者協会
03-3944-158311:00

15 土
Ｎ響「夏」２０１７

指揮/ラファエル・パヤーレ
Vn/ヴァディム・レーピン
管/ＮＨＫ交響楽団

ブラームス ： 悲劇的序曲 op.81
ブルッフ ： バイオリン協奏曲 第１番 ト短調 op.26
チャイコフスキー ： 交響曲 第４番 へ短調 op.36

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

16 日
デトロイト交響楽団 日本ツアー2017

指揮/レナード・スラットキン
P/小曽根 真
管/デトロイト交響楽団

バーンスタイン ： 「キャンディード」 序曲　 C.マクティー ： ダブルプレー
ガーシュウィン ： ラプソディ・イン・ブルー
チャイコフスキー ： 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36

S 14,000  A 11,000
B 8,000  C 6,000

カジモト・イープラス
0570-06-996014:00

22 土 デューク エイセス  コンサート
～62年目のコンサート～

コーラス/デューク エイセス
スペシャルゲストシンガー/真奈 尚子

ドライボーン、 幼なじみ
女ひとり～銀杏並木～別れた人と、 生きるものの歌 ほか 全席指定 6,000 エス・ピー・エース

06-6204-041214:00

22 土 The Symphony Hall×和太鼓 松村組
夏祭り2017

出演/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
06-6204-041219:30

23
日

小林研一郎の「夏休み・名曲招待席」
指揮/小林 研一郎
P/金子 三勇士
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

ロッシーニ ： 歌劇「ウィリアム=テル」 序曲
ドヴォルザーク ： スラヴ舞曲 第10番 op.72-2
ブラームス ： ハンガリー舞曲 第4番　 スメタナ ： 交響詩「モルダウ」
グリーグ ： ピアノ協奏曲 イ短調より 第１楽章　 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

25 火 YUMI KATSURA×ＪＩＫＥＩ
ファッションショー ̶ ̶ ̶ ̶̶

27
木

大阪交響楽団  第211回定期演奏会 指揮/ガブリエル・フェルツ
S/木澤 佐江子

R.シュトラウス ： 交響詩「死と変容」 op.24
シューベルト ： 交響曲 第4番 ハ短調「悲劇的」 D417

交響曲 第7(８)番 ロ短調「未完成」 D759
R.シュトラウス ： 4つの最後の歌
※曲順が変更になりました

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

28 金 ヤマハ・ハイライト・コンサート  
in ＯＳＡＫＡ ２０１７

ヤマハＪＯＣより10組と即興演奏
ＪＥＣ・ＹＪＰＣ優秀賞受賞者２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Ｊｒエレクトーンコンクールの優秀者の演奏、
Ｊｒピアノコンクール優秀者のピアノ曲を披露

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

29
土 横山幸雄

ドラマティック４大コンチェルト2017
P/横山 幸雄
指揮/現田 茂夫
管/日本センチュリー交響楽団

モーツァルト ： ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調「戴冠式」 K.537
ベートーヴェン ： ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」 op.73
チャイコフスキー ： ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23
ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18

A 6,000  B 4,500
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600013:00

29
土

オールバッハ名曲選！！
真夏のオルガンコンサート 2017 Org/ダヴィデ・マリアーノ

J.S.バッハ ： 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
コラール「目覚めよ、と呼ぶ声あり」 BWV645
小フーガ ト短調 BWV578
パルティータ 第2番 BWV1004より シャコンヌ

ヴィヴァルディ（J.S.バッハ編曲） ： 協奏曲 イ短調 BWV593 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

30
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、 ミスター・ロンリー、 恋はみずいろ
マイ・ウェイ、 ひまわり、 風と共に去りぬ より、 リベルタンゴ
ビゼー ： 歌劇「カルメン」第一幕への前奏曲より、 「サンダーバード」のテーマ
美女と野獣、 スーパーマン、 大島ミチル ： 平成ゴジラ三部作組曲

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  Alt=アルト、Cb＝コントラバス、Fl=フルート、Hr=ホルン、Org=オルガン、P=ピアノ、S=ソプラノ、Tb=トロンボーン、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。 

7 月
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