杉 並 公 会 堂 上荻1-23-15

㈱京王設備
問
■杉並公会堂
サービス ☎5347-4450

エデュケーション・フェスティバル in 杉並 2018

日本フィル 春休みオーケストラ探検

みる・きく・さわる オーケストラ！

10時〜19時／臨時休館日を除く

小山実稚恵
カルトブランシュ
「白紙委任状」
12/9土 15:00（開場14:30）

ミュージックブランチ
2017－18

発売中

ランペット）
、高橋ドレミ（ピアノ）
曲 ヴェニスの謝肉祭の主題による変奏
曲 ほか
場 杉並公会堂小ホール
￥ 自由席／1,000円
問（一社）クラシックを聴こう協会☎6909-0401
ピティナ☎3944-1583
チケット取扱▶ 公

①開館9:30（オーケストラ・コンサート開演12:15～終演13:15）
祝
3/21水●
②開館13:45（オーケストラ・コンサート開演16:30～終演17:30）
①と②は完全入替制／終演後、公会堂の利用はできません。

今年も開催！ 迫力あるオーケストラ・コンサート、
楽器体験など杉並公会堂が音楽のテーマパークに。
出 永峰大輔（指揮）
、江原陽子（司会）
、日本フィル
ハーモニー交響楽団（管弦楽） 場 杉並公会堂
￥ 2,500円※0～3歳は無料。お席が必要な場合は
入場券をご購入ください。推奨年齢：４歳以上
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
すぎなみ
問 日本フィル「音楽の森」☎5378-6311 子育て応援券は
利用できません
チケット取扱▶ 公 ぴあ348-503
日本フィル・サービスセンター☎5378-5911（平日10時～17時）

日本フィル杉並公会堂シリーズ2018-19

速報！

6公演セット券のご案内

ミュージックブランチ申込ページ 検索

加藤登紀子
百万本のバラコンサート
2018

小山実稚恵 ©Wataru Niahida

日本を代表するピアニストが5年にわたる
新シリーズをスタート！ 膨大なレパート
リーから、第1回はバッハの「ゴルトベルク
変奏曲」
をメインとしたリサイタル。
出 小山実稚恵
（ピアノ）
曲 J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲 ほか
場 杉並公会堂大ホール
￥ 全席指定／S席4,500円
A席3,500円
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
チケット取扱▶ 公 ぴあ320-334

2018/2/24土
15:30
（開場15:00）

青春グラフィティ 歌声サロン

歌手生活50年を超えて今なお日本を代
表するシンガーとして活躍中。
出 加藤登紀子（ヴォーカル）ほか
曲 百万本のバラ、愛の讃歌、さくらん
ぼの実る頃 ほか（予定）
場 杉並公会堂 大ホール
￥ 全席指定／6,000円
★杉並公会堂友の会会員は
先行予約／会員割引あり
チケット取扱▶ 公 ぴあ320-345

12/25月 13:30
（開場13:00）

発売中

出 杉山公章（弾き語りピアノ）
場 杉並公会堂小ホール

￥ 全席自由／1,500円、当日2,000円

問 リビングチケットファン

小林研一郎
©山口敦

ライナー・キュッヒル
©Winnie Kuechl

西本智実

小林愛実

©塩澤秀樹

©Akira Muto

清水和音

大友直人

©Rowland Kirishima

☎0570-06-9977
（音声自動応答）
チケット取扱▶ 公 ぴあ345-990
リビングチケットファン アクセスコード051182

杉並公会堂シリーズ
2017－18 第6回

杉並公会堂シリーズ
2017－18 第5回

発売中
2018/1/20土 15:00
（開場14:30）
川瀬賢太郎

©Yoshinori Kurosawa

高橋維

※2017年度シリーズ・セット券購入の方には
別途ご案内します。
第1回
第2回
第3回

第4回
第5回

第6回

錦織健

©大八木宏武(都恋堂）

藤岡幸夫

©ShinYamagishi

7/12木

出 西本智実（指揮）
、小林愛実（ピアノ）

9/20木

出 小林研一郎（指揮）
、清水和音（ピアノ）

曲 チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、交響曲第4番

曲 チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番

ムソルグスキー／ラヴェル：組曲「展覧会の絵」

15:00

曲 モーツァルト：クラリネット協奏曲、
ブラームス：交響曲第4番

2019/

出 川瀬賢太郎（指揮）
、高橋維（ソプラノ）
、錦織健（テノール）

1/18金
19:00

曲ドヴォルジャーク：交響曲第9番《新世界より》
バーンスタイン：
「ウエストサイドストーリー」
より“トゥナイト” ほか

2019/

出 藤岡幸夫（指揮）
、伊藤亜美（ヴァイオリン）

19:00

曲 サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番 ほか

31,800円
場 杉並公会堂大ホール ￥ シリーズ・セット券（6公演／S席のみ）
★杉並公会堂友の会会員は先行予約／会員割引あり

チ ケ ット
購入方法

公 杉並公会堂▶☎5347-4450（10時〜19時／臨時休館日を除く）※チケット発売初日は、電話予約のみ
ぴあ Pコード チケットぴあ☎0570-02-9999

仲道郁代 ©Kiyotaka Saito

巨匠・小林研一郎が新春に奏でる名曲
の調べ。仲道郁代のモーツァルトも聴き
逃せない！
出 小林研一郎（桂冠名誉指揮者）
、仲道
郁代（ピアノ）
*、日本フィルハーモニー交
響楽団（管弦楽）
曲 Ｊ.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ、
モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番*、
ドヴォルジャーク：交響曲第9番《新世
界より》
場 杉並公会堂大ホール ￥ 全席指定／
S席5,300円、A席4,200円、B席完売
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
チケット取扱▶ 公 ぴあ315-934

座 座・高円寺チケットボックス▶☎3223-7300（10時〜18時／月曜休） コ コミュかるショップ（杉並区役所1階）
電子チケットぴあでも購入できます。枠内のPコードを利用してください。

※杉並公会堂友の会の割引の適用はありません。
※
「すぎなみ子育て応援券」
の利用はできません。

3

小林研一郎 ©浦野俊之

曲 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、交響曲第2番

、橋本杏奈（クラリネット）
11/25日 出 大友直人（指揮）

3/5火

発売中

発売期間
12月24日日～1月14日日

出 小林研一郎（指揮）
、ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）

19:00

2018/3/6火 19:00
（開場18:30）

伊藤亜美

5/26土
15:00
19:00

発売日 11/25土

日本フィル

日本フィル

橋本杏奈

第5回

発売中
2018/1/22月 10:30
（開場10:10）
出 オッタビアーノ・クリストーフォリ（ト

2018/

発売日 11/30木

杉並公会堂 検索⬅

※チケット発売初日は、電話予約のみ

大友直人 ©Rowland Kirishima

横山幸雄 ©ミューズエンターテインメント

音楽界をリードするトップ・ピアニスト横
山幸雄による、ブラームス屈指の大作ピ
アノ協奏曲第1番。楽聖モーツァルトの
代表作、交響曲第40番とともに、大友直
人の指揮で贈る春の一夜。
出 大友直人
（指揮）
、横山幸雄（ピアノ）
曲 モーツァルト：交響曲第40番、ブラーム
ス：ピアノ協奏曲第1番
場 杉並公会堂大ホール
￥ 全席指定／S席5,300円
A席4,200円、B席3,100円
★杉並公会堂友の会会員は会員割引あり
チケット取扱▶ 公 ぴあ315-937

子育て応援券 「すぎなみ子育て応援券」を使って、親

0〜5 歳の乳幼児が入場可能な応援券対象公演のチケット購
て利用できます
（限度額あり）。応援券対象公演でも、「チケ
どでの利用や、郵送での受け付けはできません。劇場窓口等

