Club Wa-Wa
2018（平成30）年3月号

東京文化会館友の会会報誌
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

2月

4月
上野 de クラシック
黒岩航紀（ピアノ）&上野耕平（サクソフォン）

17 土 [発売]上野の森バレエホリディ
「はじめてのバレエ・レッスン」「やさしいバレエ・ストレッチ」
※詳しくは同封のチラシをご覧ください。
24 土

[発売]東京文化会館バックステージツアー

16 月 休館日

17 火 休館日
18 水 東京文化会館バックステージツアー
22 日

プラチナ・シリーズ 5回セット券 販売終了

26 月 休館日
25 水
27 火 休館日
28 水

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
「咲かせよう！音楽の花」
上野 de クラシック Vol.14
東京文化会館 presents 軽井沢チェンバーオーケストラ
[発売]創遊・楽落らいぶVol.43 －音楽家と落語家のコ
ラボレーション－＊詳細は次号で発表します。

[先行発売]熊川哲也Kバレエカンパニー Spring 2018
「クレオパ トラ」

3月
1 木 [先行発売]（～8日）東京バレエ団「白鳥の湖」
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
音楽がヒラク未来 全国4館連携フォーラム実施報告会

3 土 [発売]プラチナ・シリーズ 1回券(第1回～第5回）

4 日

5 月

1

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
「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」
[発売]東京文化会館ミュージック・ワークショップ
「タネまき、タネまき、大きくなあれ！」「with My Baby」
「スペース・トラベル」「カラダ・オト・ウタウ」
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

上野 de クラシック
6 火 藤原秀章（チェロ）
[発売]上野 de クラシック（7～9月分）

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
〈電話〉１０：００～１８：００

12 月 休館日
13 火 休館日
14 水 [先行発売]マリインスキー・バレエ 来日公演2018

◆TEL ０３－５６８５－０６５０
◆HP http://www.t-bunka.jp/
◆休業日 ２月２６日(月)、２７日(火)
３月１２日(月)、１３日(火)

2

先行発売情報

先行発売 2月28日(水) 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 3月18日（日）10:00～

6月 8 日（金）14：00開演／18：30開演
9 日（土）12：30開演／17：00開演
10日（日）13：30開演
会場：東京文化会館 大ホール

芸術監督・演出・振付・台本：熊川哲也

6月8日(金) 14:00開演
6月9日(土) 12:30開演

6月8日(金) 18:30開演
6月9日(土) 17:00開演
6月10日(日) 13:30開演

クレオパトラ

浅川紫織

中村祥子

プトレマイオス

篠宮佑一

山本雅也

カエサル

Ｓ.キャシデイ

Ｓ.キャシデイ

アントニウス

堀内將平

栗山 廉

オクタヴィアヌス

杉野 慧

遅沢佑介

公演日時と
予定キャスト

©Ayumu Gombi

指揮：井田勝大
管弦楽：シアター オーケストラ トーキョー

S席15,000円 A席11,000円 B席8,000円 C席6,000円 D席4,000円
※本キャストは1月16日現在のものです。出演者の病気や怪我など、やむを得ない事情により変更となる場合があります。
最新のキャスト情報は、http://www.k-ballet.co.jpにてご確認ください。なお、公演中止の場合を除き、実施する全ての
公演に関して、主演者をはじめとするキャスト変更に伴うチケット代金の払戻、公演日や券種の変更はお受けできません
ので、あらかじめご了承ください。
※公演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償はいたしかねます。
※5歳以上の方の入場が可能です。（4歳以下入場不可）
※演出上、開演後の入場は制限させていただく場合がございます。
主催：TBS
お問合せ先：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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先行発売情報

先行発売 3月1日(木) 10:00～3月8日(木) 18:00 ※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 3月10日（土）10:00～

気高く美しくドラマティック。絶賛を浴びたブルメイステル版、再演。

6月29日（金）18：30開演
30日（土）14：00開演
7月 1 日（日）14：00開演
会場：東京文化会館

大ホール

改訂振付：ウラジーミル・ブルメイステル
（第2幕）レフ・イワーノフ／アレクサンドル・ゴールスキー
音楽：ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

©Kiyonori Hasegawa

指揮：ワレリー・オブジャニコフ
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

主演キャスト

6月29日(金)

6月30日(土)

7月1日(日)

オデット/オディール

上野水香

川島麻実子

沖 香菜子

ジークフリート王子

柄本 弾

秋元康臣

宮川新大

団長：飯田宗孝
芸術監督：斎藤友佳里
〈出演が予定される主なソリスト〉

奈良春夏 吉川留衣 岸本夏未 伝田陽美 二瓶加奈子
岡崎隼也 森川茉央 ブラウリオ・アルバレス

©Kiyonori Hasegawa

S席10,000円 A席8,000円 B席6,000円 C席5,000円 D席4,000円 E席3,000円
注意事項
※表記の出演者は１月24日現在の予定です。出演者の怪我・病気、その他の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。
※出演者変更に伴うチケットの払い戻し、公演日・券種の振替はいたしません。正式な配役は公演当日に発表いたします。
※未就学児童の入場はお断りします。
主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会
後援：一般社団法人日本バレエ団連盟
公演に関するお問い合わせ：NBSチケットセンター 03-3791-8888 （平日10:00～18:00、土曜10:00～13:00、日曜・祝日休）

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 3月14日(水) 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 3月17日（土）10:00～
芸術総監督：ワレリー・ゲルギエフ 舞踊監督：ユーリー・ファテーエフ
演奏：マリインスキー歌劇場管弦楽団

「ドン・キホーテ」

<全3幕>上演時間：約3時間(休憩2回含む)

振付（セルバンテスの小説に基づく台本）：
アレクサンドル・ゴールスキー/マリウス・プティパ/ニーナ・アニシモワ/フョードル・ロプホーフ

「マリインスキーのすべて」

<全3部>上演時間：約3時間(休憩2回含む)

第1部「ショピニアーナ」
作曲：フレデリック・ショパン 振付：ミハイル・フォーキン 改訂振付：アグリッピーナ・ワガノワ

第2部「マリインスキーの現在」
※詳細は決まり次第お知らせいたします。

第3部「パ・キータ」より グラン・パ
作曲：ルドウィグ・ミンクス 原振付：マリウス・プティパ 改訂振付・構成：ユーリ・スメカロフ/ユーリ・ブルラーカ

「白鳥の湖」

<全3幕>上演時間：約3時間15分(休憩2回含む)

©瀬戸秀美

「白鳥の湖」 オクサーナ・スコーリク

振付：マリウス・プティパ/レフ・イワーノフ 改訂振付：コンスタンチン・セルゲーエフ

公 演 日 程

演 目

11月28日(水) 18:30開演
11月29日(木) 14:00開演

予定キャスト

会 場

ヴィクトリア・テリョーシキナ/キミン・キム

ドン・キホーテ

アナスタシア・マトヴィエンコ/ティムール・アスケロフ

12月5日(水)

18:30開演

12月2日(日)

18:00開演

12月3日(月)

18:30開演

12月6日(木)

18:30開演

ヴィクトリア・テリョーシキナ/ウラジミール・シクリャローフ

12月7日(金)

18:30開演

エカテリーナ・コンダウーロワ/ティムール・アスケロフ

12月8日(土)

12:00開演

12月8日(土)

18:00開演

オクサーナ・スコーリク/ザンダー・パリッシュ

12月9日(日)

14:00開演

アナスタシア・マトヴィエンコ/ウラジーミル・シクリャローフ

【全席指定】

レナータ・シャキロワ/フィリップ・スチョーピン

マリインスキーの
すべて

白鳥の湖

オクサーナ・スコーリク/エカテリーナ・コンダウーロワ 他
アナスタシア・マトヴィエンコ/ヴィクトリア・テリョーシキナ 他

東京文化会館
大ホール

ナデージダ・バトーエワ/キミン・キム

※お席によっては舞台全体が見えない場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。

■「ドン・キホーテ」(11月29日を除く） 「白鳥の湖」

S席24,000円 A席20,000円 B席17,000円 C席13,000円 D席9,000円
■「ドン・キホーテ」(11月29日のみ） 「マリインスキーのすべて」

※友の会の先行発売では、
C・D席のお取扱いはございません。

S席22,000円 A席18,000円 B席15,000円 C席11,000円 D席7,000円
※出演者は1月19日現在の予定です。病気、怪我、その他やむを得ない事情で変更になる場合がございます。最終的な出演者は当日発
表とさせていただきます。一旦お求め頂きましたチケットは、公演中止の場合を除きキャンセル・公演日の振替等をお受けできませんので、あ
らかじめご了承ください。※いかなる場合も再発行はできません。チケットがない場合はご入場いただけません。紛失等に十分ご注意くださ
い。※上演中は客席に入れません。※4歳未満の乳幼児の同伴はお断りいたします。※他のお客様のご迷惑となる場合、主催者の判断でご
退場いただくことがございます。※場内での写真撮影・録音・録画・携帯電話の使用、これらに類する行為は固くお断りいたします。※ネット
オークションなどによるチケットの転売は、トラブルの原因になりますのでお断りいたします。
主催：朝日新聞社／ジャパン・アーツ 後援：ロシア連邦大使館 公演に関するお問合せ：ジャパン・アーツぴあ 03-5774-3040

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。

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

ヴァイオリンとオーケストラが奏でる、珠玉の小品集。
心躍る名曲の数々をお楽しみください。

6月26日（火）19：00開演
会場：東京文化会館

大ホール

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

©K.Miura
＊

小林研一郎

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：スラヴ舞曲 第1番、第10番
チャイコフスキー：序曲「1812年」 op.49

©Shuichi Tsunoda
南 紫音

【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
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
東京文化会館ザ・イヤーパートナー：上野精養軒

※各種割引あり

チケット販売中
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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
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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時を。
一流アーティストによる珠玉のコンサートをお楽しみください。

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 ニ短調
カサド：無伴奏チェロ組曲
ピアソラ：リベルタンゴ 他

©小林邦寿

マリオ・ブルネロ

江口 玲

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 嬰ハ短調 op.27-2「月光」
シューマン：謝肉祭 op.9
ショパン：練習曲集より／バラード第4番 ヘ短調 op.52／アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ op.22

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 op.124
シューベルト：ソナチネ第１番 ニ長調 D384
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
©Fortuna Sung

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 ト長調 K.379
C.P.E.バッハ：無伴奏フルートのためのソナタ イ短調 Wq.132
ブラームス：ピアノのための6つの小品 op.118より1、2、3 他

◎5回セット券：S席22,500円 A席18,000円

©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：S席5,000円 A席4,000円 B席2,500円 25歳以下1,000円
主催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

©K.Miura

上原彩子

１回券：３月３日(土)発売

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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上野 de クラシック
2月17日（土） 14：00～16：00(休憩含)
ピアノ：黒岩航紀
＊第11回東京音楽コンクールピアノ部門第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

予定枚数終了

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＊

3月6日（火） 11：00～12：00
チェロ：藤原秀章

サン=サーンス：「動物の謝肉祭」より “白鳥”
ドビュッシー：チェロ・ソナタ
プーランク：チェロ・ソナタ
ピアソラ：ル・グランタンゴ

＊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

全席自由：500円

予定枚数終了

4月25日（水） 11：00～12：00
東京文化会館 presents 軽井沢チェンバーオーケストラ

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

依田真宣

瀧村依里

小川響子

瀧本麻衣子

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

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
全席自由：1,000円

＊第5回ピアノ部門第3位

この度は東京文化会館「上野 de クラシック」に、出演させてい
ただけることを大変嬉しく思っております。
東京文化会館と軽井沢大賀ホールが連携して誕生した「軽井
沢チェンバーオーケストラ」も、今回で5回目となります。軽井沢の
大賀ホールで演奏していたものが、このように東京文化会館でも
演奏させていただけることになり、演奏者一同、とても感慨深く、そ
して音楽への情熱に満ちた演奏をお聴かせ出来るよう気持ちを
一つにしております。
今回は、居福さんという素晴らしいピアニストとご一緒出来るのも
大変貴重な機会だと思います。是非、この「軽井沢チェンバー
オーケストラ」の情熱と心のこもった音楽を聴きにいらして下さい。
ヴァイオリン 依田真宣

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

＊第11回木管部門第3位

ピアノ：宇根美沙恵
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

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

チケット販売中

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
平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業（2～3月）
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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 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

全席自由：500円

コハーン・イシュトヴァーン

チケット販売中

中野翔太

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

共催公演

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＞

3月5日（月）19：00開演

会場：東京文化会館

小ホール

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

チェロ：上野通明
＊第10回弦楽部門第2位

ピアノ：須関裕子

【友の会】2,700円
全席自由：3,000円

©Masayuki Ikeda

チケット販売中

上野通明

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）

東京文化会館バックステージツアー
クラシック音楽の殿堂「東京文化会館」の舞台裏をめぐるガイド付きツアー

4月18日（水）14：30開始／19：00開始
集合場所：東京文化会館

大ホールホワイエ

対象：中学生以上
定員：各回60名程度
※階段の昇降（5階まで）がありますので、あらかじめご了承ください。 所要時間：約1時間30分

参加費：500円

※保険料を含む

主催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
東京文化会館ザ・イヤーパートナー：上野精養軒

2月24日（土）発売

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

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1度に楽しめる、東京文化会館の人気公演。
Vol.42

5月25日（金） 11：00～12：00

会場：東京文化会館

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

瀧川鯉朝

チケット販売中

三界秀実

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]

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
予定枚数終了

予定枚数終了
©Mino Inoue

6月17日(日)

3月4日（日）チケット発売

妊婦さんのためのワークショップ

「タネまき、タネまき、大きくなあれ！」

「with My Baby」

ネコとネズミとみんなでタネまき。
すてきな音楽で大きく育てよう！

おなかの赤ちゃんと過ごすリラックスタイム。
一緒に歌って楽しいひと時を！

①10：30～11：30 19～35ヶ月 ②12：00～13：00 3～4歳

8月11日(土祝)

3月4日（日）チケット発売

「スペース・トラベル」

「カラダ・オト・ウタウ」

音楽でめぐる宇宙の旅。
君もいっしょに星めぐりに出かけよう！

あなたの声とみんなの声、あなたの音とみんなの音、
様々な音から生まれる、ここにしかない音楽を見つけよう。

①10：30～11：30 3～4歳 ②12：00～13：00 5～6歳（未就学児）

会場：東京文化会館 リハーサル室

参加料：５００円

14：30～15：30 妊娠中の方

14：30～15：30 小学生～大人（未就学児不可）

＊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/5～6歳/妊婦は1人）。小学生以上対象のワークショップ（妊婦対象を除く）に同
伴券はありません。

主催：東京都（3月）／東京文化会館・アーツカウンシル東京（3月）（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）

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 3月～

東京文化会館 大ホール
公演名

2018.2.1 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

指揮：小林研一郎

2018/6/26

19:00

A/\4100

A/\3200

ヴァイオリン：南 紫音

B/\2100

東京文化会館

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

公演日

開演

一般料金

友の会優待

主催

自由/\2700 ヴォクスマーナ

電話番号

ヴォクスマーナ 第39回定期演奏会

2018/3/4

14:30

自由/\3000

042-475-2803

東京音楽コンクール入賞者リサイタル

2018/3/5

19:00

自由/\3000

自由/\2700

アンドビジョン

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

指定/\4000

指定/\3600

コンサートプロジェクト北星

0422-26-5203

自由/\3500

自由/\3150

自由/\3500

自由/\3000

未来音楽企画

03-5946-9455

03-3278-3450

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
～長村未佳と麗しき同士たち～

2018/3/15

2018/3/27

19:00

19:00
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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

公演日

開演

一般料金

有賀誠門のLudwig van Beethoven's Symphonies No.2 No.3 No.6

2018/4/2

18:30

自由/\4000

花房晴美室内楽シリーズ

2018/4/20

19:00

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＞

友の会優待

主催

電話番号

自由/\3500

有賀誠門の世界実行委員会 090-3516-8951

自由/\5000

自由/\4500

コンサート・プランニング

03-5411-1090

学生/\3000

学生/\2500

アンドレ・ラプラント ピアノ・リサイタル

2018/4/21

14:00

A席/\4500

A席/\4150

アイエムシーミュージック

03-6907-2535

2018-2019 Spring

2018/4/21

19:00

自由/\4000

自由/\3500

東京室内管弦楽団

03-6459-0316

2018/4/22

14:30

自由/\3500

自由/\2800

日本テレマン協会

06-6345-1046

東京室内管弦楽団 Chamber Music Style op.10
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

65歳以上/\2000

女声合唱団コール・メイ 第16回定期演奏会

2018/5/5

14:00

自由/\1200

自由/\1000

女声合唱団コール・メイ

047-367-1798

深沢亮子 ピアノ・リサイタル

2018/5/19

14:00

自由/\5000

自由/\4500

新演

03-3561-5012

2018/5/21

19:00

自由/\3500

自由/\3150

ヨーロッパアーティスト

042-376-0360

学生/\2000

学生/\1800

自由/\4000

自由/\3600

日本フォーレ協会

045-565-1233

～デビュー65周年記念～ 弦楽器と共に
レ・クロッシュ（宇宿真紀子＆宇宿直彰）リサイタル
～ピアノ＆チェロの夢の世界～
日本フォーレ協会 第30回演奏会

2018/5/22

19:00

フォーレとドビュッシー

学生/\2000

東京ハルモニア室内オーケストラ 第56回定期演奏会

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

小澤洋介 チェロ・リサイタル2018

2018/5/28

19:00

自由/\4000

自由/\3500

クライネス・コンツェルトハウス 04-2945-6326

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

ラファエル・ゲーラ ピアノ・リサイタル

2018/6/6

19:00

自由/\4500

自由/\4000

ジー・クレフ

04-7133-5275

事務局

※2/20発売
アルセーニ・タラセヴィチ＝ニコラエフ

2018/6/9

14:00

A席/\4000

A席/\3600

2018/6/13

19:00

自由/\4000

自由/\3600

アイエムシーミュージック

03-6907-2535

啓&啓倶楽部

0827-32-8352

Japan Debut ピアノ・リサイタル “Nostalgie 追憶”
石井啓一郎 ヴァイオリン・リサイタル

※3/7発売
松岡 淳 ピアノ・リサイタル

2018/6/14

19:00

自由/\3500

自由/\3000

2018/6/17

14:00

自由/\5000

自由/\4500

ブラームス鍵盤作品シリーズVol.15
中井正子 ピアノ・リサイタル

チカモトオフィス
※2/20発売
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～
アテフ・ハリム ヴァイオリン・リサイタル

090-4747-2882

lamusenokai
@gmail.com

2018/6/24

14:00

指定/\5000

指定/\4500

A&A art

03-3392-2955

※2/20発売
協会創立55周年事業

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
小沢麻由子 ピアノ・リサイタル

自由/\3500

自由/\2800

日本テレマン協会

06-6345-1046

新演

03-3561-5012

65歳以上/\2000

2018/8/12

14:00

自由/\3500

自由/\3000

2018/10/20 19:00

自由/\3000

自由/\2800

～ドビュッシー没後100年～
イザイ音楽祭ジャパン
フィリップ・グラファン、今井信子、加藤知子、小林美恵ほか

※2/20発売
日本イザイ協会

093-741-1002
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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・裏 〉

〈 返信・表 〉

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

この面には
何も書かないで
ください。

（ご自分あて）
・郵便番号
・ご住所
・お名前

（１）番号（３－①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 小ホール

日程

開演

18:30

曲目等

締切日必着

主催

【出演】有賀誠門（Perc）
【曲目】ベートーヴェン：交響曲第2番 ニ長調 op.36
交響曲第3番 変ホ長調 「英雄」 op.55
交響曲第6番 ヘ長調 「田園」 op.68

3/3（土）
自由席
20名様

有賀誠門の世界
実行委員会

19:00

【出演】花房晴美（Pf） 徳永二男（Vn） 横坂 源（Vc）
【曲目】ドビュッシー：チェロ・ソナタ ニ短調
ルクー：ピアノのための3つの小品より
リスト：コンソレーション第3番
ラヴェル：ピアノ三重奏曲

3/10（土）
自由席
10名様

コンサート・
プランニング

3/17（土）
自由席
20名様

東京室内管弦楽団

3-①

有賀誠門の
Ludwig van Beethoven's
Symphonies No.2 No.3 No.6

4/2
（月）

3-②

花房晴美室内楽シリーズ
〈パリ・音楽のアトリエ第14集〉

4/20
（金）

3-③

東京室内管弦楽団
Chamber Music Style op.10

4/21
（土）

19:00

【出演】橘 直貴（指揮） 小笠原伸子（Vn） 東京室内管弦楽団（管弦楽）
【曲目】ロッシーニ：歌劇「絹のはしご」序曲
チャイコフスキー：弦楽セレナード ハ長調 op.48
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K219 「トルコ風」
フォーレ：組曲「マスクとベルガマスク」 op.112

3-④

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

4/22
（日）

14:30

【出演】ウッラ・ブンディース（Vn） 高田泰治（Pf）
【曲目】C.P.E.バッハ：シンフォニア ニ長調 Wq.74
ハイドン：ヴァイオリン・ソナタ ト長調 Hob.XV:32
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ ト長調 Kv9

3/24（土）
自由席
20名様

日本テレマン協会

18:45

【出演】エフゲニー・ザラフィアンツ（Pf）
【曲目】モーツァルト：幻想曲 ハ短調 K396
ソナタ 変ロ長調 K498a
ロンド イ短調 K511
アダージョ ト短調 K540 他

3/24（土）
自由席
2名様

日本モーツァルト
協会

3-⑤

日本モーツァルト協会第598回例会
～ザラフィアンツ 秘曲を弾く～
※主催者の意向により1名様の応募のみ受付

4/26
（木）

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

