Club Wa-Wa

東京文化会館友の会会報誌

2018（平成30）年2月号

東京文化会館友の会Club Wa-Wa事務局
（平日9:00～17:00／土日祝日休み）
〒１１０－８７１６ 東京都台東区上野公園５－４５
電話 ０３－３８２８－１６９６ FAX ０３－３８２８－６４０６
Ｅ-ｍａｉｌ clubwawa@t-bunka.jp

1月
19 金

3月
上野 de クラシック チョン・キュビン(ピアノ)

2 金 コハーン・イシュトヴァーン&中野翔太 デュオ・コンサート

[先行発売]《響の森》vol.42「コバケン 名曲アラカルト」

プラチナ・シリーズ 第5回 イザベル・ファウスト
22 月 ～現代最高峰の無伴奏ヴァイオリン～
[先行発売]東京二期会オペラ劇場「魔弾の射手」
26 金 [先行発売]バンベルク交響楽団
東京文化会館ミュージック・ワークショップ in 立川
27 土 「森の王様のフェスタ」「GO！ワイルド！」（たましん
RISURUホール）
東京文化会館ミュージック・ワークショップ in 立川
「森の王様のフェスタ」「はじめましてクラシック～ヴァイオ
28 日
リン&ピアノ～」「ムジカ・ピッコラ」（たましんRISURUホー
ル）

3 土 [発売]プラチナ・シリーズ 1回券(第1回～第5回）
東京文化会館ミュージック・ワークショップ
4 日 「動物たんてい～かくれているのは、だあれだ？～」
「ミュージック・クロック」

5 月

東京音楽コンクール入賞者リサイタル
上野通明 チェロ・リサイタル

6 火 上野 de クラシック 藤原秀章（チェロ）
12 月 休館日
13 火 休館日

2月
3

東京音楽コンクール入賞者リサイタル
土 コハーン・イシュトヴァーン クラリネット・リサイタル with
金子三勇士

4

日

8

木

1

シャイニング・シリーズVol.2
藤木大地 カウンターテナー・リサイタル
創遊・楽落“夜”らいぶVol.41 －音楽家と落語家のコラ
ボレーションー
[発売]創遊・楽落らいぶVol.42 －音楽家と落語家のコ
ラボレーションー

10 土 [発売]プラチナ・シリーズ 5公演セット券(2/24まで)

東京文化会館チケットサービスのご案内
◆営業時間 〈窓口〉１０：００～１９：００

上野 de クラシック
17 土
黒岩航紀（ピアノ）&上野耕平（サクソフォン）
26 月 休館日

〈電話〉１０：００～１８：００
◆TEL ０３－５６８５－０６５０
◆HP http://www.t-bunka.jp
◆休業日

27 火 休館日

２月２６日(月)、２７日(火)
３月１２日(月)、１３日(火)
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先行発売情報

先行発売 1月19日(金) 10:00～ ※1名様4枚まで。
【ご注意】 先行発売期間は電話・インターネットにて受付。窓口での販売はございません。（※購入枚数制限あり）
一般発売日 1月26日（金）10:00～

6月26日（火）19：00開演
指揮：小林研一郎
＊
ヴァイオリン：南 紫音
管弦楽：東京都交響楽団

会場：東京文化会館

大ホール

ベートーヴェン：ロマンス 第2番 ヘ長調 op.50＊
＊
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
サン=サーンス：序曲とロンド・カプリチオーソ op.28＊
スメタナ：連作交響詩「わが祖国」より「モルダウ」
ブラームス：ハンガリー舞曲第4番、第5番
ドヴォルザーク：スラブ舞曲第1番、第10番
チャイコフスキー：序曲「1812年」 op.49
©K.Miura

小林研一郎

【友の会】S席4,900円 A席3,200円
S席6,200円 A席4,100円 B席2,100円

©Shuichi Tsunoda

南 紫音

※各種割引あり

主催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団） 協力：公益財団法人東京都交響楽団

先行発売 1月26日(金) 10:00～ ※1名様4枚まで。
【ご注意】 先行発売期間は電話・インターネットにて受付。窓口での販売はございません。（※購入枚数制限あり）
一般発売日 1月28日（日）10:00～

ドイツの名門オーケストラに若き巨匠フルシャが首席指揮者に就任。
2010年ショパン国際コンクールでアルゲリッチ以来45年ぶりの
女性優勝者となったアヴデーエワが、ブラームスの名曲で魅力の協演。

6月25日（月）19：00開演

会場：東京文化会館

指揮：ヤクブ・フルシャ
ピアノ：ユリアンナ・アヴデーエワ
管弦楽：バンベルク交響楽団

大ホール

ブラームス：ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 op.15
ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調 op.88

©ZBYNEK MADERYC

S席19,000円 A席15,000円 B席12,000円 C席9,000円

ヤクブ・フルシャ

©Christine Schneider

ユリアンナ・アヴデーエワ

※曲目・出演者など内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
主催・お問合せ：公益財団法人都民劇場 03-3572-4311

先行発売チケットのご購入には２つの方法があります！
①インターネット：東京文化会館ＨＰ（http://www.t-bunka.jp/）より、チケットサービスにログインしてご購入
②電話受付：東京文化会館チケットサービス TEL０３-５６８５-０６５０
※先行発売当日は、申込多数のため電話が混み合います。また、売り切れる場合もございますので、ご了承ください。
※お電話にてチケットご購入の際は、友の会会員番号をはじめにお伝えください。
※主催者の販売状況によって、全席種のお取扱いが無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
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先行発売情報

先行発売 1月22日(月) 10:00～ ※1名様4枚まで。
【ご注意】 先行発売期間は電話・インターネットにて受付。窓口での販売はございません。（※購入枚数制限あり）
一般発売日 1月27日（土）10:00～

鬼才・コンヴィチュニーによる名プロダクション、待望の日本上演！
元宝塚スター 大和悠河が、ザミエル役で二期会オペラに初登場！！
今まで観たことのない衝撃の『魔弾の射手』がここに！！

7月18日（水）18：30開演
19日（木）14：00開演
21日（土）14：00開演
22日（日）14：00開演
会場：東京文化会館

大ホール

©Jörn Kipping
ハンブルク州立歌劇場公演『魔弾の射手』

指揮：アレホ・ペレス
演出：ペーター・コンヴィチュニー

キャスト

7月18日(水)･21日(土) 7月19日(木)・22日(日)

オットカール侯爵

大沼 徹

薮内俊弥

クーノー

米谷毅彦

伊藤 純

アガーテ

嘉目真木子

北村さおり

エンヒェン

冨平安希子

熊田アルベルト彩乃

カスパール

清水宏樹

加藤宏隆

マックス

片寄純也

小貫岩夫

隠者

金子 宏

小鉄和広

キリアン

石崎秀和

杉浦隆大

Ｐ．コンヴィチュニー

大和悠河

©Kiyotane Hayashi

ザミエル

嘉目真木子

北村さおり

片寄純也

小貫岩夫

大和悠河（全日）

合唱：二期会合唱団
管弦楽：読売日本交響楽団

【7月18日(水)、21日(土)、22日(日)公演】

©T.Tairadate

S席15,000円 A席13,000円 B席10,000円 C席8,000円 D席6,000円
【7月19日(木)公演】平日マチネ・スペシャル料金

S席13,500円 A席12,000円 B席10,000円 C席8,000円 D席6,000円
※学生席2,000円のご予約は二期会チケットセンター電話のみの取扱いです。※やむを得ない事情により出演者が変更となる場合がございま
す。※チケット購入後のお取消、日程の変更はできません。※未就学児の入場はお断りします。
主催：公益財団法人東京二期会 お問合せ：チケットスペース 03-3234-9999

先行発売チケットのご購入には２つの方法があります！
①インターネット：東京文化会館ＨＰ（http://www.t-bunka.jp/）より、チケットサービスにログインしてご購入
②電話受付：東京文化会館チケットサービス TEL０３-５６８５-０６５０
※先行発売当日は、申込多数のため電話が混み合います。また、売り切れる場合もございますので、ご了承ください。
※お電話にてチケットご購入の際は、友の会会員番号をはじめにお伝えください。
※主催者の販売状況によって、全席種のお取扱いが無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
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チケット取扱い：東京文化会館チケットサービス ０３-５６８５-０６５０
お問合せ：東京文化会館 ０３-３８２８-２１１１

Information

Music Program TOKYO

ウィーン国立歌劇場で日本人初のカウンターテナーとしてデビューを果たした、藤木大地が歌う日本のうた

2月4日（日）15：00開演

会場：東京文化会館 小ホール

カウンターテナー：藤木大地
ピアノ：松本和将
瀧 廉太郎：花
R.ヴォーン・ウィリアムズ：リュートを弾くオルフェウス
弘田龍太郎：叱られて
別宮貞雄：さくら横ちょう
中田喜直：ゆく春
L.バーンスタイン：「ミサ」より シンプル・ソング
武満 徹：死んだ男の残したものは
林 光：「四つの夕暮の歌」より 死者を迎える夜のために
小林秀雄：落葉松
木下牧子：鴎
西村 朗：木立をめぐる不思議（2015） *藤木大地委嘱作品
増田真結、清水慶彦：山頭火による挽歌《白い凾》（2015） *同委嘱作品
加藤昌則：てがみ（2016） *同委嘱作品 他

指定3,000円 25歳以下1,000円

藤木大地

松本和将

予定枚数終了

主催：東京都／東京文化会館・アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

Music Program TOKYO Workshop Workshop!

これからの音楽界を彩る俊英アーティスト2人とつくる
クラシック、ジャズ、即興演奏による60分のワンコイン・コンサート

3月2日（金）11：00～12：00

会場：東京文化会館 小ホール

クラリネット：コハーン・イシュトヴァーン
＊第11回東京音楽コンクール木管部門第1位及び聴衆賞

ピアノ：中野翔太
J.S.バッハ：G線上のアリア
E.サティ：ジムノペディ
G.ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー 他
★コンサートの途中に「ある曲」を会場内全員で演奏します。

©Yuuji

コハーン・イシュトヴァーン

全席自由：500円

チケット販売中

主催：東京都／東京文化会館・アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
助成：一般財団法人地域創造
平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

中野翔太

チケット取扱い：東京文化会館チケットサービス ０３-５６８５-０６５０
お問合せ：東京文化会館 ０３-３８２８-２１１１

Information
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Music Program TOKYO

プラチナ・シリーズ
「奇跡の音響」と称される小ホールで贅沢なひとときを。
一流アーティストによる珠玉のコンサート・シリーズです。

会場：東京文化会館 小ホール

6月15日(金) 19：00開演
マリオ・ブルネロ
第1回

～イタリアの名匠が贈るチェロの旅～
チェロ：マリオ・ブルネロ ピアノ：江口 玲
ドビュッシー：チェロ・ソナタ
カサド：無伴奏チェロ組曲
ピアソラ：リベルタンゴ 他

マリオ・ブルネロ

10月26日(金) 19：00開演
ブルーノ=レオナルド・ゲルバー
第2回

～世界の至宝が奏でるピアノ名曲選～
ピアノ：ブルーノ=レオナルド・ゲルバー
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番 「月光」
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 他
ブルーノ=レオナルド・ゲルバー

11月16日(金) 19：00開演
吉野直子＆徳永二男
第3回

～ハープとヴァイオリン、華麗なるデュオ～
ハープ：吉野直子 ヴァイオリン：徳永二男
サン=サーンス：ヴァイオリンとハープのための幻想曲
シューベルト：ソナチネ 第１番
クライスラー：愛の喜び 他

©Akira Muto

吉野直子

©K.Miura

徳永二男

12月12日(水) 19：00開演
ロン・カーター
第4回

～キング・オブ・ジャズ・ベーシスト～
ベース：ロン・カーター
曲目：当日発表
©BENI NIEMEYER-

ロン・カーター

第5回

2019年1月26日(土)

15：00開演

有田正広＆上原彩子
～バロックからモダンへ～
フルート：有田正広 ピアノ：上原彩子
モーツァルト：ピアノとフルートのためのソナタ
C.P.E.バッハ：無伴奏フルートのためのソナタ
ブラームス：ピアノのための6つの小品 より 他

◎5公演セット券：S席22,500円 A席18,000円
◎1回券S席5,000円 A席4,000円 B席2,500円
主催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

©Hikaru.☆

有田正広

セット券： ２月１０日(土)～２月２４日（土）
期間限定販売
１回券： ３月３日(土)発売

©K.Miura

上原彩子

Information
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チケット取扱い：東京文化会館チケットサービス ０３-５６８５-０６５０
お問合せ：東京文化会館 ０３-３８２８-２１１１

上野 de クラシック
2018年1月19日（金）

11：00～12：00

ピアノ：チョン・キュビン
＊第14回東京音楽コンクールピアノ部門第1位

J.S.バッハ：プレリュードとフーガ第14番
ヤナーチェク：ピアノ・ソナタ 「1905年10月1日の街角で」
リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調

全席自由：500円

2月17日（土） 14：00～16：00(休憩含)
ピアノ：黒岩航紀
＊第11回ピアノ部門第1位及び聴衆賞
＊

サクソフォン：上野耕平
©武藤 章

黒岩航紀

上野耕平

全席自由：1,500円

3月6日（火） 11：00～12：00
チェロ：藤原秀章
＊第13回弦楽部門第2位

ピアノ：開原由紀乃
＊第14回ピアノ部門第3位
藤原秀章

開原由紀乃

サン=サーンス：「動物の謝肉祭」より “白鳥”
プーランク：チェロ・ソナタ 他

全席自由：500円

リムスキー=コルサコフ（網守将平編）：熊蜂の飛行＊
ワーグナー(タウジッヒ編)：ワルキューレの騎行
デュボワ：ディベルティスマン＊
リスト：スペイン狂詩曲 S.254
シュミット：レジェンド op.66＊
ガーシュウィン：アイ・ガット・リズム
ガーシュウィン（長生 淳編）：ラプソディ・イン・ブルー＊
「僕の青春は、東京音楽コンクールに捧げた」と言っては少々大げさかもしれま
せんが、それくらい東京音楽コンクールは僕にとって大きな存在でした。初めて
受けた高校2年生の時は、運と勢いを頼りに、気がついたら本選の舞台に立って
いました。しかし当時の僕にはあの大ホールでオーケストラと弾くためのスキルな
ど何もなく、右も左も分からずじまいでした。それからというもの、「再びあの本選
の舞台に立ち、いい演奏をする」というのが僕の青春の目標と言っても過言では
ないほどでした。5回目の挑戦となった大学3年の時にようやく入賞することがで
きた時は、感慨深いものがありました。これから歳を重ねてもずっと、東京文化会
館を訪れるたびに、青春の夏を思い出すことでしょう。
毎年コンクールで演奏し、成長させてもらった小ホールで今回久しぶりにお客
様の前で演奏するのが楽しみで仕方ありません。大好きなプーランクのソナタな
ど、フランスにゆかりのある作品を、信頼するピアニスト開原由紀乃さんとお届け
します。
藤原秀章

4月25日（水） 11：00～12：00
ヴァイオリン：依田真宣

ヴィオラ：瀧本麻衣子

＊第4回弦楽部門第2位

＊第10回弦楽部門第3位

瀧村依里
＊第3回弦楽部門第1位

小川響子
＊第10回弦楽部門第1位及び聴衆賞

植村太郎

村松 龍
チェロ：富岡廉太郎
加藤陽子
コントラバス：髙橋洋太
ピアノ：居福健太郎
＊第5回ピアノ部門第3位

全席自由：1,000円

依田真宣

瀧村依里

小川響子

モーツァルト：ピアノ協奏曲第14番 K.449より 第1楽章
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ op.48より 第3、4楽章 他

5月18日（金） 19：00～20：00

6月22日（金） 11：00～12：00

ピアノ：居福健太郎

フルート：梶川真歩

＊第5回ピアノ部門第3位

モーツァルト：デュポールの主題による9つの変奏曲
ニ長調 K.573
シューマン：ピアノソナタ第1番 嬰ヘ短調 op.11 他

全席自由：1,000円
会場：東京文化会館

＊第11回木管部門第3位

プーランク：オーボエ・ソナタ（ピッコロにて演奏）
プロコフィエフ：フルート・ソナタ 二長調 op.94 他

全席自由：500円
小ホール

瀧本麻衣子

2月分・4～6月分：販売中、１・3月分：予定枚数終了

主催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団） 協賛：上野中央通り商店会 東京文化会館ザ・イヤーパートナー：上野精養軒（1～3月）
平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業（1～3月）

Information

チケット取扱い：東京文化会館チケットサービス ０３-５６８５-０６５０
お問合せ：東京文化会館 ０３-３８２８-２１１１
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創 遊 ・ 楽 落 ら い ぶ －音楽家と落語家のコラボレーション－
コンサートと落語を一度に楽しめる、東京文化会館の人気公演。

Vol.41

2月8日（木） 19：00～20：30

落語：笑福亭鶴光
尺八：三橋貴風
筝：外山 香

小ホール

第1部：ミニコンサート
第2部：落語と音楽のコラボレーション 「善悪双葉の松」

全席自由：1,000円
Vol.42

会場：東京文化会館

笑福亭鶴光

チケット販売中

5月25日（金） 11：00～12：00

会場：東京文化会館

三橋貴風

外山 香

瀧川鯉朝

三界秀実

小ホール

第1部：ミニコンサート
第2部：落語と音楽のコラボレーション 「宮戸川」

落語：瀧川鯉朝
クラリネット：三界秀実
（東京都交響楽団首席奏者） 他

全席自由：500円

2月8日（木）発売

主催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）／公益社団法人落語芸術協会
共催：日本音楽家ユニオン／公益社団法人日本芸能実演家団体協議会[芸団協] 東京文化会館ザ・イヤーパートナー：上野精養軒（Vol.41）
平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業（Vol.41）

Music Program TOKYO Workshop Workshop! ～国際連携企画～

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
～0歳から大人まで～

3月4日(日)

見つけよう、音楽で広がる新しい世界

チケット販売中

「動物たんてい～かくれているのは、だあれだ？～」

予定枚数終了

なぞなぞ動物園にかくれた動物たちを探そう！

①10：30～11：30 6～18ヶ月 ②12：00～13：00 19～35ヶ月

「ミュージック・クロック」
不思議な時計“ミュージック・クロック”をついに発明！？ それぞれの時刻に組み込まれたビートを感じよう！
©Mino Inoue

14：30～15：30 小学生～大人（未就学児不可）

4月22日(日)

チケット販売中

「咲かせよう！音楽の花」
なかなか芽が出ないお花のたね。太陽や雨の妖精たちとみんなの力でお花を咲かせよう！

①10：30～11：30 6～18ヶ月 ②12：00～13：00 19～35ヶ月 ③14：30～15：30 3～4歳
©Mino Inoue

会場：東京文化会館 リハーサル室

＊同伴者（中学生以上）もチケットをお求めください（6～18ヶ月/19～35ヶ月は2人まで、
3～4歳は1人）。小学生以上対象のワークショップに同伴券はありません。

参加料：５００円
主催：東京都／東京文化会館・アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
後援：ポルトガル大使館／台東区教育委員会（3月） 協力：上野学園大学（3月）
助成：一般財団法人地域創造（3月）
平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業（3月）

Information

お問合せ：公益財団法人立川市地域文化振興財団 ０４２-５２６-１３１２

Music Program TOKYO

8

Workshop Workshop!

東京文化会館ミュージック・ワークショップ in 立川
～0歳から大人まで～

2018年

見つけよう、音楽で広がる新しい世界

1月27日(土)

「森の王様のフェスタ」
お姫様を迎えるお祭りをひらこう！笑顔で歌って、みんなでダンス！

会場：たましんRISURUホール 地下 サブホール
①11:00 6～18ヶ月 ②13:30 4～6歳（未就学児）

「ＧＯ！ワイルド！」
音楽好きのプルピコテカマンチュ達。歌やリズムで彼らとのコミュニケーションに挑もう！

©Mino Inoue

会場：たましんRISURUホール 地下 展示室
13:00 一般（未就学児不可）

2018年

1月28日(日)

「森の王様のフェスタ」
お姫様を迎えるお祭りをひらこう！笑顔で歌って、みんなでダンス！

©Mino Inoue

会場：たましんRISURUホール 地下 展示室
10:00 19ヶ月～3歳

「はじめましてクラシック～ヴァイオリン&ピアノ～」
見て・聴いて・体験する参加型コンサート

会場：たましんRISURUホール 地下 サブホール
①10:30 6～18ヶ月 ②12:30 19ヶ月～3歳

「ムジカ・ピッコラ」
さあ！今日は待ちに待った音楽会。マエストロと一緒に、すてきなクラシック音楽を奏でよう！

会場：たましんRISURUホール 地下 サブホール
14:30 4～6歳（未就学児）

参加料：３００円

事前申込制：立川市地域文化振興財団のホームページからお申込みください。
締切：2018年1月16日（火）
※応募多数の場合は抽選、定員に空きがある場合は当日券を販売いたします。

＊同伴者（中学生以上）もチケットをお求めください（6～18ヶ月/19ヶ月～3歳は2人まで、4～6歳は1人まで）。
小学生以上対象のワークショップに同伴券はありません。
主催：東京都／東京文化会館・アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）／公益財団法人立川市地域文化振興財団

©Mino Inoue

Information

チケット取扱い：東京文化会館チケットサービス ０３-５６８５-０６５０
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共催公演

東京音楽コンクール入賞者リサイタル
＜コハーン・イシュトヴァーン クラリネット・リサイタル with 金子三勇士＞
2018年2月3日（土）
会場：東京文化会館

18：00開演

小ホール

クラリネット：コハーン・イシュトヴァーン
＊第11回木管部門第1位及び聴衆賞

ピアノ：金子三勇士
シューマン：ヴァイオリンソナタ第1番 （クラリネット編）
プロコフィエフ：ヴァイオリンソナタ第2番 （クラリネット編）
バルトーク：ルーマニア民俗舞曲
リスト＝コハーン：ハンガリー狂詩曲 組曲
ブラームス＝コハーン：ハンガリー舞曲 組曲
コハーン・イシュトヴァーン

【友の会】3,600円

チケット販売中

全席指定：4,000円 学生3,000円
主催・お問合せ：ＬＡＫＥＳＨＯＲＥ ＭＵＳＩＣ 080-4411-1754
共催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

＜上野通明 チェロ・リサイタル＞
2018年3月5日（月）
会場：東京文化会館

19：00開演

小ホール

チェロ：上野通明
＊第10回弦楽部門第2位

ピアノ：須関裕子
ヤナーチェク：おとぎ話
リゲティ：無伴奏チェロソナタ
ストラヴィンスキー：イタリア組曲
デュティユー：ザッハーの名による3つのストローフェ
ブラームス：チェロソナタ第2番 ヘ長調 op.99

【友の会】2,700円

チケット販売中

全席自由：3,000円
主催・お問合せ：アンドビジョン株式会社 03-3278-3450
共催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

©Masayuki Ikeda

上野通明

Information

お問合せ：東京芸術劇場ボックスオフィス 0570-010-296（休館日を除く10:00～19:00）
チケット取扱い：東京文化会館チケットサービス ０３-５６８５-０６５０
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『カルメン』と並び魅力的なアリアやコーラスに満ちた、ビゼーの傑作オペラの一つ『真珠とり』。
2005年フェニーチェ歌劇場来日公演以来13年ぶりに東京へ帰ってくる！
2018年2月24日（土）14：00開演
会場：東京芸術劇場

コンサートホール

指揮：佐藤正浩
レイラ（尼僧）：鷲尾麻衣
ナディール(漁夫)：ジョン・健・ヌッツォ
ズルガ(ナディールの旧友、真珠とりの頭領)：甲斐栄次郎
ヌーラバット（バラモン教の高僧）：妻屋秀和
管弦楽：ザ・オペラ・バンド
コーラス：国立音楽大学合唱団（指揮：工藤俊幸、秋山理恵）

佐藤正浩

鷲尾麻衣

ジョン・健・ヌッツォ

甲斐栄次郎

妻屋秀和

©Hikaru.★
ザ・オペラ・バンド

【友の会】 S席4,800円 A席4,000円 B席3,200円

（C・D席割引なし）

チケット販売中

S席6,000円 A席5,000円 B席4,000円 C席3,000円（売切） D席1,500円（売切）
※未就学児の入場はお断りいたします。※やむを得ぬ理由により出演者等の変更の可能性がございますので、予めご了承くださ
い。※座席によって字幕が見えにくい場合がございますがご了承ください。※公演中止の場合を除き、ご予約・ご購入いただいた
チケットのキャンセル・変更は承れません。※営利を目的としたチケットの転売は固くお断りします。※公演中の入退場、写真撮
影、録音、録画は固くお断りします。※開演時刻に遅れますと、長時間入場をお待ちいただいたり、立ち見となる場合がございま
す。
主催：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）

Club Wa-Wa優待チケットは東京文化会館チケットサービスへ
TEL03TEL03-56855685-0650 （営業時間:10:00～18:00 休館日を除く）
※チケットご購入の際は、友の会会員である旨をはじめにお伝えください。
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2018年 2月～

東京文化会館 大ホール
公演名

2018.1.1 現在
公演日

開演

一般料金

友の会優待

NBAバレエ団『海賊』

2018/3/17

14:00

SS/\12000

振付：久保紘一

2018/3/18

14:00

S/\10000

S/\9000

A/\8000

A/\7200
B/\5400

作曲：新垣 隆
コンラッド：宮内浩之（17日）/高橋真之(18日）

B/\6000

メドーラ：峰岸千晶（17日）/菊地結子（18日）

学生/\3000

ギュルナーレ：佐藤 圭（17日）/竹内 碧（18日）

Z/\1500

パシャ・ザイード：宝満直也（17日）/土橋冬夢（18日）

ペアSS/\19200

アリ：チェンウ・グォ（17日）/新井悠汰（18日）

ペアS/\16000

SS/\10800

主催

電話番号

日本バレエアカデミーバレエ団 04-2924-7000

ビルバンド：大森康正（17日）/安西健塁（18日）
東京都交響楽団 第849回定期演奏会Aシリーズ

S/\7500

S/\6750

指揮：エリアフ・インバル

2018/3/20

19:00

A/\6500

A/\5850

ショスタコーヴィチ：交響曲第7番 ハ長調 op.60《レニングラード》

B/\5500

B/\4950

C/\4500

C/\4050

東京都交響楽団 都響ガイド 0570-056-057

Ex/\3200
東京都交響楽団 第852回定期演奏会Aシリーズ

2018/4/9

19:00

指揮：大野和士

S/\8000

S/\7200

A/\7000

A/\6300

メゾ・ソプラノ：リリ・パーシキヴィ

B/\6000

B/\5400

児童合唱：東京少年少女合唱隊

C/\5000

C/\4500

女声合唱：新国立劇場合唱団

Ex/\3700

東京都交響楽団 都響ガイド 0570-056-057

マーラー：交響曲第3番 ニ短調
東京都交響楽団 第856回定期演奏会Aシリーズ

2018/5/28

19:00

指揮：小泉和裕

S/\6500

S/\5850

A/\5500

A/\4950

ヴァイオリン：アレクサンドラ・スム

B/\4500

B/\4050

ドヴォルザーク：序曲《謝肉祭》 op.92 B.169

C/\3500

C/\3150

グラズノフ：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.82

Ex/\2200

東京都交響楽団 都響ガイド 0570-056-057

ドヴォルザーク：交響曲第7番 ニ短調 op.70 B.141
東京都交響楽団 第858回定期演奏会Aシリーズ

2018/6/11

19:00

指揮：オレグ・カエターニ

S/\7000

S/\6300

A/\6000

A/\5400

チェロ：宮田 大

B/\5000

B/\4500

シューベルト：交響曲第3番 ニ長調 D200

C/\4000

C/\3600

矢代秋雄：チェロ協奏曲（1960）

Ex/\2700

東京都交響楽団 都響ガイド 0570-056-057

ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op.67《運命》
《響の森》vol.42 「コバケン 名曲アラカルト」

S/\6200

S/\4900

東京文化会館

指揮：小林研一郎

2018/6/26

19:00

A/\4100

A/\3200

※1/19先行発売

ヴァイオリン：南 紫音

B/\2100

03-3828-2111

管弦楽：東京都交響楽団
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
ブラームス：ハンガリー舞曲より 他

東京文化会館 小ホール
公演名
東京音楽コンクール入賞者リサイタル

公演日

開演
18:00

指定/\4000

2018/2/7

19:00

自由/\3000

コハーン・イシュトヴァーン クラリネット・リサイタル with 金子三勇士
門前啓一郎 ピアノ・リサイタル

一般料金

2018/2/3

友の会優待

主催

電話番号

指定/\3600

LAKESHORE MUSIC

080-4411-1754

自由/\2700

新演

03-3561-5012

学生/\3000

学生/\1000
アンサンブル コルディエ

2018/2/23

19:00

指定/\3500

指定/\3000

アンサンブル コルディエ

03-3851-7150

2018/2/24

14:00

指定/\5000

指定/\4750

アイエムシーミュージック

03-6907-2535

定期演奏会vol.46 "室内楽の輝き"
イリーナ・メジューエワ 日本デビュー20周年記念
―3つのピアノ・リサイタル Vol.3
アマチュアピアノコンクール優勝者によるピアノジョイントコンサート

学生/\3000
2018/2/25

14:00

自由/\1500

自由/\1000

オフィス・ピアノイング

03-3994-0174

2018/2/28

19:00

自由/\3500

自由/\3000

銀河企画

0422-52-0429

Vol.11
安田正昭 ピアノ・リサイタル
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Club Wa-Wa優待チケットは東京文化会館チケットサービスへ
TEL03TEL03-56855685-0650 （営業時間:10:00～18:00 休館日を除く）
※チケットご購入の際は、友の会会員である旨をはじめにお伝えください。

東京文化会館 小ホール
公演名
東京音楽コンクール入賞者リサイタル

公演日

開演

一般料金

友の会優待

主催

電話番号

2018/3/5

19:00

自由/\3000

自由/\2700

アンドビジョン

03-3278-3450

2018/3/7

14:00

指定/\5400

指定/\4900

インターナショナル・カルチャー 03-3402-2171

2018/3/14

19:00

S/\6000

S/\5400

オペレッタ座

070-5079-1953

0422-26-5203

上野通明 チェロ・リサイタル
アルゼンチン・タンゴコンサート
～世界のタンゴ～ Vol.21
ウィーンからの贈り物
オペレッタをウィーン・ラズモフスキー弦楽四重奏団とともに

A/\5000
学生/\3000

古典音楽協会第156回定期演奏会

MIKA NAGAMURA with Her Wonderful Friends

2018/3/15

19:00

指定/\4000

指定/\3600

コンサートプロジェクト北星

自由/\3500

自由/\3150

※1/13発売
未来音楽企画

2018/3/27

19:00

自由/\3500

自由/\3000

2018/4/2

18:30

自由/\4000

自由/\3500

03-5946-9455

～長村未佳と麗しき同士たち～
有賀誠門のLudwig van Beethoven's Symphonies No.2 No.3 No.6

有賀誠門の世界実行委員会 090-3516-8951
※2/1発売

花房晴美室内楽シリーズ

2018/4/20

19:00

自由/\5000
学生/\3000

学生/\2500

2018/4/20

14:30

自由/\3500

パリ・音楽のアトリエ＜第14集 メランコリーとエキゾチズム＞
協会創立55周年事業
日本テレマン協会第251回定期演奏会 古典派二重奏曲の系譜
2018-2019 Spring

自由/\4500

コンサート・プランニング

03-5411-1090

自由/\2800

日本テレマン協会

06-6345-1046

65歳以上/\2000

2018/4/21

19:00

自由/\4000

自由/\3500

東京室内管弦楽団

03-6459-0316

2018/5/19

14:00

自由/\5000

自由/\4500

新演

03-3561-5012

2018/5/27

14:00

指定/\4000

指定/\3600

東京ハルモニア室内オーケストラ 03-6380-4560

東京室内管弦楽団 Chamber Music Style op.10
深沢亮子ピアノリサイタル
～デビュー65周年記念～ 弦楽器と共に
東京ハルモニア室内オーケストラ 第56回定期演奏会

事務局

奥浦博子MUSIZIEREN-4

2018/5/29

18:30

自由/\3500

自由/\3000

エデラの会 埼玉支部

04-2923-2971

※2/1発売
中井正子ピアノリサイタル

2018/6/17

14:00

自由/\5000

自由/\4500

ラ・ミューズの会

～演奏活動40周年・ドビュッシー没後100周年記念～
協会創立55周年事業

lamusenokai
@gmail.com

2018/7/27

18:30

日本テレマン協会第253回定期演奏会 高田泰治・チェンバロリサイタル

自由/\3500

自由/\2800

日本テレマン協会

06-6345-1046

65歳以上/\2000

東京芸術劇場 コンサートホール （ＪＲ・東京メトロ・私鉄各線「池袋」徒歩3～5分）
公演名
東京芸術劇場コンサートオペラ vol.5

公演日
2018/2/24

開演
14:00

一般料金
S/\6000

友の会優待

東京芸術劇場
※C席、D席売切

ビゼー／歌劇 『真珠とり』全3幕

A/\5000

A/\4000

※演奏会形式 日本語字幕付/フランス語上演、照明付

B/\4000

B/\3200

指揮：佐藤正浩

C/\3000

管弦楽：ザ・オペラ・バンド

D/\1500

レイラ（尼僧）：鷲尾麻衣
ナディール（漁夫）：ジョン・健・ヌッツォ
ズルガ（ナディールの旧友、真珠とりの頭領）：甲斐栄次郎
ヌーラバット（バラモン教の高僧）：妻屋秀和
コーラス：国立音楽大学合唱団

主催

S/\4800

電話番号
0570-010-296

13

無料招待演奏会
〈 往信・表 〉
応往
募復
書は
式が
き

下記演奏会に、友の会（Club Wa-Wa）会員の皆様をご招待いたします。
〈 返信・表 〉

〈 返信・裏 〉

郵便往復はがき

切手
往信

〒110-8716
台東区上野公園
５－４５
東京文化会館
友の会事務局

〈 往信・裏 〉

郵便往復はがき

切手
返信

（ご自分あて）
・郵便番号
・ご住所
・お名前

この面には
何も書かないで
ください。

（１）番号（１－①等）
（２）公演名（１公演）
（３）公演日（日程）
（４）郵便番号・住所
（５）氏名・フリガナ
（６）会員番号（６ケタ）
（７）希望人数
（１名もしくは２名）

応募内容の記入に不備
のある方が増えています。
必ず記入漏れのないよう
に、ご応募ください。

■ご応募の際は次の点にご注意ください
・必ず会員ご本人様のお名前でご応募してください。
・応募者多数の場合は抽選。
・ご希望人数の記載がない場合は１名として受付。
・１公演につきお１人様１通の往復はがきにて受付。重複して応募した場合は無効。
・ 当選ハガキの転売・譲渡は固くお断りいたします。
・公演当日に会員の有効期限内であることが条件となります。
・ご入場の際、当選はがきに加えて会員証のご提示をお願いする場合がございますので、必ずご用意ください。
・ 演奏会への無料招待は各主催者のご厚意でいただいております。
入場方法や席番等、主催者の指示に従いマナーを守って演奏会をお楽しみください。
・当選はがき引換後の席の振り替えはご遠慮ください。
当選はがき引換後の席の振り替えはご遠慮ください。
・フリクションインキのボールペン（消せるボールペン）は使用しないでください。

東京文化会館の公演にご来場のお客様より、友の会会員のマナーについて多くの苦情が寄せられております。
演奏会を聴きにいらっしゃる皆様に幸せな時間をお過ごしいただけますよう、下記マナーの厳守
マナーの厳守をお願いいたします。
マナーの厳守

※開場前にお並びいただく際、後から到着されるご友人の並順を確保する事は、 他のお客様からは
割り込みと見做され、ご迷惑になりますのでおやめください。
※ホール内の荷物置きなどによるご自身以外の座席の確保はご遠慮ください。

番号
公演名
会場：東京文化会館 大ホール

締切日必着

主催

14:00

【出演】コンラッド：宮内浩之 メドーラ：峰岸千晶 ギュルナーレ：佐藤 圭
パシャ・ザイード：宝満直也 アリ：チェンウ・グォ ビルバンド：大森康正
【演目】『海賊』
振付：久保紘一
音楽：新垣 隆

2/17（土）
SS席
又はS席
10名様

NBAバレエ団

3/4
（日）

19:00

【出演】エイステイン・ボーツヴィック（Tu） 橋本礼奈（Pf）
【曲目】ピアソラ：オブリヴィオン
グリーグ：アニトラの踊り ペールギュントより
プラウ：弦楽とテューバのための協奏曲
クリアフィールド：「ハヴァティ」 テューバとピアノのために 他

2/3（土）
自由席
10名様

プロ アルテ ムジケ

3/8
(木)

18:45 【曲目】モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ

2/3（土）
自由席
2名様

日本モーツァルト
協会

２－④ びわ湖ホール四大テノール 東京公演

3/11
(日)

14:00

【出演】清水徹太郎、二塚直紀、山本康寛、竹内直紀（Ten）
【曲目】ドニゼッティ：オペラ「連隊の娘」より “ああ！今日はなんて美しい日”
プッチーニ：オペラ「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ”
滝 廉太郎：荒城の月 他

2/10（土）
指定席
10名様

滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホール

２－⑤ 古典音楽協会 第156回定期演奏会

3/15
（木）

19:00

【出演】新谷絵美、石橋敦子、角道 徹、中藤節子、山元 操、今村恭子（Vn）
前田善彦、重松正昭（Vc） 片岡正美（Rec） 佐藤征子（Cem） 石橋雅一（Ob）
【曲目】ヴィヴァルディ：2つのヴァイオリンの協奏曲 ニ短調
ガルッピ：チェンバロ協奏曲 ヘ長調
マルチェッロ：オーボエ協奏曲 ”ベニスの愛” 他

2/17(土）
自由席
20名様

コンサート
プロジェクト北星

19:00

【出演】長村未佳（Pf） 森田昌弘、三又治彦、尾張拓登、 美島佑哉（Vn）
御法川雄矢、古田泰一（Va） 篠崎由紀、清水唯史（Vc） 矢内陽子（Cb）
【曲目】モーツァルト：セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
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
[弦楽五重奏版] 他

2/24（土）
自由席
10名様

未来音楽企画

２－① NBAバレエ団『海賊』

日程

3/17
(土）

開演

曲目等

会場：東京文化会館 小ホール

２－②

エイステイン・ボーツヴィック
テューバリサイタル

日本モーツァルト協会 第597回例会

２－③ ～ヴァイオリンとピアノの対話～

【出演】青木尚佳（Vn） 津田裕也（Pf）
ニ長調 K306、ヘ長調 K377、 ト長調 K379、イ長調 K526

※主催者の意向により1名様の応募のみ受付

２－⑥

MIKA NAGAMURA with Her Wonderful
Friends
～長村未佳と麗しき同士たち～

3/27
(火)

ご応募・お問合せは東京文化会館友の会事務局まで
〒110-8716 東京都台東区上野公園５－４５
ＴＥＬ 03-3828-1696 FAX 03-3828-6406

