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発表！ 年度 東京文化会館主催事業ラインアップ
　東京文化会館は、本年4月7日に開館60周年を迎えます。「首都
東京にオペラやバレエもできる本格的な音楽ホールを」という要望
に応え、東京都が開都500年事業として建設し、1961年にオープ
ンしました。以来、＂音楽の殿堂＂として大勢のお客様にご来館いた
だいております。当館では皆さまに感謝いたしますとともに、様々な
記念事業を予定しております。公式ウェブサイトやTwitterで発信し
てまいりますので、ぜひご注目ください。
　さて、当館では主催事業として、東京文化会館でのオペラやコン
サートなどの他、音楽コンクールの開催、他会場での公演やワーク

ショップ、都内の学校や高齢者施設等と連携したアウトリーチ事
業、国内外の実演団体や音楽施設等と連携した教育普及事業な
ども、積極的に展開しています。
　2020年度は新型コロナウイルスの影響により開催できない事業
もあり、未だ先が見通せない状況が続いていますが、あらゆる人が
音楽に親しむ場所を提供できるよう、2021年度も歩みを止めず多
彩な活動に取り組んでまいります。
　皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

舞台芸術創造事業 歌劇『ヴォルフ イタリア歌曲集』
（2020.11.28）

© 飯田耕治

《響の森》Vol.47「ニューイヤーコンサート2021」
（2021.1.3）

© 堀田力丸

東京文化会館 リラックス・パフォーマンス 
～世代、障害を越えて楽しめるオーケストラ・コンサート～

（2020.7.24）
© 堀田力丸
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会場 公演名

日付 会場 公演名時間

時間

4月7日（水） 大ホール 東京文化会館 バースデーコンサート19：00

4月21日（水） 小ホール 上野deクラシック Vol.54　伊藤雄太（トロンボーン）11：00

4月24日（土） 小ホール 東京文化会館ミュージック・ワークショップ 「One Day セッション」19：00

5月6日（木） 小ホール 上野deクラシック Vol.55　佐々木つくし（ヴァイオリン）11：00

4月19日（月） リハーサル室
「とびだせ！おんがくたんけん隊」

「とびだせ！おんがくたんけん隊」
（簡単な手話付き）

10：30/12：00

15：00 東京文化会館ミュージック・ワークショップ
MPT WS

MPT WS

MPT Music Program TOKYO MEP Music Education ProgramWS Workshop Workshop!
7月15日（木） 小ホール 創遊・楽落〝夜〞らいぶ Vol.57

ー音楽家と落語家のコラボレーションー　春風亭愛橋（落語）19：00

7月15日（木）～12月5日（日） 東京文化会館 他 ワークショップ・リーダー育成プログラムMPT WS

7月15日（木）～18日（日） 東京文化会館
大田区民プラザ ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈夏〉

MPT WS2021

2021年度 主催事業スケジュール

5月12日（水）
リハーサル室

小ホール

「咲かせよう！音楽の花」

「筝と一緒にコロリンシャン！」

10：30/12：00
15：00

11：00
東京文化会館ミュージック・ワークショップ
MPT WS

創遊・楽落らいぶ Vol.56
ー音楽家と落語家のコラボレーションー　三遊亭遊之介（落語）5月14日（金） 小ホール11：00

5月20日（木） 小ホール 上野deクラシック Vol.56　田原綾子（ヴィオラ）19：00

6月9日（水） 大ホール 《響の森》Vol.48 19：00

6月18日（金） 小ホール 上野deクラシック Vol.57　木管三重奏（トリオ・ダンシュ）  
𠮷村結実（オーボエ） アレッサンドロ・ベヴェラリ（クラリネット） 柿沼麻美（ファゴット）11：00

大ホール 東京文化会館バックステージツアー5月18日（火）・19日（水）

6月6日（日） 大ホール 舞台芸術創造事業〈国際共同制作〉
オペラ『Only the Sound Remains ー余韻ー』（日本初演／新制作）15：00

ワークショップ「カイヤ・サーリアホが描く音風景」小ホール6月1日（火） 19：00 MPT MEP

5月27日（木）
「Shall we シング？」

「チーズを探せ！くいしんぼうネズミ！」
東京文化会館ミュージック・ワークショップ 
MPT WS

小ホール

リハーサル室10：30/12：00
15：00

11：00

東京芸術劇場
10：00/11：30

14：30
6月13日（日）

6月12日（土） 東京芸術劇場
18：00

11：00/13：30
15：00 東京文化会館ミュージック・ワークショップ 

in 池袋

MPT WS 「ミーゴのまほう」

「One Day セッション」

「タネまき、タネまき、大きくなあれ！」

「リズミカル・キッチン」 通
年
開
催

年5回開催予定 大ホールホワイエ ティータイムコンサート13：00

通年 都内学校等 【都内の学校等で実施・非公開】
アウトリーチ・コンサート／アウトリーチ・ワークショップMPT MEP
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2022

11：00

9月18日（土）

9月19日（日）
小ホール 東京文化会館オペラBOX 

スペシャルハイライト15：00

9月9日（木） 小ホール 創遊・楽落らいぶ Vol.58
ー音楽家と落語家のコラボレーションー　三遊亭とん馬（落語）

9月下旬～11月上旬 都内文化施設 まちなかコンサート ～芸術の秋、音楽さんぽ～

10月20日（水） 小ホール 上野 de クラシック Vol.60　北村 陽（チェロ）

9月22日（水） 上野deクラシック Vol.59　若林 毅（テューバ）

11：00
8月21日（土）

8月22日（日）

8月23日（月）

小ホール 第19回東京音楽コンクール 第2次予選

弦楽部門

声楽部門

木管部門

16：00
8月27日（金）

8月29日（日）

8月31日（火）

大ホール 第19回東京音楽コンクール 本選

弦楽部門

声楽部門

木管部門

9月24日（金） 小ホール19：00

11：00

プラチナ・シリーズ 第1回　ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）MPT

MPT

7月下旬～9月19日（日）
ワークショップ1： オペラの登場人物になる《合唱・演技》
ワークショップ2： オペラに登場するものづくり《工作》
ワークショップ3： 舞台を学ぶ
                        《演出／舞台監督／衣裳／照明／音楽スタッフ／制作》

オペラをつくろう！MPT MEP

東京文化会館 他

8月4日（水）・7日（土） 大ホール オペラ夏の祭典2019–20 Japan⇔Tokyo⇔World
『ニュルンベルクのマイスタージンガー』14：00

18：00

18：00

11：00 小ホール

11月13日（土） 小ホール 上野deクラシック Vol.61　関 朋岳（ヴァイオリン） 他14：00

12月7日（火） 小ホール 上野deクラシック Vol.62　ザリナ・アルティエンバエヴァ（ソプラノ）11：00

1月3日（月） 大ホール 《響の森》Vol.49 「ニューイヤーコンサート2022」15：00

1月10日（月・祝） 大ホール 第19回東京音楽コンクール 優勝者＆最高位入賞者コンサート15：00

1月20日（木） 小ホール 創遊・楽落らいぶ Vol.60
ー音楽家と落語家のコラボレーションー11：00

11月5日（金） 小ホール 創遊・楽落らいぶ Vol.59
ー音楽家と落語家のコラボレーションー　桂 伸治（落語）11：00

11月20日（土） 小ホール15：00

19：00
プラチナ・シリーズ 第2回　野平一郎・堀 正文・堤 剛 ピアノ・トリオMPT

11月26日（金） 小ホール シャイニング・シリーズ Vol.9　東京文化会館チェンバーオーケストラMPT

12月22日（水） 小ホール19：00 プラチナ・シリーズ 第3回　ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテットMPT

2月14日（月） 小ホール19：00 プラチナ・シリーズ 第4回　小曽根 真（ピアノ）MPT

2月23日（水・祝） 小ホール シドニー国際ピアノコンクール優勝者によるリサイタル
シャイニング・シリーズ Vol.10MPT

3月8日（火） 小ホール19：00 ワルター・アウアー（フルート）＆アンネレーン・レナエルツ（ハープ）
プラチナ・シリーズ 第5回MPT

12月1日（水）～5日（日） 東京文化会館
としま区民センター ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈冬〉

MPT WS

10月30日（土） 小ホール 3歳からの楽しいクラシック　白石光隆（ピアノ）  渡邉千春（ヴィオラ）14：00 MPT

11月3日（水・祝） 小ホール コンビビアル・プロジェクト MPT WS
「東京文化会館リラックス・パフォーマンス」

2月5日（土）・6日（日） 小ホール シアター・デビュー・プログラム 「虫めづる姫君」《新制作》MPT

2月27日（日） 小ホール 東京ネットワーク計画　アフタヌーン・コンサートMPT WS

12月18日（土）・19日（日） 小ホール シアター・デビュー・プログラムMPT
平 常×宮田 大「Hamlet ハムレット」（2021年新演出）

15：00

14：00

14：00

14：00

7月28日（水） 小ホール 上野deクラシック Vol.58　秋山紗穂（ピアノ）11：00

7月25日（日）
小ホール

リハーサル室

夏休み子ども音楽会2021《上野の森文化探検》11：00/14：00

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
MPT WS 「あけてみよう！海のふしぎな宝箱」

未定

東京文化会館ミュージック・ワークショップ 
in 池袋

MPT WS

未定

Vol.1

Vol.2

14：00
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［原作］ W.シェイクスピア
［脚本・演出・美術・人形操演］
 平 常

［音楽構成・チェロ］宮田 大
［スタッフ］ 編曲：小林幸太郎

 照明：望月太介（ASG）
 音響：森 崇晃
 舞台監督：上原伸二
 演出助手：伊奈山明子

［曲目（予定）］J.Sバッハ：無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 プレリュードより
  ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌより　
  他全30曲程度

舞台芸術創造事業〈国際共同制作〉

［〈新制作〉全2部／原語（英語）上演 日本語字幕付］

能「経正」（第1部）と「羽衣」（第2部）を題材としたカイヤ・サーリアホのオペラ『オンリー・ザ・サウンド・リメインズ（Only the Sound Remains）』
（2016年）を、ヴェネツィア・ビエンナーレ他との国際共同制作による新たなプロダクションにより日本初演します。

オペラ『Only the Sound Remains –余韻–』（日本初演）

6月6日（日） 15：00

飯森範親
©山岸伸

大友直人
©Rowland 
Kirishima

木嶋真優

クラシック音楽と他ジャンルがコラボレーションしたオリジナル作品を、一流アーティストを起用して青少年向けに制作。
小学生を対象に「虫めづる姫君」、中高生には「Hamlet ハムレット」をお届けします。

シアター・デビュー・プログラム

昭和36(1961)年の開館以来、半世紀以上にわたり日本を代表する＂音楽の殿堂＂として輝かしい歴史を築いてきた東京文化会館は、
4月に開館60周年を迎えます。それを祝し、記念コンサートを開館日の4月7日に、「東京・春・音楽祭」との共催で開催します。

東京文化会館 バースデーコンサート

4月7日（水） 19：00

平 常×宮田 大「Hamlet ハムレット」（2021年新演出）
12月18日（土）・19日（日） 14：00

「虫めづる姫君」《新制作》
2022年2月5日（土）・6日（日） 15：00

［出演］ ダンス・演出・振付：我妻恵美子
 ピアノ・音楽監督・作編曲：加藤昌則
 ソプラノ（語り部）：三宅理恵
 フルート：上野由恵 
               ＊第2回東京音楽コンクール木管部門第1位
 クラリネット：濱崎由紀　他

［スタッフ］ 脚本：ペヤンヌマキ
  美術：松生紘子
  衣裳：武田久美子
  照明：望月太介（ASG）
  音響：末廣友紀（東京文化会館）
  演出助手：伊奈山明子　他

［曲目］ クラシック音楽の様々な時代と
 作曲家の作品から選出（予定）

［料金］ 「Hamlet ハムレット」S席5,500円  A席4,400円  B席2,200円  25歳以下2,200円＊  18歳以下1,100円＊

 「虫めづる姫君」小中学生1,100円＊  大人：S席3,300円  A席2,200円 
  ＊全席共通

［指揮］ 調整中
［出演］ 調整中
［管弦楽］東京都交響楽団
［曲目］ 調整中
［料金］ 調整中

東京文化会館で聴くオーケストラ・コンサート。6月は大友直人が出演。1月は毎年恒例のニューイヤーコンサートです。

《響の森》コンサート

Vol.48 Vol.49  ニューイヤーコンサート2022
6月9日（水） 19：00 2022年1月3日（月） 15：00

［出演］ 指揮：大友直人
 ヴァイオリン：木嶋真優
 管弦楽：東京都交響楽団

［曲目］ チャイコフスキー：
 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35
 他

［出演］ 指揮：飯森範親
 管弦楽：東京都交響楽団

［曲目］ 調整中

［料金］ S席7,700円  A席5,500円  B席3,300円  C席1,650円
都響会員：S席6,930円  A席4,950円 / シルバー（65歳以上/100枚限定）：S席6,930円 / ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金）：S席6,600円 / 25歳以下：S席3,850円 
※団体割引（S・A席/10名以上）あり。詳細は東京文化会館チケットサービスまでお問合せください。

大ホール 大ホール

大ホール

小ホール

2021年度 主催事業ラインアップ

カイヤ・
サーリアホ

クレマン・
マオ・タカス

森山開次

［音響］ クリストフ・レブレトン
［共同制作］ヴェネツィア・ビエンナーレ／パウラ・デ・ラ・ムジカ
［料金］ S席13,200円  A席11,000円  B席8,800円  C席6,600円 
 D席4,400円  E席2,200円

［作曲］ カイヤ・サーリアホ
［指揮］ クレマン・マオ・タカス
［演出・美術・衣裳・映像］ アレクシ・バリエール
［振付］ 森山開次
［出演］ 経正、天女：ミハウ・スワヴェツキ（カウンターテナー）

 行慶、白龍：ブライアン・マリー（バス・バリトン）
 ダンス：森山開次

［管弦楽］東京文化会館チェンバーオーケストラ
  ヴァイオリン：成田達輝 
                    ＊第5回東京音楽コンクール弦楽部門第1位及び聴衆賞
                    瀧村依里 ＊第3回弦楽部門第1位
  ヴィオラ：原 裕子 ＊第5回弦楽部門第2位
  チェロ：笹沼 樹 ＊第12回弦楽部門第2位
  カンテレ：エイヤ・カンカーンランタ
  フルート：カミラ・ホイテンガ
  打楽器：神戸光徳

［コーラス］新国立劇場合唱団
［美術・照明・衣裳］エティエンヌ・エクスブライア

平 常
©Daisuke Omori

宮田大 我妻恵美子

加藤昌則

MPT

オペラ夏の祭典2019‒20 Japan↔Tokyo↔World

［〈新制作〉全3幕／原語（ドイツ語）上演 日本語・英語字幕付］
『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

東京文化会館、新国立劇場、ザルツブルク・イースター音楽祭、ザクセン州立歌劇場による国際共同制作プロダクション。
指揮者 大野和士が、互いに絶大な信頼をおく東京都交響楽団と描き出す、ワーグナー音楽の真髄。

8月4日（水）・7日（土） 14：00

［作曲］ ワーグナー
［指揮］ 大野和士
［演出］ イェンス＝ダニエル・ヘルツォーク
［出演］ ザックス：トーマス・ヨハネス・マイヤー  
 ポーグナー：ビャーニ・トール・クリスティンソン  
 ベックメッサー：アドリアン・エレート  
 ヴァルター：ノルベルト・エルンスト  
 ダーヴィット：望月哲也  
 エーファ：林 正子  
 フォーゲルゲザング：村上公太  
 ナハティガル：近藤 圭  
 コートナー：青山 貴  
 ツォルン：秋谷直之  
 アイスリンガー：鈴木 准  
 モーザー：伊藤達人  
 オルテル：友清 崇  
 シュヴァルツ：長谷川 顯  
 フォルツ：妻屋秀和  
 マグダレーネ：小林由佳  
 夜警：ギド・イェンティンス

［管弦楽］東京都交響楽団
［合唱］ 新国立劇場合唱団、二期会合唱団
［スタッフ］ 美術：マティス・ナイトハルト

 衣裳：シビル・ゲデケ
 照明：ファビオ・アントーチ
 振付：ラムセス・ジグル
 演出補：ハイコ・ヘンチェル

大野和士 イェンス＝ダニエ
ル・ヘルツォーク
©Ludwig Olah

トーマス・
ヨハネス・
マイヤー

ビャーニ・トール・
クリスティンソン

アドリアン・
エレート

望月哲也
©FUKAYA_
Yoshinobu auraY2

林 正子
©anju

大ホール

シルバー（65歳以上）：S席12,100円
ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金）：S席11,550円
25 歳以下：A席3,300円
※団体割引（S～C席/10名以上）あり。詳細は東京文化会館チケットサービスまで
お問合せください。

販売中

9月18日（土）発売

Vol.48：3月12日（金）発売、Vol.49：10月1日（金）発売

［制作］ 東京文化会館／新国立劇場／ザルツブルク・イースター音楽祭／
 ザクセン州立歌劇場

［料金］ S席29,700円  A席23,100円  B席18,700円  C席14,300円
 D席9,900円  E席5,500円  F席3,300円  
 25歳以下3,300円（A・B席/数量限定）

ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金）：S席26,730円  A席20,790円
※団体割引（S・A席/10名以上、数量限定）あり。詳細は東京文化会館チケットサー
ビスまでお問合せください。

4月3日（土）発売

アレクシ・
バリエール

ミハウ・
スワヴェツキ

ブライアン・
マリー©Sadato Ishizuka

©Vasco 
Pretobranco

©KINYA OTA
(MILD)

11月6日（土）発売

※やむを得ない事情により、内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。
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「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・シリーズをお楽しみください。 将来の音楽界を担い、東京文化会館から羽ばたく新進アーティストの熱演に、どうぞご期待ください！

東京音楽コンクール入賞者によるクラシックコンサートをお楽しみください。

国内外に活躍の場を広げている若手実力派が出演する、工夫をこらしたプログラムをお楽しみください。

上野公園の文化施設と近隣エリアで1日楽しめる、東京文化会館ならではのコンサートをお楽しみください。

プラチナ・シリーズ 第19回東京音楽コンクール

上野 de クラシック

シャイニング・シリーズ

夏休み子ども音楽会2021《上野の森文化探検》

7月25日（日） 11：00／14：00

第2次予選

本選

小ホール

MPT

大ホール

［料金］ 指定1,100円

［料金］ 指定2,200円
シルバー（65歳以上）：1,980円 / ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金）：
1,760円 / 25歳以下：1,100円

8月21日（土） 11：00  弦楽部門
8月22日（日） 11：00  声楽部門
8月23日（月） 11：00  木管部門

8月29日（日） 16：00  声楽部門
指揮：大井剛史  管弦楽：東京交響楽団

8月31日（火） 18：00  木管部門
指揮：梅田俊明  管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団

指揮：角田鋼亮  管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
8月27日（金） 18：00  弦楽部門

［料金］ 5回セット券：S席24,750円  A席19,800円
 1回券：S席5,500円  A席4,400円  B席2,750円  
             25歳以下1,100円（全席共通）

2022年1月10日（月・祝） 15：00

優勝者＆最高位入賞者コンサート 大ホール

［料金］ S席2,750円  A席1,650円
シルバー（65歳以上）：S席2,475円
ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金）：S席2,200円
25歳以下：1,100円（全席共通）

［出演］ ソリスト：各部門の優勝者または最高位入賞者
 指揮：下野竜也
 管弦楽：読売日本交響楽団
 司会：朝岡 聡

［出演］ 弦楽四重奏：東京都交響楽団メンバーによるアンサンブル
 ピアノ：山田剛史 ＊第5回東京音楽コンクールピアノ部門第1位及び聴衆賞

［曲目］ モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク 
 　ト長調 K.525より 第1楽章
 チャイコフスキー：バレエ『眠れる森の美女』より ワルツ
 チャイコフスキー：バレエ『くるみ割り人形』より トレパック
 チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』より 情景
 ストラヴィンスキー＝アゴスティ：バレエ『火の鳥』より 
 　魔王カスチェイの凶悪な踊り、子守歌、終曲
 シューマン：ピアノ五重奏曲 変ホ長調 Op.44より 第1楽章  他

11月26日（金） 19：00
Vol.9  東京文化会館チェンバーオーケストラ

［出演］ ヴァイオリン：依田真宣 ＊第4回東京音楽コンクール弦楽部門第2位  他
［曲目］ モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488　他

2022年2月23日（水・祝） 14：00
Vol.10  シドニー国際ピアノコンクール優勝者によるリサイタル

［出演］ 2021年シドニー国際ピアノコンクール優勝者
［曲目］ 調整中

［料金］ 指定3,300円  25歳以下1,100円

「上野1dayパス」参加予定施設（割引・無料）
東京都恩賜上野動物園、東京都美術館、東京国立博物館、国立国会図書
館国際子ども図書館、東京藝術大学大学美術館、旧東京音楽学校奏楽堂、
下町風俗資料館、都立旧岩崎邸庭園

［料金］ 小中学生1,100円（全席共通）  大人：S席2,200円  A席1,100円

小ホール

小ホール

小ホール

小ホール

12月22日（水） 19：00
第3回 ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテット

［出演］ トランペット：ガボール・タルケヴィ
 　　　　      ギヨーム・ジェル 
 ホルン：トーマス・イェプストル 
 トロンボーン：マーク・ガール 
 テューバ：アレクサンダー・フォン

［曲目］ 調整中

2022年2月14日（月） 19：00
第4回 小曽根 真 

［出演］ ピアノ：小曽根 真
［曲目］ 当日発表

小曽根 真
©久富健太郎

11月20日（土） 15：00
第2回 野平一郎・堀 正文・堤 剛　ピアノ・トリオ 

［出演］ ピアノ：野平一郎
 ヴァイオリン：堀 正文
 チェロ：堤 剛

［曲目］ ベートーヴェン：
 ピアノ三重奏曲第7番 
 変ロ長調
          「大公」Op.97　他

野平一郎
©YOKO  
SHIMAZAKI

堀 正文 堤 剛
©鍋島徳恭

9月24日（金） 19：00
第1回 ライナー・キュッヒル

［出演］ ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル
 ピアノ：加藤洋之

［曲目］ ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 
 第1番 ト長調「雨の歌」Op.78　他 ライナー・

キュッヒル
©Winnie Kuechl

2022年3月8日（火） 19：00

第5回 ワルター・アウアー（Fl）＆
アンネレーン・レナエルツ（Hp）

［出演］ フルート：ワルター・アウアー
 ハープ：アンネレーン・レナエルツ

［曲目］ 調整中

MPT

5月22日（土）～6月5日（土）まで販売5回セット券

8月21日（土）発売

5月6日（木）発売

5月6日（木）発売

4月24日（土）発売

Vol.9：8月21日（土）発売、Vol.10：11月13日（土）発売

※Vol.63以降は決まり次第、公式ウェブサイトなどでお知らせいたします。

［料金］ ★指定1,100円  ★★指定1,650円  ★★★指定2,200円
Vol.54～59：販売中、Vol.60～62：7月28日（水）発売

第1回：6月26日（土）発売
第2回：8月21日（土）発売
第3回：9月25日（土）発売
第4回・第5回：12月4日（土）発売

1回券

Vol.54 伊藤雄太（トロンボーン）  ★

4月21日（水） 11：00～12：00
［出演］ トロンボーン：伊藤雄太 ＊第18回金管部門第1位

 ピアノ：曽根恭子
［曲目］ カルバチェ：トロンボンシロ

 デュファイ：２つの舞曲  他

Vol.58 秋山紗穂（ピアノ）  ★

7月28日（水） 11：00～12：00
［出演］ ピアノ：秋山紗穂 ＊第17回ピアノ部門第1位及び聴衆賞
［曲目］ C.シューマン：R.シューマンの主題による変奏曲 

  嬰ヘ短調 Op.20
 R.シューマン： 謝肉祭 Op.9
 プロコフィエフ：トッカータ ニ短調 Op.11　他

Vol.60 北村 陽（チェロ）  ★
10月20日（水） 11：00～12：00

［出演］ チェロ：北村 陽 ＊第18回弦楽部門第3位

Vol.61 ピアノ五重奏  ★★★

11月13日（土） 14：00～16：00
［出演］ ヴァイオリン：関 朋岳 ＊第16回弦楽部門第1位
 ヴァイオリン：東條太河
 ヴィオラ：田原綾子 ＊第11回弦楽部門第1位及び聴衆賞
 チェロ：築地杏里
 ピアノ：秋山紗穂 ＊第17回ピアノ部門第1位及び聴衆賞

Vol.62 ザリナ・アルティエンバエヴァ（ソプラノ）  ★

12月7日（火） 11：00～12：00
［出演］ソプラノ：ザリナ・アルティエンバエヴァ 

              ＊第16回声楽部門第1位及び聴衆賞
 ピアノ：酒井愛可

Vol.57 木管三重奏（トリオ・ダンシュ）  ★★

6月18日（金） 11：00～12：00
［出演］ オーボエ：𠮷村結実 ＊第9回木管部門第3位

 クラリネット：アレッサンドロ・ベヴェラリ ＊第15回木管部門第1位
 ファゴット：柿沼麻美 ＊第13回木管部門第3位

［曲目］ イベール ：5つの小品
 ミヨー ：コレットの
 　主題による組曲 
 　Op.161　他

Vol.56 田原綾子（ヴィオラ）  ★★

5月20日（木） 19：00～20：00
［出演］ ヴィオラ：田原綾子 ＊第11回弦楽部門第1位及び聴衆賞

 ピアノ：實川 風
［曲目］ ショスタコーヴィチ：

 ヴィオラ・ソナタ ハ長調 Op.147
 ラフマニノフ：チェロ・ソナタ Op.19（ヴィオラ版）

田原綾子
©Hisashi Morifuji

𠮷村結実 アレッサンドロ・
ベヴェラリ

柿沼麻美

伊藤雄太 秋山紗穂

Vol.55 佐々木つくし（ヴァイオリン）  ★

5月6日（木） 11：00～12：00
［出演］ ヴァイオリン：佐々木つくし ＊第18回弦楽部門第2位

 ピアノ：日下知奈 ＊第3回ピアノ部門第3位
［曲目］ ベートーヴェン：

 ヴァイオリンソナタ第6番 イ長調 Op.30-1
 ショーソン：詩曲 Op.25  他

佐々木つくし
若林 毅

Vol.59 若林 毅（テューバ）  ★

9月22日（水） 11：00～12：00
［出演］ テューバ：若林 毅 ＊第18回金管部門第2位
 ピアノ：宮阪優奈

［曲目］ C.シューマン ： ３つのロマンスOp.21
 マドセン ： 
 テューバとピアノのためのソナタ Op.34　他

©Ayane Shindo

※やむを得ない事情により、内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。
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Workshop Workshop!

コンビビアル・プロジェクト「東京文化会館 リラックス・パフォーマンス」

リラックス・パフォーマンスとは、通常の公演と異なり、完全な静寂でなくても
鑑賞を楽しめる環境の公演です。自閉症やコミュニケーション障害、発達障
害などにより劇場や音楽ホールでの従来の音楽鑑賞に不安がある方もご家

族・介助者と安心してご鑑賞いただけます。また、「クラシック音楽公演は鑑
賞マナーが厳しくて行きにくい」と思われる方や、4歳以上のお子様にもお楽
しみいただけます。ナビゲート付きの初心者プログラムです。

11月3日（水・祝） 14：00

［出演］ ナビゲーター：桜井しおり（東京文化会館ワークショップ・リーダー）
 ピアノ：小林海都 ＊第11回東京音楽コンクールピアノ部門第2位 
 HONOカルテット ヴァイオリン：岸本萌乃加 
  　　　　　　＊第9回弦楽部門第1位
  ヴァイオリン：林 周雅 
  ヴィオラ：長田健志
  チェロ：蟹江慶行

小ホールMPT WS

WS

Vol.1  9月18日（土） 15：00
［演目］「魔笛」「泣いた赤おに」「ヘンゼルとグレーテル」

東京音楽コンクール入賞者を起用して、初めて観る方にも楽しめるオペラをお届けしてきた本シリーズ。
今年度は過去の上演演目からハイライト版をお届けします。

音楽を通じた、0歳児から大人まで幅広い年齢層に向けた多様な事業を展開します。国内外の施設と連携し、
様々なタイプのワークショップを開催すると共に、ワークショップ・リーダーの育成などを多角的に展開し、音楽と身近に接する機会を提供します。

音楽と落語を楽しめるお得なコンサート。第1部はミニコンサート、第2部は落語と音楽のコラボレーションでお届けします。

普段目にすることのできない舞台袖や楽屋の見学、アーティストが残した貴重なサインなど、見どころいっぱいのツアーです。

東京文化会館オペラBOX スペシャルハイライト Vol.1/Vo.2

創遊・楽落らいぶ  ─音楽家と落語家のコラボレーション─

東京文化会館バックステージツアー

5月18日（火）／5月19日（水）

Vol.2  9月19日（日） 15：00
［演目］「椿姫」「トスカ」「カルメン」

［総合演出］恵川智美
［指揮］ 須藤桂司
［出演］ ソプラノ：清水理恵 

 　　　　 ＊第7回東京音楽コンクール声楽部門第1位及び聴衆賞
 ソプラノ：上田純子 ＊第8回声楽部門第1位
 メゾソプラノ：富岡明子 ＊第1回声楽部門第3位
 テノール：村上敏明 ＊第3回声楽部門第3位
 テノール：宮里直樹 ＊第10回声楽部門第2位〈最高位〉及び聴衆賞
 テノール：小堀勇介 ＊第16回声楽部門第2位  他

［対象］ 中学生以上　［定員］各回30名限定（お一人様1日1回限り）

［料金］ 参加費1,100円（保険料含む）

［出演］ 落語：三遊亭遊之介　他 ［演目］「青菜」

Vol.56  5月14日（金） 11：00～12：00  ★

［出演］ 落語：春風亭愛橋　他
［演目］「お菊の皿」イラスト＆英語字幕付

Vol.57  7月15日（木） 19：00～20：30  ★★

［出演］ 落語：三遊亭とん馬　他 ［演目］「稽古屋」

Vol.58  9月9日（木） 11：00～12：00  ★

［出演］ 落語：桂 伸治　他　　　　［演目］「宿屋の仇討」

Vol.59  11月5日（金） 11：00～12：00  ★

Vol.60  2022年1月20日（木） 11：00～12：00  ★

7月15日（木）～18日（日）
［料金］ 参加料550円

ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈夏〉

12月1日（水）～5日（日）
［料金］ 参加料550円

ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈冬〉

7月15日（木）～12月5日（日）
［対象］ 18歳以上／アーティスト（音楽家、ダンサーなど）、教職員、
 学生、音楽ワークショップ・リーダーの活動に興味がある方

［定員］ 15～20名
［料金］ 受講料11,000円（予定）  

 募集期間：4月30日（金）～5月7日（金）必着

ワークショップ・リーダー育成プログラム

ポルトガルの音楽施設「カーザ・ダ・ムジカ」と連携し、 都内各地で様々なワークショップを開催する他、
ワークショップ・リーダー育成プログラムも実施します。国際連携企画

サーシャのひみつの贈りもの
©Mino Inoue

タネまき、タネまき、大きくなあれ！
©Mino Inoue

チーズを探せ！
くいしんぼうネズミ！
©Mino Inoue

とびだせ！おんがくたんけん隊
©Mino Inoue

ミーゴのまほう
©Mino Inoue

旅するヨーロッパ
©Mino Inoue

MPT

2021年度 主催事業ラインアップ

小ホール

小ホール

大ホール

［スタッフ］ 演出補：伊奈山明子
 照明：望月大介
 衣裳：増田恵美
 児童合唱指導：田中美佳
 舞台監督：穂積千寿

［料金］ 指定3,850円
シルバー（65歳以上）・ハンディキャッ
プ（介添え1名まで同一料金）・25歳
以下：3,465円

※詳しくは9ページをご覧ください。
［関連企画］ワークショップ「オペラをつくろう！」 MPT

小堀勇介宮里直樹村上敏明

富岡明子上田純子清水理恵

HONOカルテット小林海都桜井しおり

6月12日（土）
「ミーゴのまほう」　11：00（6～18か月）／13：30（3～4歳）
  15：00（4歳～小学校低学年）
「One Day セッション」　 18：00（小学生～大人）

4月24日（土）
「One Day セッション」　 19：00（小学生～大人）

6月13日（日）
「タネまき、タネまき、大きくなあれ！」　10：00（19～35か月）／11：30（3～4歳）
「リズミカル・キッチン」　14：30（小学生～大人）

5月27日（木）
「チーズを探せ！くいしんぼうネズミ！」　10：30（6～18か月）／12：00 
  （19～35か月）／15：00（3～4歳）
「Shall we シング？」　11：00（50歳以上） ※20歳以上も参加可

5月12日（水）
「咲かせよう！音楽の花」　10：30（6～18か月）／12：00（19～35か月）
  15：00（3～4歳）

「筝と一緒にコロリンシャン！」　11：00（18歳以上）

4月19日（月）
「とびだせ！おんがくたんけん隊」　10：30（6～18か月）／12：00（19～35か月）
「とびだせ！おんがくたんけん隊」（簡単な手話付き）　15：00（3～6歳[未就学児]）

東京文化会館ミュージック・ワークショップ リハーサル室

東京文化会館ミュージック・ワークショップ in 池袋 東京芸術劇場

東京文化会館 大田区民ブラザ

東京文化会館 としま区民センター

東京文化会館 他

小ホール

［料金］ 指定1,100円
 車椅子席・
 鑑賞サポート席
 （ボディソニック 他）
 1,100円

6月19日（土）発売

7月31日（土）発売

4月10日（土）発売

［料金］ ★指定1,100円  ★★指定1,650円
Vol.56：3月11日（木）発売、Vol.57：4月17日（土）発売
Vol.58：6月18日（金）発売、Vol.59：9月9日（木）発売
Vol.60：11月5日（金）発売

春風亭愛橋

三遊亭遊之介

※9月以降は決まり次第、公式ウェブサイトなどでお知らせいたします。
［料金］ 参加料550円 4～5月分：3月7日（日）発売、6月分：4月19日（月）発売

※やむを得ない事情により、内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。

MEP

東京文化会館が主催する公演を活用しながら、広く一般的に、特に次代
を担う子供たちに向けて企画した「創造性」と「参加性」を重視した音楽教
育プログラムです。

Music Education Program

ワークショップ「カイヤ・サーリアホが描く音風景」

主催公演に出演するアーティストによるワークショップを開催します。

Talk & Lesson 7月下旬～9月19日（日）
［対象］ 小学生～高校生 20名程度
［料金］ 参加料2,200円  募集期間：5月（予定）

ワークショップ①：オペラの登場人物になる《合唱・演技》

8月中旬
［対象］ 小学生 各回30～40名程度
［料金］ 参加料550円  募集期間：6月（予定）

ワークショップ②：オペラに登場するものづくり《工作》

7月下旬～9月19日（日）
［対象］ 大学生及び舞台デザインやアートマネジメントを専門的に学んで

いる方、舞台デザイナーや舞台制作者を目指している方（18～25
歳程度） 5～10名

［料金］ 参加料2,200円  募集期間：6月（予定）

ワークショップ③：舞台を学ぶ
《演出／舞台監督／衣裳／照明／制作》

「東京文化会館オペラ BOX」と連動したワークショップを実施します。

オペラをつくろう！ 

アウトリーチ・コンサート
アウトリーチ・ワークショップ
東京文化会館に行こう！～校外学習対象プログラム～

都内の学校で、東京音楽コンクール入賞者によるコンサートや、専門的な 
楽器指導を行うクリニック、東京文化会館ワークショップ・リーダーによる 
ワークショップを開催します。（非公開）

アウトリーチ・コンサート & ワークショップ

MPT

6月1日（火） 19：00
［料金］ S席2,200円  A席1,650円  25歳以下1,100円（全席共通）

4月17日（土）発売
小ホール
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東京ネットワーク計画

共催公演

東京音楽コンクール
入賞者リサイタル
東京音楽コンクールの入賞者特典
として開催します。
年7回開催予定

アフタヌーン・コンサート
東京文化会館では「東京ネットワーク計画」を通じて若手アーティスト支援
に力を入れている文化施設・芸術団体と繋がり、若手アーティストとお客様
との出会いを結ぶ取組みとしてアフタヌーン・コンサートを開催します。

フレッシュ名曲コンサート 都内のホールと共催で開催するオーケストラ・コンサート。東京音楽コンクール入賞者がソリストとして多数活躍しています。

亀居優斗 クラリネット・リサイタル

［出演］ クラリネット：亀居優斗 ＊第17木管部門第3位及び聴衆賞  他
［曲目］ ブートリー：ASUKA、ライネッケ：ウンディーネ Op.167、ブーレーズ：ドメーヌ

 ベンジャミン：ラヴェルの墓、R.シュトラウス：ソナタ 変ホ長調 Op.18　他
［料金］ 指定3,000円　学生2,000円

2022年2月27日（日） 14：00

まちなかコンサート ～芸術の秋、音楽さんぽ～

東京音楽コンクール入賞者等が出演し、
都内文化施設等で無料コンサートを開催します。

9月下旬～11月上旬（予定）

［会場］ 東京文化会館、江戸東京たてもの園、東京都美術館 東京国立博
物館、国立西洋美術館、国立科学博物館、国立国会図書館国際
子ども図書館、旧岩崎邸庭園、下町風俗資料館付設展示場旧吉
田屋酒店（予定）

［出演］ 東京音楽コンクール入賞者  他
［料金］ 入場無料（施設への入場・入園料が別途必要な場合があります）

MPT

［料金］ 指定1,650円

※出演者・曲目は決まり次第お知らせします。

ティータイムコンサート

大ホールホワイエで東京都交響楽団メンバーによる
約40分のコンサートをお楽しみください。

13：00～13：40  他　
年5回開催予定

※出演者・曲目は決まり次第お知らせします。
［料金］ 入場無料

MPT

大ホール
ホワイエ

3歳からの楽しいクラシック

3～6歳のおともだち！みて、きいて、たのしもう！

10月30日（土） 14：00～15：00

MPT 小ホール 小ホール

白石光隆
©岩切 等

渡邉千春

2021年度 主催事業ラインアップ

亀居優斗

［日時・会場］
6月12日（土） 15：00 くにたち市民芸術小ホール【室内楽公演】
9月5日（日） 14：00 なかのZERO
9月5日（日） 17：30 サントリーホール
9月18日（土） 14：00 サンパール荒川
9月20日（月・祝） 15：00 オリンパスホール八王子
11月14日（日） 14：30 きゅりあん
11月21日（日） 14：00 かつしかシンフォニーヒルズ
11月21日（日） 15：00 秋川キララホール
11月23日（火・祝） 15：00 小平市民文化会館（ルネこだいら）
11月23日（火・祝） 15：00 たましんＲＩＳＵＲＵホール（立川市市民会館）
11月27日（土） 14：00 ティアラこうとう
11月28日（日） 14：00 調布市グリーンホール

12月4日（土） 15：00 北とぴあ
12月18日（土） 14：30 板橋区立文化会館

2022年
1月23日（日） 15：00 武蔵野市民文化会館
1月30日（日） 14：00 府中の森芸術劇場
1月30日（日） 15：00 新宿区立新宿文化センター
2月13日（日） 14：00 練馬文化センター
2月27日（日） 15：00 福生市民会館
3月5日（土） 15：00 めぐろパーシモンホール
3月6日（日） 14：00 西東京市保谷こもれびホール
日程調整中  としま区民センター【室内楽公演】

音楽資料室は今年開室60周年を迎えます。
節目であるこの機会に《ふるきをたずね、新しきを知る》
「温故知新」をキーワードに、昭和初期の楽譜に
スポットを当ててご紹介します。

音楽資料室は、東京文化会館4階にある音楽専門の図書館です。
クラシック音楽を中心とした資料（楽譜、CD・LP、映像など）や
東京文化会館公演プログラムを所蔵しており、
無料で閲覧・視聴ができます。

音楽資料室より

所蔵
資料
のご
紹介 ▶ 利用案内はこちら

東京都交響楽団
第924回 
定期演奏会Aシリーズ

主催公演のご案内

　2021年度開幕は、音楽監督・大野和士指揮による、マーラーの第1交
響曲です。野心に燃える青年マーラーが破格の編成で繰り出す音の奔流
は、いつ聴いても新鮮な衝撃に満ちています。
　前半は、都響が誇る首席打楽器奏者・安藤芳広の独奏で、現代フィン
ランドのベテラン作曲家カレヴィ・アホのティンパニ協奏曲の日本初演。躍
動感と抒情が練達の書法で絶妙にブレンドされた驚くべき傑作をぜひお
聴きください。

大野和士 ©Rikimaru Hotta 安藤芳広 ©T.Tairadate

場所 東京文化会館

チケット　3月中旬発売予定

日時 2021年4月20日（火） 
 19：00開演（18：15開場）

出演 指揮：大野和士
 ティンパニ：安藤芳広（都響首席奏者）

曲目 カレヴィ・アホ：ティンパニ協奏曲（2015）
　　　　　　　　　　　　　　　　［日本初演］ 
 マーラー：交響曲第1番 ニ長調《巨人》 

WS

都響ガイド

0570-056-057
（月－金：10時〜18時／土日祝休み）
（主催公演開催日等は休業または営業時間が変更となります）

都響WEBチケット

https://www.tmso.or.jp
（インターネットで座席を選んで購入できます）

ご予約・お問い合わせ

　写真の楽譜は全て昭和初期に出版されたもので、その多
くは今ではあまり見かけない当時の流行歌のハーモニカ譜
です。郷愁を感じながら表紙を眺めていると、レトロな文字
の質感や大胆な構図など、懐かしさの中に存在する新しさ
を発見するのが楽しくて時間を忘れて見入ってしまいます。
　これらは表紙デザインが 1930 年代を窺えるものとして、
昨年東京都庭園美術館で行われた展覧会「東京モダン生
活」で展示されました。

Music Program TOKYO
　世界的な芸術文化都市東京として、音楽文化の活性
化を目指し、「創造性」と「参加性」を柱とした多様な事業
を年間を通して一体的に展開する音楽プログラムです。
　クラシック音楽を基軸にしつつ、様々な分野のアーティ
ストや文化施設等と連携して多彩な公演を実施する

《 Enjoy Concerts! 》、海外の芸術機関や国内外の教
育・ 社 会 福 祉 機 関 等 と 連 携 し た《 Wo r k s h o p 
Workshop!》、そのほかの教育普及プログラムを《Music 
Education Program》として開催することで、東京の音
楽文化に刺激を与え、世界に向け発信していきます。

随時更新中！TICKET
□ 東京文化会館チケットサービス
 03-5685-0650  t-bunka.jp/tickets/
□ 都響ガイド  0570-056-057  tmso.or.jp
□ チケットぴあ  0570-02-9999  t.pia.jp
□ イープラス  eplus.jp/t-bunka/
□ ローソンチケット
 0570-000-407  l-tike.com
□ カンフェティ
 0120-240-540  confetti-web.com
※公演により取扱いのないプレイガイドもございます。

t-bunka.jp
@tbunka_official

［お問合せ］東京文化会館 事業係
03-3828-2111（代表）
※未就学児の入場はご遠慮ください（一部の
コンサート／ワークショップを除く）。
※料金は税込みです。

MPT MEPWS

新型コロナウイルス感染症の流行状況の変化等により、
公演中止及び出演者・曲目等が変更になる場合があります。
最新の情報は都響ホームページをご確認ください。

5月9日（日） 14：00

［出演］ ピアノ：白石光隆
 ヴィオラ：渡邉千春
 　　       ＊第2回東京音楽コンクール
 　　       弦楽部門第3位

［曲目］ 調整中
［料金］ 指定1,100円　3～6歳550円

7月31日（土）発売
11月13日（土）発売

小ホール

※やむを得ない事情により、内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。
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東京文化会館メンバーズ

会館からのお知らせ

▶お申込み方法・
詳細はこちら

▶お申込み方法や
詳細についてはこちら

これまで、長年ご愛顧いただいておりました各種会員制度を一本化し、新しい会員制度
「東京文化会館メンバーズ」を2021年4月にスタートいたします。

ぜひご登録いただき、訪れた春とともに最新の情報を先取りしてみませんか？

最新の情報をお届けします
2021年4月スタート！

東京文化会館は、2021年4月7日に、開館60周年を迎えます。
さらに多くの皆様とともに＂これからの東京文化会館＂を育てていくため、皆様からのご支援を

いただける制度を下記にご紹介させていただきます。
今後ともご愛顧いただきますよう、そして格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ご支援のお願い

東京文化会館賛助会員制度
2021年4月から、当館の事業に継続的にご支援をいただ
くことができる賛助会員制度を開始いたします。

会員期間中、下記の発行物を郵送にてお届けいたします。
・東京文化会館情報誌「音脈」（年4回発行）

・東京文化会館「アニュアル・レポート」（年1回年度末発行）
会員期間中、稽古見学等主催事業の状況をご確認いただける機会をご
案内する予定です（年1回程度）。

会員期間：1年間

※別途随時お受けしております。一般
寄附（1口2,000円）10口分相当
※寄附金に対する税法上の優遇措置
が適用されます。

会費：20,000円 

東京文化会館オフィシャル・パートナー
東京文化会館では、企業・団体様向けの協賛制度「東京
文化会館オフィシャル・パートナー」をご用意しております。

1口30万円（年額・税込）

プラチナ・パートナー　10口以上
ゴールド・パートナー　5～9口
パートナー　1～4口

パートナー区分に応じ、
各種特典をご用意しております。 

（例：公演ご招待／チラシ・プログラム
への法人名掲載／エントランスロビー
でのご芳名掲出など）

▶ご登録・詳細はこちら

東京文化会館
メンバーズ
4月1日より
新規ご登録
開始予定

①ご登録いただいた方へメールにて
　最新の情報をお届けいたします。
②ご覧になった情報から購入したいチケットを

24時間いつでもご購入できます。

東京文化会館メンバーズについて
友の会 Club Wa-Wa 会員
メンバーズへの登録方法は
別途会報誌でご案内します。
※会員期間終了日は、
各会員様によって異なります。

チケット会員
お手続き不要で
移行させていただきます。

メールマガジン会員
メンバーズへの登録方法は別途
メールマガジンでご案内します。

３制度を
統合
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イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

［演目］ヴェルディ：歌劇『マクベス』
［出演］お話：リッカルド・ムーティ 他
［料金］指定3,500　U-25：2,000　ライブ配信視聴料2,000

リッカルド・ムーティによる《マクベス》作品解説9
19:00
金

東京春祭 合唱の芸術シリーズvol.8

［指揮］シュテファン・ショルテス
［出演］調整中
［管弦楽］東京都交響楽団
［合唱］東京オペラシンガーズ
［曲目］モーツァルト：レクイエム ニ短調 K.626 他  
［料金］S14,500　A11,000　B9,000　C7,000　D5,000　
　　　E4,000　U-25：2,500　ライブ配信視聴料2,500

モーツァルト《レクイエム》11
15:00
日

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.2

［演目］プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』（全4幕）
［指揮］フランチェスコ・イヴァン・チャンパ
［出演］ミミ：アドリアナ・ゴンザレス
　　　ロドルフォ：ジョシュア・ゲレーロ
　　　マルチェッロ：マルコ・カリア
　　　ムゼッタ：ミカエラ・マルク 他

［合唱］東京オペラシンガーズ
［管弦楽］読売日本交響楽団
［料金］S23,000　A18,500　B14,500　C11,000　D8,000
　　　E5,000　U-25：2,500　ライブ配信視聴料2,500

《ラ・ボエーム》（演奏会形式／字幕付）15
18:30
木

18
15:00
日

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

［演目］ヴェルディ：歌劇『マクベス』（全4幕）
［指揮］リッカルド・ムーティ
［出演］マクベス：ルカ・ミケレッティ
　　　バンコ：リッカルド・ザネッラート
　　　マクベス夫人：アナスタシア・バルトリ 他

［合唱］イタリア・オペラ・アカデミー合唱団
［管弦楽］東京春祭オーケストラ
［料金］S26,000　A21,500　B17,500　C13,500　D9,500
　　　E5,500　U-25：2,500　ライブ配信視聴料2,500

リッカルド・ムーティ指揮《マクベス》（演奏会形式／字幕付）19
18:30
月

21
18:30
水

問東京·春·音楽祭実行委員会 03-5205-6497

主催公演 東京文化会館主催公演　問東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650

小ホール 22日［木］・23日［金］休館日大ホール公演情報 4 月 令和3年（2021年）

東京・春・音楽祭2021

東京春祭ワーグナー・シリーズvol.12

［演目］ワーグナー：舞台神聖祝典劇『パルジファル』（全3幕）
［指揮］マレク・ヤノフスキ
［出演］パルジファル：クリスティアン・エルスナー
　　　クンドリ：エレーナ・ツィトコーワ
　　　アムフォルタス：クリスティアン・ゲルハーヘル 他

［合唱］東京オペラシンガーズ
［管弦楽］NHK交響楽団
［料金］S23,000　A18,500　B14,500　C11,000　D8,000
　　　E5,000　U-25：2,500　ライブ配信視聴料2,500

《パルジファル》（演奏会形式／字幕付）2
15:00
金

4
15:00
日

7
19:00
水

［指揮］調整中
［出演］調整中
［管弦楽］東京都交響楽団
［曲目］調整中
［料金］調整中

主催公演 関連情報P5

東京文化会館 バースデーコンサート

20
19:00
火

［指揮］大野和士
［出演］安藤芳広（Tim）都響首席奏者
［曲目］カレヴィ・アホ：ティンパニ協奏曲［日本初演］　
　　　マーラー：交響曲第1番 ニ長調≪巨人≫

［料金］未定
問都響ガイド 0570-056-057　

東京都交響楽団 第924回定期演奏会Aシリーズ
関連情報P11

東京・春・音楽祭2021

3
18:00
土

6
19:00

9
19:00
金

［出演］加藤知子（Vn） 矢部達哉（Vn） 川本嘉
子（Va） 横溝耕一（Va） 向山佳絵子（Vc） 

［曲目］ブラームス：弦楽五重奏曲第1番 他 
［料金］S6,000 A4,500 U-25：1,500 ライ
ブ配信視聴料1,500

ブラームスの室内楽 VIII

［曲目］スクリャービン：詩曲「焔に向かって」 
他 ［料金］S6,500 A5,000 U-25：1,500 
ライブ配信視聴料1,500

オリ・ムストネン（Pf）

［曲目］スメタナ：ピアノ三重奏曲 他
［料金］S5,000 A3,500 U-25：1,500 ライ
ブ配信視聴料1,500

Horszowski Trio ─ジェシー・ミルス（Vn）、
オーレ・アカホシ（Vc）、相沢吏江子（Pf）

17
18:00
土

［出演］オラフ・マニンガー（Vc） オハッド・ベ
ン＝アリ（Pf） ［曲目］ブラームス：チェロ・ソナ
タ第1番 他 ［料金］S6,000 A4,500 U-25： 
1,500 ライブ配信視聴料1,500

オラフ・マニンガー（Vc）

13
14:00
火 ［出演］東京オペラシンガーズ 寺嶋陸也（Cond・

Pf） ［曲目］わらべうたメドレー 他 ［料金］指定
4,000 U-25：1,500 ライブ配信視聴料1,500

合唱で聴く美しい日本のうた
にほんのうたX〜東京オペラシンガーズ

19:00

［出演］山本友重（Vn） 鈴木 学（Va） 田中雅弘
（Vc） 池松 宏（Cb） 他 ［曲目］R.シュトラウス
（R.レオポルト編）：メタモルフォーゼン（弦楽七
重奏版） 他 ［料金］S5,500 A4,000 U-25：
1,500 ライブ配信視聴料1,500

都響メンバーによる室内楽

問東京·春·音楽祭実行委員会 03-5205-6497

火

［曲目］ブラームス：ティークの「マゲローネ」に
よるロマンス ［料金］S6,500 A5,000 U-25：
1,500 ライブ配信視聴料1,500

東京春祭 歌曲シリーズ vol.28
マルクス・アイヒェ（Br）＆
クリストフ・ベルナー（Pf）

10
土

13:00
第I部

16:00
第II部

19:00
第III部

［企画構成・お話］小宮正安 
［曲目］フンパーディンク：『ヘンゼルとグレーテ
ル』より 他 ［料金］指定 3公演通し券8,500 
各回券4,000 U-25：1,500 ライブ配信視聴
料1,500

フンパーディンク没後100年に寄せて

東京春祭マラソン・コンサート vol.11
メルヒェンの時代へ…

［出演］川口成彦（Fp） 他 ［曲目］ベートーヴェ
ン（ラハナー編）：ピアノ協奏曲第2番 他

［料金］S5,000 A3,500 U-25：1,500 ライ
ブ配信視聴料1,500

川口成彦（Fp）〜協奏曲の夕べ
ピリオド楽器で聴くモーツァルト＆ベートーヴェン12

19:00
月

［出演］樫本大進（Vn） オラフ・マニンガー（Vc） 
オハッド・ベン＝アリ（Pf） ［曲目］シューベルト：
ピアノ三重奏曲第 2 番 他 ［料金］S7,000 
A5,500 U-25：1,500 ライブ配信視聴料
1,500

ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽14
19:00
水

8
19:00
木

［出演］沼沢淑音（Pf） 松崎千鶴（Vn） 鈴木皓
矢（Vc） 齋藤雄介（Cl） 他 ［曲目］三善 晃：
ピアノのためのプレリュード「シェーヌ」 他 

［料金］自由3,000
問Point de Vue事務局 
　info_point_de_vue@yahoo.co.jp

Point de Vue Vol.14 
〜ピアニスト・沼沢淑音氏を迎えて〜20

19:00
火

［曲目］シューベルト：ピアノ・ソナタ第20番 他
［料金］指定5,000 学生2,500
問ムジカキアラ 03-6431-8186

東 誠三 ピアノ・リサイタル4
14:00
日

［出演］2020年度卒業生 成績優秀者（10名
程度） ［料金］指定無料
問演奏会お問い合わせ窓口 
　03-6379-3788

東京音楽大学 卒業演奏会7
18:00
水

［出演］宗田舞子（S） 神田 将（エレクトーン）
［曲目］トスティ：薔薇 他 ［料金］指定5,000
問Ro-Onチケット 047-365-9960

宗田舞子 ソプラノ・リサイタル15
18:30
木

［出演］紫園 香（Fl） 藤井一興（Pf） 沼田園子
（Vn） ［曲目］フランセ：トリオ「王宮の音楽」 
他 ［料金］自由4,500
問インターミューズ・トーキョウ 
　03-3475-6870

紫園 香 フルート・リサイタル19
19:00
月

［出演］和波孝 （Vn） 他 ［曲目］ブラームス：
弦楽六重奏曲第2番 他 ［料金］指定4,000 
学生2,000
問AMATI 03-3560-3010

点字楽譜利用連絡会 
設立15周年記念コンサート

〈ルイ・ブライユと点字楽譜に感謝して〉
18
14:00
日

［出演］森下幸路（Vn） 川畑陽子（Pf）
［曲目］ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全3曲
［料金］自由3,500 学生2,500
問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

森下幸路
10年シリーズ＋第24回ブラームス
ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会

2
19:00
金

［曲目］ショパン：12の練習曲 他
［料金］自由5,000 学生3,000
問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

東京デビュー 40周年 
樋口紀美子 ピアノ・リサイタル
CD「J.S.バッハ：インヴェンションと
シンフォニア」発売記念

5
19:00
月

［出演］深沢亮子（Pf） 本多昌子（Pf）
［曲目］モーツァルト：2台のピアノのためのソナ
タ ニ長調 K448 他 

［料金］自由5,000 学生2,000
問日本モーツァルト協会 03-5467-0626

日本モーツァルト協会 第628回例会 
〜デュオ・イン・モーツァルト〜24

14:30
土

［曲目］デュファイ：2つの舞曲 他 
［料金］指定1,100

上野 de クラシック Vol.54　
伊藤雄太（トロンボーン）

［曲目］メセニー：One（本邦初演） 他
［料金］自由4,000 学生2,000
問新演コンサート 03-6384-2498

岡本拓也 ギター・リサイタル 
〜CD発売記念〜

21
11:00
水

主催公演 関連情報P7

［料金］550

東京文化会館
ミュージック・ワークショップ
「One Day セッション」

19:00

19:00

上野の森バレエホリデイ2021

29
11:30
15:00

［作曲］レオン・ミンクス　他
［出演］東京バレエ団
※特別録音による音源を使用します。

［料金］SS7,000　S6,000　A5,000　B4,000
※子ども（4歳〜中学3年生）は半額
※4歳未満のお子様はご入場いただけません
問NBSチケットセンター 03-3791-8888

子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」
東京バレエ団 親子で楽しむＧＷファミリー公演

木・祝

1
11:30
土

月

［出演］テレマン・アンサンブル
［料金］自由4,000 65歳以上2,000　
問日本テレマン協会 06-6345-1046

日本テレマン協会 第278回定期演奏会25
14:30
日

上野の森バレエホリデイ2021

月

2
日

問NBSチケットセンター 03-3791-8888
バレエに関するイベントを開催予定29

未定
木・祝

◎ 掲載情報は2021年2月12日現在のものです。
◎ 主催者等の都合により、公演内容が変更になる場合があります。
 また、公演によっては全席種のチケットをご用意できない場合もあります。
 詳しくは各主催者にお問合せください。

アルト（A）/ アコーディオン（Ac）/ アルトサックス（A-Sax）/ ベース（Ba）/ バンドネオン（Bn）
/ バリトン（Br）/ バリトンサックス（Br-Sax）/バス（Bs）/ バスバリトン（Bs-Br）/ コントラバス

（Cb）/ 児童合唱（C-Cho）/ チェンバロ（Cem）/ コーラス（Cho）/ クラリネット（Cl）/  作曲
（Comp）/ 指揮（Cond）/ コルネット（Cort）/ カウンターテナー（CT）/ ドラムス（Ds）/ ユー
フォニアム（Eu）/ 女声合唱（F-Cho）/ ファゴット（Fg）/ フルート（Fl）/ フォルテピアノ（Fp）/ 
ギター（Gt）/ ハーモニカ（Hmc）/ ハープ（Hp）/ ホルン（Hr）/ キーボード（Key）/ リュート

（Lu）/ マンドラ（Ma）/ マリンバ（Mar）/ メゾソプラノ（Ms）/  オーボエ（Ob）/ オルガン（Og）
/ パーカッション（Pc）/ ピアノ（Pf）/ リコーダー（Rec）/ ソプラノ（S）/ サックス（Sax）/ ソプラ
ノサックス（S-Sax）/ シンセサイザー（Syn）/ テノール（T）/ トロンボーン（Tb）/ ティンパニ

（Tim）/ トランペット（Tp）/ テナーサックス（T-Sax）/ テューバ（Tu）/ ヴィオラ（Va）/ チェロ
（Vc）/ ヴィブラフォン（Vib）/  ヴァイオリン（Vn）/ ヴォーカル（Vo）

東京文化会館チケットサービスのご案内
当館で開催される、オペラ、バレエ、クラシックコンサート等のチケットを
多数取り揃えております。窓口、お電話の他、webでもご購入いただけ
ます。ぜひご利用ください。

営業時間 10：00〜19：00（窓口）、10：00〜18：00（電話）

休業日 3月1日（月）・2日（火）
 4月22日（木）・23日（金）
 5月24日（月）・25日（火）
 6月7日（月）・8日（火）

WEB t-bunka.jp/tickets/
TEL 03-5685-0650

16
19:00
金

［曲目］エネスク：ヴァイオリン・ソナタ第3番「ルー
マニア民俗音楽の性格で」 他 ［料金］S5,000 
A3,500 U-25：1,500 ライブ配信視聴料1,500

東京春祭〈Geist und Kunst〉
室内楽シリーズ vol.1
郷古 廉（Vn）＆加藤洋之（Pf）
東方の深き闇より─横坂 源（Vc）を迎えて

主催公演 関連情報P9

〜
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小ホール大ホール公演情報 5 月 令和3年（2021年） 24日［月］・25日［火］休館日

［指揮］小泉和裕
［曲目］シェーンベルク：浄められた夜 Op.4
　　　ブラームス（シェーンベルク編曲）：
　　　ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 Op.25（管弦楽版）

［料金］未定
問都響ガイド 0570-056-057

東京都交響楽団 第926回定期演奏会 Aシリーズ10
19:00
月

小泉和裕
©Rikimaru Hotta

［出演］小澤洋介（Cond・Vc） 三戸素子（Vn） 
他 ［曲目］チャイコフスキー：弦楽セレナーデ 
他 ［料金］自由5,000
問クライネス・コンツェルトハウス 
　04-2945-6326

クライネス・コンツェルトハウス演奏会11
19:00
火

［出演］白尾 彰（Fl） 白尾絵里（Pf）
［曲目］ヴィドール：フルートとピアノのための組
曲 他 ［料金］指定4,000 学生3,000
問白尾 彰フルート・リサイタル・シリーズ
　実行委員会 050-5360-4123

白尾 彰 フルート・リサイタルシリーズ 第2回19
19:00
水

［出演］神田 将（エレクトーン）　サイ・イエングアン（S）　松田理奈（Vn）*
［曲目］リムスキー＝コルサコフ：
　　　交響組曲「シェヘラザード」作品35番*　他

［料金］SS7,500　S5,500　A3,500
問Ro-Onチケット 047-365-9966

神田将リサイタル〜2021 Odyssey〜6
18:00
木

［指揮］大滝 実
［曲目］プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より
　　　2021年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 他

［料金］指定1,000
問岩倉高等学校吹奏楽部 03-3841-3086

岩倉高等学校吹奏楽部 第8回定期演奏会8
土
未定

4
16:00

5
12:00

［出演］新妻聖子　ソニン　中川晃教　上原理生　咲妃みゆ
　　　 司会：高橋克典　金子奈緒

［指揮］角田鋼亮
［管弦楽］読売日本交響楽団
［料金］S11,000　A9,000　B8,000　A6,000　
　　　U25（25歳以下）5,000
問ジャパン・アーツぴあ 0570-00-1212

ららら♪クラシックコンサートVol.10 
ミュージカル特集「ミュージカル界の巨匠たち」

火・祝

水・祝

高橋克典

3
15:30
月・祝 ［指揮］高関 健

［出演］周防亮介（Vn）
［管弦楽］NHK交響楽団
［曲目］チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35
　　　チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 Op.64

［料金］S7,800　A6,800　B5,800　C4,800　D3,800
問サンライズプロモーション東京 0570-00-3337

N響ゴールデン・クラシック2021

©TAKUMI JUN
周防亮介

©Masahide Sato
高関 健 ［出演］音楽大学ピアノ科卒業生13名による

独奏 ［料金］自由2,000
問日本ピアノ調律師協会 03-3257-0440

一般社団法人日本ピアノ調律師協会
関東支部 第22回 新人演奏会8

17:00
土

［出演］豊田晃生（S-Sax） 荻島良太（A-Sax） 
鶴飼奈民（T-Sax） 浅利 真（Br-Sax）

［曲目］シュヴァルツ：クロスオーバー組曲1番
（委嘱作品・初演） 他 ［料金］指定3,000 高
校生以下2,500
問Vive! 事務局 090-1703-3728

ヴィーヴ! サクソフォン クヮルテット 
リサイタル Vol.1810

19:00
月

［出演］ジョン・健・ヌッツォ（T） 他 
［曲目］リスト：それは素晴らしいこと 他 
［料金］指定6,800
問Ro-Onチケット 047-365-9960

ジョン・健・ヌッツォ STAGE20217
18:30
金

［曲目］ブラームス：6つの小品 他
［料金］自由4,000
問アルペジオ音楽企画 03-3418-5344

吉村真代 ピアノ・リサイタル4
14:00
火・祝

［曲目］スクリャービン：ピアノ・ソナタ第3番 
他 ［料金］自由5,000（4/16〜5/3限定で割引有）
問モデラート音楽企画 
　music.moderato@gmail.com

中尾 純 スクリャービン 
ピアノ・ソナタ全曲演奏会I5

14:00
水・祝

［出演］亀居優斗（Cl） 小澤佳永（Pf） 
［曲目］R.シュトラウス：クラリネット・ソナタ 他 
［料金］指定3,000 学生2,000
問ON music project 080-4300-7611

9
14:00
日
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東京音楽コンクール入賞者リサイタル
亀居優斗 クラリネット・リサイタル

［出演］ナタナエル・グーアン（Pf） ［曲目］モー
ツァルト：ピアノ・ソナタ ハ短調 K457 他

［料金］自由5,000 学生2,000
問日本モーツァルト協会 03-5467-0626

日本モーツァルト協会 第629回例会 
〜若きヴィルトゥオーゾの輝き〜

［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第
6番 他 ［料金］指定1,100

上野 de クラシック Vol.55　
佐々木つくし（ヴァイオリン）

6
11:00
木

主催公演 関連情報P7

18:45

［出演］江口 玲（Pf） 西山昌子（Vn） 有馬玲子
（Vn） 平岡陽子（Vn） 他 ［曲目］リスト：メレ
ディクション（呪い）ピアノと弦楽のための 他

［料金］指定4,000
問東京ハルモニア室内オーケストラ事務局
　090-1260-2934

東京ハルモニア室内オーケストラ 
第62回定期演奏会15

14:00
土

［出演］長瀬賢弘（Pf） ［曲目］プロコフィエフ：
ピアノ・ソナタ第7番 他 

［料金］自由3,500 学生2,000
問マルタミュージックサービス 
　047-335-2002

「長瀬賢弘 プロコフィエフを弾く。」
〜プロコフィエフシリーズVol.617

19:00
月

［曲目］ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第8番
「悲愴」 他 ［料金］指定 3,000 25 歳以下
1,500 ペア5,000 トリオ7,500
問プロ アルテ ムジケ 03-3943-6677

16
14:00
日
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東京音楽コンクール入賞者リサイタル
本山乃弘 ピアノ・リサイタル 
─ 情動との対峙 ─ 　

14
11:00
金

［出演］三遊亭遊之介（落語） 他 ［内容］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「青菜」 

［料金］指定1,100

創遊・楽落らいぶ Vol.56
─音楽家と落語家のコラボレーション─

主催公演 関連情報P8

［曲目］ベートーヴェン：ディアベリのワルツの主
題による33の変奏曲 他 

［料金］自由5,000 学生3,000
問新演コンサート 03-6384-2498

北川曉子 ピアノ・リサイタル19:00

問カワイ表参道 03-3409-2511

カワイコンサート2021 No.2295
ディーナ・ヨッフェ ピアノ・リサイタル18

火
19:00

22
17:00
土

23
14:00
日

［出演］坂井泉水（ボーカルと映像）　大野愛果（Pf）
［指揮］山下康介
［管弦楽］日本センチュリー交響楽団
［料金］指定11,000
問H.I.P. 03-3475-9999

ZARD 30th Anniversary 
Premium Symphonic Concert　〜永遠〜

［料金］参加費1,100

主催公演 関連情報P8

東京文化会館バックステージツアー

16
14:00
日

18
未定
火

19
未定
水

［曲目］ワーグナー：『ニーベルングの指環』ハイライト（演奏会形式）
［指揮］飯守泰次郎
［出演］ブリュンヒルデ：ダニエラ・ケーラー
　　　ジークフリート：ステファン・グールド　他

［管弦楽］東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
［料金］S28,000　A24,000　B20,000　C16,000　D12,000　
　　　 E8,000
問東京シティ・フィルチケットサービス 03-5624-4002

「ニーベルングの指輪」ハイライト特別演奏会
〜飯守泰次郎　傘寿記念〜

上野の森バレエホリデイ2021

東京バレエ団 親子で楽しむＧＷファミリー公演

［作曲］レオン・ミンクス　他
［出演］東京バレエ団
※特別録音による音源を使用します。

［料金］SS7,000　S6,000　A5,000　B4,000
※子ども（4歳〜中学3年生）は半額
※4歳未満のお子様はご入場いただけません
問NBSチケットセンター 03-3791-8888

子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」

※詳細は調整中
東京バレエ団公演

1
11:30
土

2
未定
日

［曲目］プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第6番
「戦争ソナタ」 他 
［料金］自由3,000 学生2,000
問東京アーティスツ 03-3440-7571　

有森 博 ピアノ・リサイタル21
19:00
金

20
19:00
木

［曲目］ショスタコーヴィチ：ヴィオラ・ソナタ 他
［料金］指定1,650

上野 de クラシック Vol.56　
田原綾子（ヴィオラ）

主催公演 関連情報P7

［出演］福田進一（Gt） 平野啓一郎（小説家）
［曲目］バリオス：大聖堂 他 
［料金］指定5,000
問AMATI 03-3560-3010

福田進一 ギター・リサイタル2021 23
14:00
日

シリーズ「新たなるスタンダードを求めて 其の弐」

［出演］小林美恵（Vn） 青山聖樹（Ob） ロベル
ト・ボルショス（Cl） フランク・フォルスト（Fg） 
他 ［曲目］シュポア：九重奏曲 他 

［料金］指定4,000 学生3,500
問アンサンブル of トウキョウ 03-3426-2010

26
19:00
水

アンサンブル of トウキョウ 
第139回定期演奏会

「静かなる闇から浮かぶ、希望の光とハーモニー」

［出演］花房晴美（Pf） 徳永二男（Vn） 他
［曲目］メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1
番 他 ［料金］自由5,000 学生3,000
問コンサート・プランニング 03-5411-1090

花房晴美・室内楽シリーズ 
パリ・音楽のアトリエ〈第19集〉28

19:00
金

［出演］深沢亮子（Pf） 藤井洋子（Cl） 中村静
香（Va） ［曲目］モーツァルト：ピアノ、クラリネッ
トとヴィオラのための三重奏曲 （ケーゲルシュ
タット・トリオ） 他 ［料金］自由5,000
問深沢亮子後援会 03-3921-0895

深沢亮子 ピアノ・リサイタル29
14:00
土

［曲目］サティ：ジムノペディ第1番 他
［料金］自由5,000
問プロ アルテ ムジケ 03-3943-6677

平尾はるなピアノコスモス2021
ベーゼンドルファーコンサート30

14:00
日

［出演］宇宿真紀子（Pf） 宇宿直彰（Vc）
［曲目］ブラームス：チェロとピアノのためのソ
ナタ第1番 他 ［料金］自由4,000 学生2,000
問ヨーロッパアーティスト 042-376-0360

レ・クロッシュ リサイタル 日本デビュー
20周年記念〜ピアノ＆チェロの夢の世界〜31

19:00
月

12
11:00

［料金］550

東京文化会館
ミュージック・ワークショップ
「箏と一緒にコロリンシャン！」

［出演］佐藤久成（Vn） 髙橋 望（Pf）
［曲目］マニャール：ヴァイオリン・ソナタ 他
［料金］自由5,000
問レアアーツ音楽工房 090-3002-3429

佐藤久成 ヴァイオリン・リサイタル
「フランス三大ソナタ」

19:00

水

主催公演 関連情報P9

［料金］550

東京文化会館
ミュージック・ワークショップ
「Shall we シング？」

［出演］二宮和子（Cl） 藤井一興（Pf） 堀 了介
（Vc） ［曲目］ドビュッシー：第一狂詩曲 他
［料金］自由5,000 学生3,500
問インターミューズ・トーキョウ 03-3475-6870

第32回 二宮和子 
クラリネット・リサイタル

27
11:00

19:00

木

主催公演 関連情報P9
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小ホール 7日［月］・8日［火］休館日大ホール公演情報 6 月 令和3年（2021年）

［出演］有馬理絵（Cl） 大石将紀（Sax） 曽我
部清典（Tp） 薬師寺典子（S） 他 ［曲目］遠藤
雅夫：弦楽四重奏曲第2番「アイオロス」 他 

［料金］自由3,000 学生2,000
問21世紀音楽の会事務局 042-369-7022

21世紀音楽の会 第17回演奏会2
19:00
水

［出演］ピアノ、弦楽器、管楽器、打楽器、声楽
専攻の中から校内オーディションで選抜された
生徒 ［料金］指定無料 制限あり（音楽科生
徒、及び職員、講師、出演者の保護者）
問東京都立総合芸術高等学校 
　03-3354-5288　

東京都立総合芸術高等学校音楽科 
発表演奏会4

18:00
金

［曲目］J.S.バッハ：パルティータ第4番 他
［料金］自由5,000 学生3,000
問カメラータ・トウキョウ 03-5790-5566

田崎悦子 ピアノ・リサイタル 
「Joy of Music」 1. Joy of Bach6

14:00
日

［出演］馬場武蔵（Cond） 會田瑞樹（Pc） 山澤 
慧（Vc） 大須賀かおり（Pf） 他 ［曲目］山内雅
弘：忘却のリトルネッロ〜6人の奏者のための 
他 ［料金］自由3,000
問山内雅弘作曲個展実行委員会 
　04-2969-6688

山内雅弘 作曲個展5
14:00
土

［出演］小林美樹（Vn） 小林有沙（Pf）
［曲目］ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全3曲
［料金］4,000（当日4,500） ペア7,000 
　　　 学生2,000
問アルペンミュージックオフィス 
　03-5324-2513

小林美樹 ヴァイオリン・リサイタル9
19:00
水

［曲目］シューベルト：ピアノ・ソナタ第19番、
ポンセ：伝説 他 ［料金］自由5,000
問ジー・クレフ 04-7133-5275　

ラファエル・ゲーラ ピアノ・リサイタル10
19:00
木

［曲目］シューベルト：ピアノ・ソナタ第18番
「幻想」 他 ［料金］自由4,000 学生2,000
問アスペン 03-5467-0081

佐藤卓史シューベルトツィクルス第14回
「ピアノ・ソナタV ─ 幻想─」3

19:00
木

［出演］中島裕康（箏・十七絃） ［曲目］野田暉
行：夜想曲 他 ［料金］指定 3,500 学生
2,000
問中島裕康 080-6597-4083

第3回 中島裕康 箏リサイタル ─ 開く─11
14:00
19:00

金

［曲目］ドビュッシー：弦楽四重奏曲 他
［料金］指定4,500 自由4,000
問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

クァルテット・エクセルシオ 
第40回東京定期演奏会13

14:00
日

［出演］荒井英治（Vn） 戸澤哲夫（Vn） 小野富
士（Va） 藤森亮一（Vc） ［曲目］エルンスト・ク
シェネク：弦楽四重奏曲 第3番 他 

［料金］指定4,500 自由4,000 学生2,000
問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

モルゴーア・クァルテット
第51回定期演奏会23

19:00
水

［出演］大塚直哉（Cem） 野口千代光（Vn） 他
［曲目］J.S.バッハ：カンタービレ 他 
［料金］指定3,500
問アンサンブル コルディエ 03-3851-7150

アンサンブル コルディエ 
定期演奏会 Vol.5325

19:00
金

［出演］藤井隆史(Pf) 白水芳枝(Pf) 
［曲目］14:00 バーンスタイン(マスト編)：シン
フォニック・ダンス 他　19:00 ラヴェル(ガー
バン＝シャルロ/ドゥオール連弾版)：バレエ音楽

「マ・メール・ロア」全曲 他 
［料金］自由3,000 学生2,500 昼夜通し券
5,500 学生4,500
問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

ピアノデュオ ドゥオール 
＂Duo Energy Ⅰ＂ ＂Duo Energy Ⅱ＂15

14:00
19:00

火

［出演］關 奈々子(Pf) 吉原麻実(Pf) 他 
［料金］自由3,500（当日4,000）
問クロイツァー記念会 
　http://kawai-kmf.com/kreutzer/

クロイツァー記念会 第45回例会
クロイツァー賞受賞者による演奏会14

月
19:00

主催公演

［出演］金川真弓（Vn） ヴィラー・ヴァルボネー
ジ（Pf） ［曲目］モーツァルト：ヴァイオリン・ソ
ナタ イ長調 K526 他 

［料金］自由5,000 学生2,000
問日本モーツァルト協会 03-5467-0626

日本モーツァルト協会 第630回例会
〜洗練と情熱のソナタ〜22

18:45
火

［曲目］ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番 他
［料金］指定5,000
問ヤタベ・ミュージック・アソシエイツ 
　03-3787-5106　

ホアキン・アチュカロ ピアノ・リサイタル17
19:00
木

［出演］宮本史利（B） 大嶋千暁（Pf）
［料金］指定4,500
問Ro-Onチケット 047-365-9960

宮本史利 リサイタル202119
14:00
土

［出演］アテフ・ハリム（Vn） 金子 恵（Pf） 森 
明美（MC） ［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリ
ン・ソナタ第7番 他 ［料金］指定5,000（当日
5,500 ） 学生（大学生以下）2,500 （当日
3,000）
問A & A art 03-3392-2955　

アテフ・ハリム ヴァイオリン・リサイタル20
14:00
日

［出演］東 誠三（Pf） 他 ［曲目］野平一郎：
FAによる瞑想曲 他 ［料金］自由4,000
問日本フォーレ協会演奏部 
　concert@faure.jp

第32回 日本フォーレ協会演奏会 
創立30周年記念演奏会II
〜フォーレを讃えて〜

21
未定
月

［出演］岩崎 淑（Pf） ルイス・クラレット（Vc） 
他 ［曲目］ブラームス：チェロ・ソナタ第1番 
他 ［料金］指定 4,500（当日5,000 ） 学生
3,000
問プロ アルテ ムジケ 03-3943-6677

ミュージック・イン・スタイル 
岩崎 淑シリーズ Vol.4316

19:00
水 〜ルイス・クラレット氏をお迎えして〜

［出演］吉村結実（Ob） アレッサンドロ・ベヴェ
ラリ（Cl） 柿沼麻美（Fg） ［曲目］イベール：５
つの小品 他 ［料金］指定1,650

上野 de クラシック Vol.57　
木管三重奏（トリオ・ダンシュ）

［出演］植村理葉（Vn） 佐藤彦大（Pf）
［曲目］ベートーヴェン：ピアノとヴァイオリンの
ためのソナタ第10番 他 

［料金］自由5,000 学生3,500
問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

植村理葉 ヴァイオリン・リサイタル

18
11:00
金
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19:00

6
15:00
日

［演目］オペラ『 Only the Sound Remains －余韻－』
［作曲］カイヤ・サーリアホ
［指揮］クレマン・マオ・タカス
［演出・美術・衣裳・映像］アレクシ・バリエール
［振付・ダンス］森山開次
［出演］ミハウ・スワヴェツキ（CT） ブライアン・マリー（Bs-Br） 他
［管弦楽］東京文化会館チェンバーオーケストラ
［合唱］新国立劇場合唱団
［料金］S13,200円　A11,000円　B8,800円　C6,600円　
　　   D4,400円　E2,200円

主催公演 関連情報P4

オペラ『Only the Sound Remains ─余韻─ 』
舞台芸術創造事業〈国際共同制作〉

9
19:00
水

［指揮］大友直人
［出演］木嶋真優（Vn）
［管弦楽］東京都交響楽団
［曲目］チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 他
［料金］S7,700　A5,500　B3,300　C1,650

主催公演 関連情報P5

《響の森》Vol.48

13
14:00
日

［指揮］河地良智
［出演］河野克典（Br）　加納悦子（Ms）
［曲目］ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」 他
［料金］指定1,500
問上野浅草フィルハーモニー管弦楽団 090-9301-1552（渡部）

上野浅草フィルハーモニー管弦楽団 
第70回定期演奏会

河野克典 加納悦子

14
19:00
月 ［指揮］ヨーン・ストルゴーズ

［出演］ペッカ・クーシスト（Vn）
　　　シベリウス：交響詩《吟遊詩人》Ｏp.64
　　　シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Ｏp.47 
　　　マデトヤ：交響曲第2番 Ｏp.35　

［料金］未定
問都響ガイド 0570-056-057

東京都交響楽団 第929回定期演奏会 Aシリーズ

ヨーン・
ストルゴーズ
©Marco Borggreve

ペッカ・
クーシスト
©Maija Tammi

1
19:00
火

［出演］カイヤ・サーリアホ（Comp） 他
［料金］S2,200 A1,650 25歳以下1,100

ワークショップ「カイヤ・サーリアホが
描く音風景」

カイヤ・
サーリアホ

クレマン・
マオ・タカス
©Vasco 
Pretobranco

アレクシ・
バリエール

森山開次
©Sadato Ishizuka

大友直人
©Rowland 
Kirishima

木嶋真優

ミハウ・
スワヴェツキ

ブライアン・
マリー

主催公演 関連情報P9



t-bunka.jp

Vol.82 
2021 
Spring

令和3年2月28日発行（年4回発行）

東京文化会館情報誌［オンミャク］

□ JR上野駅公園口より徒歩1分
□ 東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩5分
□ 京成電鉄京成上野駅より徒歩7分

アクセス

株式会社ファントムグラフィックス

デザイン

佐川印刷株式会社

印刷・製本

公益財団法人
東京都歴史文化財団 
東京文化会館

〒110-8716 
東京都台東区上野公園5-45
03-3828-2111（代）

発行・編集

@tbunka_official

©堀田力丸

　1月3日、毎年この日に開催している恒例のコンサート、《響
の森》Vol.47「ニューイヤーコンサート2021」を開催しまし
た。東京文化会館では、お客様に新年の聴き初めを華やかな
気分で楽しんでいただけるよう、毎年こだわりのプログラムを
ご用意しています。今年は国際的に活躍するピアニストの小川
典子が、ベートーヴェンのピアノ協奏曲「皇帝」を演奏したほ
か、その長いキャリアの中でワーグナー作品を積極的に日本楽

壇へ紹介してきたことでも名高い指揮者の飯守泰次郎が、
ワーグナーの2作品を東京都交響楽団とともに披露しました。
　コロナ禍での開催となった本公演。小川典子が衣裳の色と
合ったマスクを外しながら登場し、曲の終わりには飯守泰次郎
とコンサートマスターが握手ではなく互いの肘を合わせるなど
の光景も見られました。アンコールの「ラデツキー行進曲」まで
大きな拍手をいただき、あたたかな新年の幕開けとなりました。

東京文化会館チケットサービス　
03-5685-0650
t-bunka.jp/tickets/

主催公演レポート東京文化会館


