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2022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、2022年度も多彩な主催事業をお届けします。

と中学・ 高校生を対象に初めての劇場体験をお届けする「シア

毎年、小ホールの空間を生かした実験的で話題性のある舞台

ター・デビュー・プログラム」や、オペラBOX『子供と魔法』等を開

芸術作品を創造し発信している「舞台芸術創造事業」では、2019
年度に上演して好評を博したオペラ『 400 歳のカストラート』と、芥
川龍之介の短編小説を題材としたオペラ
『 note to a friend 』の 2
作品を上演。また、新人音楽家の発掘・育成・支援を目的として
2003 年より毎年開催し、20 回目を迎える「東京音楽コンクール」
は、ピアノ・金管・声楽の 3 部門で開催します。
さらにお子様と一緒に楽しめる公演も盛りだくさん。恒例の「夏
休み子ども音楽会」
「 3 歳からの楽しいクラシック」に加え、小学生

《響の森》Vol.48「ロマンスの夜」

催します。
また、あらゆる人が安心して音楽を楽しめる公演「リラックス・パ
フォーマンス」をはじめ、世代を越えて参加できる多種多様なミュー
ジック・ワークショップも多数ご用意しています。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、積極的に展開して参ります。
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
オペラ『 Only the Sound Remains －余韻－』

（ 2021.6.9 ）
© 堀田力丸

（ 2021.6.6 ）

東京文化会館オペラBOX
「スペシャルハイライト Vol.1/Vol.2 」
（ 2021.9.18・19 ）
© 飯田耕治

©飯田耕治

2022 年度 主催事業スケジュール
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日付

時間

会場

公演名

4月19日（火）

11：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.67

4月23日（土）

11：00/14：30

小ホール

5月12日（木）

11：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.68

11：00

小ホール

創遊・楽落らいぶ Vol.61
ー音楽家と落語家のコラボレーションー 桂 米助（落語）

10：30/12：00
14：30

リハーサル室

5月19日（木）

5月21日（土）

11：00
13：30

5月22日（日）

5月25日（水）
5月31日（火）

6

6月1日（水）

6月11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

ワークショップ・コンサート
「海の仲間の音楽会～ふしぎな宝箱のひみつ～」

栁谷 信（ホルン）

「ココとペペのわくわくカーニバル」
「ムジカ・ピッコラ」
「ムジカ・ピッコラ」
（簡単な手話付き）

10：30

リハーサル室

11：00

小ホール

12：00

リハーサル室

14：30

小ホール

19：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.69

大ホール

東京文化会館
バックステージツアー

《建築編》

大ホール

東京文化会館
バックステージツアー

《舞台編》

14：30
18：30
14：30
18：30
10：30/12：00
14：30

「タネまき、タネまき、大きくなあれ！」

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
小ホール

「 One Day セッション」
「タネまき、タネまき、大きくなあれ！」
（英語で実施）
「 Shall we シング ？ 」

小川響子（ヴァイオリン）
《舞台編》
《建築編》
「旅するヨーロッパ Vol.3 」

東京文化会館
ミュージック・ワークショップ

「アンサンブル喫茶へようこそ！
～本日のメニュー：モーツァルト～」
「パピプペポット」

梶田真未（ソプラノ）

18：00

「カラダ・オト・ウタウ」

10：30/12：00

リハーサル室

14：00

小ホール

東京文化会館
ミュージック・ワークショップ

6月14日（火）

11：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.70

6月26日（日）

15：00

小ホール

舞台芸術創造事業 歌劇『 400歳のカストラート』

6月12日（日）

02

谷 昂登（ピアノ）

東京文化会館
ミュージック・ワークショップ

「はじめましてクラシック～フルート&ピアノ～」
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日付

時間

会場

公演名

7月12日（火）

11：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.71 トロンボーン四重奏 東川暁洋 他

7月14日（木）
〜17日（日）

豊洲文化センター

ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈夏〉

7月14日（木）
〜12月4日（日）

東京文化会館

ワークショップ・リーダー育成プログラム

他

7月21日（木）

11：00

小ホール

創遊・楽落らいぶ Vol.62
ー音楽家と落語家のコラボレーションー

7月29日（金）

19：00

大ホール

《響の森》Vol.50「傑出のブラームス」

8
8月上旬〜9月25日（日）

8月5日（金）

8月7日（日）

東京文化会館

他

桂 夏丸（落語）

オペラをつくろう！
ワークショップ 1：オペラの登場人物になる《合唱・ダンス・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／舞台美術／舞台装置／
舞台監督／衣裳／照明／制作》
大崎由貴（ピアノ）

小ホール

上野 de クラシック Vol.72

13：00

大ホール

夏休み子ども音楽会2022《上野の森文化探検》

未定

リハーサル室
小ホール

東京文化会館ミュージック・ワークショップ

16：00

大ホール

バックステージツアー《夏休みスペシャル！》

11：00

8月20日（土）
8月21日（日）

声楽部門
11：00

小ホール

第20回東京音楽コンクール 第2次予選

19：00

小ホール

プラチナ・シリーズ 第1回 ボリス・ペトルシャンスキー
（ピアノ）

16：00

大ホール

第20回東京音楽コンクール 本選

小ホール

創遊・楽落 夜 らいぶ Vol.63
ー音楽家と落語家のコラボレーションー 笑福亭羽光（落語）

ピアノ部門

8月22日（月）
8月24日（水）

金管部門

8月26日（金）
8月28日（日）

声楽部門
ピアノ部門

8月30日（火）
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金管部門

9月9日（金）

19：00

9月25日（日）

15：00

小ホール

東京文化会館オペラBOX『子供と魔法』

9月29日（木）

11：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.73

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18日（火）

11：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.74

11月4日（金）

19：00

小ホール

プラチナ・シリーズ 第2回 ゴンサロ・ルバルカバ（ピアノ）

9月下旬〜11月上旬（予定）

10
11

14：00

小ホール

3 歳からの楽しいクラシック 白石光隆（ピアノ） 清水理恵（ソプラノ）

11月8日（火）

11：00

小ホール

創遊・楽落らいぶ Vol.64 ー音楽家と落語家のコラボレーションー

11月12日（土）

14：00

小ホール

上野 de クラシック Vol.75

11月19日（土）

14：00

小ホール

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」

11月23日（水・祝）

15：00

小ホール

シャイニング・シリーズ Vol.11

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〉

小ホール

プラチナ・シリーズ 第3回
鈴木優人＆バッハ・コレギウム・ジャパン アンサンブル

12月7日（水）
12月17日（土）

2

19：00

木管五重奏＆ピアノ
佐藤晴真 チェロ・リサイタル

シアター・デビュー・プログラム オペラ『ショパン』
《新制作》

14：00

小ホール

15：00

大ホール

1月9日（月・祝）

15：00

大ホール

第20回東京音楽コンクール 優勝者＆最高位入賞者コンサート

1月11日（水）

19：00

小ホール

プラチナ・シリーズ 第4回 ディオティマ弦楽四重奏団

2023 1月3日（火）

1

福田麻子（ヴァイオリン）

11月5日（土）

11月30日
（水）
〜12月4日
（日）

12

奥秋大樹（バス）

《響の森》Vol.51「ニューイヤーコンサート2023」

通年開催

1月20日（金）

11：00

小ホール

創遊・楽落らいぶ Vol.65 ー音楽家と落語家のコラボレーションー

2月3日（金）

未定

小ホール

オペラ『 note to a friend 』関連企画

2月4日（土）・5日（日）

未定

小ホール

舞台芸術創造事業 オペラ『 note to a friend 』
（日本初演）

2月12日（日）

15：00

小ホール

プラチナ・シリーズ 第5回

2月18日（土）・19日（日）

14：00

小ホール

シアター・デビュー・プログラム 平 常×宮田 大×大萩康司「ピノッキオ」
《新制作》

2月23日（木・祝）

14：00

小ホール

東京ネットワーク計画

2月25日（土）

15：00

小ホール

シャイニング・シリーズ Vol.12

年5回開催予定

13：00

大ホールホワイエ

ティータイムコンサート

通年

都内学校等

今井信子（ヴィオラ）

アフタヌーン・コンサート
北村朋幹 ピアノ・リサイタル

アウトリーチ・コンサート／アウトリーチ・ワークショップ
【都内の学校や社会福祉施設等で実施・非公開】
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2022 年度 主催事業ラインアップ
舞台芸術創造事業

小ホール

歌劇『 400歳のカストラート』
［〈再演〉／日本語字幕付］
限りある人の命。もし永遠の命があれば、人はどんな人生を歩むのだろうか ？
カストラートとして400 年の年月を生きた男の物語、待望の再演！

6月26日（日）15：00
［ 企画原案・選曲・カウンターテナー］藤木大地
［脚本・演出・美術］平 常（たいら じょう）
［ 音楽監督・作曲・編曲・ピアノ］加藤昌則
［出演］朗読：大和田 獏、大和田美帆
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
		
周防亮介 ＊第 9 回弦楽部門第 1 位及び聴衆賞
ヴィオラ：東条 慧
チェロ：上村文乃 ＊第 5 回弦楽部門第 2 位
［スタッフ］衣裳：増田恵美（モマ ワークショップ）
		 照明：稲葉直人（アート・ステージライティング・グループ）
		 音響：青木 央（フィガロサウンドワークス）
		 ヘアメイク：丸善かつら
		 舞台監督：浅沼宣夫（ザ・スタッフ）
		 演出助手：伊奈山明子
［曲目］ヴィヴァルディ：オペラ『ジュスティーノ』より「よろこびと共に会わん」
ヘンデル：オペラ『オルランド』より「私に怪物や魔物と戦わせてくれ」
モーツァルト：モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」K618
J.シュトラウス2 世：オペレッタ『こうもり』より「お客を呼ぶのが好き」
ラフマニノフ：14の歌 Op.34より 第 14 曲「ヴォカリーズ」
加藤昌則：絶えることなくうたう歌 他
［ 料金］S 席 6,600 円 A 席 4,400 円 B 席 2,200 円
25 歳以下：S 席 3,300 円 A 席 2,200 円
65 歳以上（ 50 枚限定）：S 席 5,940 円
ハンディキャップ（介添え1 名まで同一料金）：S 席 5,500 円

藤木大地

平常

大和田 獏

大和田美帆

周防亮介

東条 慧

©hiromasa

©Daisuke Omori

©Clara Evens

加藤昌則

成田達輝

©Marco
Borggreve

上村文乃

※団体割引（ S 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。

4 月9日発売 東京文化会館メンバーズ WEB 先行発売 4 月2日～7日

舞台芸術創造事業

小ホール

オペラ『 note to a friend 』
（日本初演）
［〈新制作〉／原語（英語）上演 日本語字幕付］
芥川龍之介の短編小説「或旧友へ送る手記」、
「点鬼簿」を題材とし、作曲家のデヴィッド・ラングに新曲を委嘱。
演出に世界で活躍する笈田ヨシを起用し、アメリカの歌手と東京音楽コンクール入賞者の共演でお届けします。

2023 年 2月4日（土）・5日（日）時間未定
［ 作曲］デヴィッド・ラング
［演出］笈田ヨシ
［出演］テノール：テオ・ブレックマン 他
［スタッフ］美術・照明・衣裳：トム・シェンク
［共同制作］ジャパン・ソサエティー
［料金］S 席 6,600 円 A 席 4,400 円 B 席 2,200 円
25 歳以下：S 席 3,300 円 A 席 2,200 円
65 歳以上（ 50 枚限定）：S 席 5,940 円
ハンディキャップ（介添え1 名まで同一料金）：S 席 5,500 円
※団体割引（ S 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。

10 月発売予定

04 ※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。

デヴィッド・
ラング

©Peter Serling

笈田ヨシ

©Sébastien
Coindre

テオ・
ブレックマン

©Caterina diPerri

《響の森》コンサート

大ホール

東京文化会館で聴くオーケストラ・コンサート。今年は東京音楽コンクール入賞者が東京都交響楽団と共演します。

Vol.50 傑出のブラームス
7月29日（金）19：00

Vol.51 ニューイヤーコンサート2023
2023 年 1月3日（火）15：00

［出演］指揮：秋山和慶
ヴァイオリン：成田達輝

［出演］管弦楽：東京都交響楽団

＊第 5 回東京音楽コンクール弦楽部門第 1 位及び聴衆賞

チェロ：笹沼 樹 ＊第 12 回弦楽部門第 2 位
秋山和慶
管弦楽：東京都交響楽団
［曲目］ブラームス：
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 Op.102
交響曲第 1 番 ハ短調 Op.68

他

10 月1日発売
成田達輝
©Marco
Borggreve

東京文化会館メンバーズ
WEB 先行発売 9 月24日～29日

笹沼 樹

©Kei Uesugi

4 月23日発売 東京文化会館メンバーズ WEB 先行発売 4 月16日～21日

［ 料金］S 席 7,700 円 A 席 5,500 円 B 席 3,300 円 C 席 1,650 円
25 歳以下：S 席 3,850 円 A 席 2,750 円 B 席 1,650 円
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 6,160 円

※団体割引（ S 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。

シアター・デビュー・プログラム

小ホール

クラシック音楽と他ジャンルのコラボレーションにより、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「平常×宮田大×大萩康司『ピノッキオ』」、中高生には「オペラ『ショパン』」をお届けします。

《新制作》
オペラ『ショパン』

12月17日（土）14：00

［ 作曲］ジャコモ・オレーフィチェ
［演出］岩田達宗
［指揮］園田隆一郎
［出演］ショパン：山本康寛
ステッラ：佐藤美枝子
フローラ：迫田美帆 ＊第 13 回声楽部門第 2 位
エリオ：寺田功治 ＊第 6 回声楽部門第 2 位
修道士：田中大揮
ピアノ：松本和将
［スタッフ］美術：松生紘子
衣裳：前田文子
照明：大島祐夫（アート・ステージライティング・グループ）
舞台監督：伊藤 潤（ザ・スタッフ）
演出助手：上原真希
［料金］S 席 5,500 円 A 席 4,400 円 B 席 2,200 円
25 歳以下（全席共通）：2,200 円 18 歳以下（全席共通）：1,100 円

岩田達宗

園田隆一郎

山本康寛

佐藤美枝子

迫田美帆

寺田功治

田中大揮

松本和将

平常

宮田 大

大萩康司

© 大阪音楽大学

©Fabio Parenzan

©Daisuke Omori

© 武藤章

9 月17日発売

たいら じょう

《新制作》
平 常×宮田 大×大萩康司「ピノッキオ」

2023 年 2月18日（土）・19日（日）14：00

［ 原作］C.コッローディ
［ 脚本・演出・美術・人形操演］平 常
［ 音楽構成・チェロ］宮田 大
［ 選曲協力・ギター］大萩康司
［スタッフ］照明：望月太介（アート・ステージライティング・グループ）
音響：末葊友紀（東京文化会館）
舞台監督：浅沼宣夫（ザ・スタッフ）
演出助手：伊奈山明子
［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］大人：S 席 3,300 円 A 席 2,200 円 小中学生（全席共通）：1,100 円

©Daisuke Omori

©SHIMON
SEKIYA

11 月19日発売
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プラチナ・シリーズ

小ホール

「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。

第 1 回 ボリス・ペトルシャンスキー
〜ロシアピアニズムを受け継ぐ巨匠〜
8月24日（水）19：00

第 4 回 ディオティマ弦楽四重奏団
〜精緻の極限、さらにその先へ〜
2023 年 1月11日（水）19：00

［出演］ピアノ：ボリス・ペトルシャンスキー
［曲目］スクリャービン：2 つの詩曲 Op.32
ボリス・
ラフマニノフ：ピアノ・ソナタ第 2 番
ペトルシャンスキー
©Vladimir
変ロ短調 Op.36（ 1931 年版）
Makarikhin
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第 8 番
変ロ長調 Op.84「戦争ソナタ」 他

［出演］第１ヴァイオリン：ユン・ペン・チャオ
第２ヴァイオリン：レオ・マリリエ
ディオティマ弦楽四重奏団
ヴィオラ：フランク・シュヴァリエ
©lyodoh kaneko
チェロ：ピエール・モルロ
［曲目］ツェムリンスキー：弦楽四重奏曲第 1 番 イ長調 Op.4
ブラームス：弦楽四重奏曲第 2 番 イ短調 Op.51-2 他

5 月21日発売

10 月8日発売

第2回 ゴンサロ・ルバルカバ
〜キューバ至宝のジャズピアニスト再び〜
11月4日（金）19：00

第 5 回 今井信子
〜世界を牽引し続けるヴィオラ奏者〜
2023 年 2月12日（日）15：00

［出演］ピアノ：ゴンサロ・ルバルカバ
［曲目］当日発表

［出演］ヴィオラ：今井信子
［曲目］ 調整中

ゴンサロ・
ルバルカバ

8 月6日発売

今井信子

11 月12日発売

第3回 鈴木優人＆
バッハ・コレギウム・ジャパン アンサンブル
〜スペシャリストによるバロックの夕べ〜
12月7日（水）19：00
［出演］チェンバロ：鈴木優人
［曲目］調整中

他
©Marco Borggreve

［ 料金］S 席 5,500 円 A 席 4,400 円 B 席 2,750 円
25 歳以下（全席共通）：1,100 円

他

鈴木優人

©Marco Borggreve

9 月3日発売

夏休み子ども音楽会2022《上野の森文化探検》

大ホール

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。

8月7日（日）13：00
［出演］指揮とお話：沼尻竜典
メゾソプラノ：富岡明子 ＊第 1 回東京音楽コンクール声楽部門第 3 位
バリトン：清水勇磨 ＊第 13 回声楽部門第 1 位
管弦楽：東京都交響楽団
［曲目］調整中
［ 料金］大人：S 席 3,300 円 A 席 2,200 円 B 席 1,100 円
小中学生（全席共通）：1,100 円

沼尻竜典

富岡明子

清水勇磨

©Renato Morselli

4 月23日発売 東京文化会館メンバーズWEB 先行発売 4 月16日～21日

「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、国立西洋美術
館、国立国会図書館国際子ども図書
館、上野の森美術館、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

シャイニング・シリーズ

小ホール

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。

Vol.11 佐藤晴真 チェロ・リサイタル
11月23日（水・祝）15：00
［出演］チェロ：佐藤晴真／ピアノ：清水和音
［曲目］ラフマニノフ：
チェロとピアノのためのソナタ ト短調 Op.19
8 月20日発売

Vol.12 北村朋幹 ピアノ・リサイタル
2023 年 2月25日（土）15：00
［出演］ピアノ：北村朋幹
他

＊第 3 回ピアノ部門第 1 位及び審査員大賞

佐藤晴真

［曲目］シューマン：暁の歌 Op.133

©Tomoko Hidaki

［ 料金］指定 3,300 円 25 歳以下：1,100 円

06 ※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。

11 月26日発売

他

北村朋幹

©TAKA MAYUMI

第 20回東京音楽コンクール
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！

第2次予選

優勝者＆最高位入賞者コンサート

小ホール

8月20日（土）11：00 声楽部門
8月21日（日）11：00 ピアノ部門
8月22日（月）11：00 金管部門

2023年1月9日（月・祝）15：00

［ 料金］指定 1,100 円
5 月14日発売 東京文化会館メンバーズWEB先行発売5月7日～12日

本選

大ホール

大ホール

8月26日（金）16：00 声楽部門
指揮：園田隆一郎 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
8月28日（日）16：00 ピアノ部門
指揮：角田鋼亮 管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

［出演］ソリスト：各部門の優勝者または最高位入賞者
指揮：高関 健
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
司会：朝岡 聡
［ 料金］S 席 2,750 円 A 席 1,650 円
25 歳以下（全席共通）：1,100 円
65 歳以上（ 100 枚限定）：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
8 月20日発売 東京文化会館メンバーズWEB先行発売8月13日～18日

8月30日（火）16：00 金管部門
指揮：梅田俊明 管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
［ 料金］指定 2,200 円
25 歳以下：1,100 円
65 歳以上（ 100 枚限定）：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

高関 健

©K.Miura

朝岡 聡

5 月14日発売 東京文化会館メンバーズWEB先行発売5月7日～12日

上野 de クラシック

［ 料金］★指定 1,100 円 ★★指定 1,650 円 ★★★指定 2,200 円
Vol.67～69：販売中、Vol.70～72：3 月12日発売、Vol.73～75：6 月25日発売

小ホール

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。

Vol.67 谷 昂登（ピアノ） ★

Vol.71 トロンボーン四重奏

4月19日（火）11：00〜12：00

7月12日（火）11：00〜12：00

［出演］ピアノ：谷 昂登
＊第 18 回ピアノ部門第 2 位〈最高位〉及び聴衆賞

［曲目］シューマン：幻想曲 ハ長調 Op.17

他

谷 昂登

©Shigeto Imura

Vol.68 栁谷 信（ホルン） ★
5月12日（木）11：00〜12：00

8月5日（金）11：00〜12：00
［出演］ピアノ：大崎由貴 ＊第 18 回ピアノ部門第 2 位〈最高位〉
［曲目］ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 23 番 ヘ短調 Op.57「熱情」 他

＊第 18 回金管部門第 3 位及び聴衆賞
栁谷 信

Vol.69 小川響子（ヴァイオリン） ★★
5月25日（水）19：00〜20：00
［出演］ヴァイオリン：小川響子
＊第 10 回弦楽部門第 1 位及び聴衆賞

ピアノ：秋元孝介
小川響子
［曲目］ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ第 7 番 ハ短調 Op.30, No.2
R.シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18 他

Vol.70 梶田真未（ソプラノ） ★
6月14日（火）11：00〜12：00
［出演］ソプラノ：梶田真未
＊第 19 回声楽部門第 1 位

［出演］トロンボーン：東川暁洋 ＊第 12 回金管部門第 2 位〈最高位〉
		
今村岳志／廣田純一／佐藤敬一朗
［曲目］ジェローム・ノレ：カトル・ア・カトル
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」 他

Vol.72 大崎由貴（ピアノ） ★

［出演］ホルン：栁谷 信

ピアノ：遠藤直子
［曲目］ F.シュトラウス：主題と変奏 Op.13
シューマン：３つのロマンス Op.94 他

★★

ピアノ：關根寿代
梶田真未
［曲目］チャイコフスキー：オペラ『イオランタ』より
「なぜ私は以前に知らなかったのでしょう」
J.シュトラウス2 世：オペレッタ『こうもり』より
チャールダーシュ
「故郷の歌を聞けば」 他

Vol.73 奥秋大樹（バス） ★
9月29日（木）11：00〜12：00
［出演］バス：奥秋大樹 ＊第 19 回声楽部門第 3 位
ピアノ：渡邊拓也

Vol.74 福田麻子（ヴァイオリン） ★
10月18日（火）11：00〜12：00
［出演］ヴァイオリン：福田麻子 ＊第 19 回弦楽部門第 1 位
ピアノ：𠮷武  優

Vol.75 木管五重奏＆ピアノ

★★★

11月12日（土）14：00〜16：00
［出演］フルート：梶川真歩 ＊第 11 回木管部門第 3 位
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
ホルン：濵地 宗 ＊第 8 回金管部門第 2 位
ピアノ：居福健太郎 ＊第 5 回ピアノ部門第 3 位
※ Vol.76 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。
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東京文化会館オペラBOX

［全1幕／原語（フランス語）上演 日本語字幕付］
オペラ『子供と魔法』

小ホール

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ます。

9月25日（日）15：00
［ 作曲］モーリス・ラヴェル ［演出］岩田達宗 ［指揮］柴田真郁
［スタッフ］演出助手・振付：伊奈山明子
富岡明子
八木寿子
盛田麻央
［出演］子供：富岡明子 ＊第 1 回東京音楽コンクール声楽部門第 3 位
美術：松生紘子
照明：大島祐夫（ ASG ）
母親／中国茶碗／トンボ：八木寿子 ＊第 9 回声楽部門第 1 位
衣裳：増田恵美
火／ウグイス：中江早希 ＊第 11 回声楽部門第 3 位
児童合唱指導：柴田真郁
お姫様／コウモリ／フクロウ：種谷典子 ＊第 16 回声楽部門第 2 位
舞台監督：穂積千寿
羊飼いの娘／安楽椅子／リス：盛田麻央 ＊第 12 回声楽部門第 2 位
［料金］指定 3,850 円
算数を教える小さなおじさん：小堀勇介 ＊第 16 回声楽部門第 2 位
小堀勇介
寺田功治
岡 昭宏
25 歳以下：2,200 円
ティーポット／雨蛙：工藤和真 ＊第17回声楽部門第2位〈最高位〉及び聴衆賞
65 歳以上（ 50 枚限定）・
雌猫／羊飼いの男：高橋華子 ＊第 8 回声楽部門第 2 位及び聴衆賞
ハンディキャップ（介添え1 名まで同一料金）：3,465 円
大時計：寺田功治 ＊第 6 回声楽部門第 2 位
雄猫：岡 昭宏 ＊第 12 回声楽部門第 1 位及び聴衆賞
6 月25日発売 東京文化会館メンバーズ WEB 先行発売 6 月18日～23日
肘掛け椅子／木：奥秋大樹 ＊第 19 回声楽部門第 3 位
ナビゲーター：朝岡 聡
［関連企画］ワークショップ「オペラをつくろう！」※詳しくは9ページをご覧ください。
他

創遊・楽落らいぶ

─ 音楽家と落語家のコラボレーション─

小ホール

［ 料金］★指定 1,100 円 ★★指定 1,650 円

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。

Vol.61 5月19日（木）11：00〜12：00

Vol.63 9月9日（金）19：00〜20：30

★

［出演］落語：桂 米助
ヴァイオリン：大和加奈／チェロ：清水詩織
ピアノ：山本佳澄
［演目］
「ラーメン屋」

［出演］落語：笑福亭羽光 他
［演目］
「看板のピン」イラスト＆英語字幕付
6 月4日発売

桂 米助

販売中

［出演］落語：桂 夏丸
［演目］
「青い鳥」

笑福亭羽光

Vol.64 11月8日（火）11：00〜12：00

Vol.62 7月21日（木）11：00〜12：00

★★

★

7 月16日発売

［出演］落語：春風亭柳太郎 他

★

他

Vol.65 2023 年 1月20日（金）11：00〜12：00

★

10 月22日発売

4 月23日発売

桂 夏丸

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・パフォーマンスは、あらゆる人が安心して音楽を楽しめる公演で
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

小ホール

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19日（土）14：00
［出演］英国マンチェスター・カメラータ メンバー
		東京音楽コンクール入賞者
		東京文化会館ワークショップ・リーダー 他

［ 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

8 月20日発売

2021 年度公演風景

東京文化会館バックステージツアー

© 青柳聡

大ホール

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。

《建築編》
5月31日（火）14：30
6月1日（水）18：30

《舞台編》
5月31日（火）18：30
6月1日（水）14：30

［ 定員］各回 15 名限定 ［料金］参加費 1,100 円

［ 定員］各回 30 名限定 ［料金］参加費 1,100 円

4 月2日発売

4 月2日発売

08 ※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。

《夏休みスペシャル！》
8月7日（日）16：00
［ 対象］小学生～大人
［ 定員］60 名限定 ［料金］参加費 550 円
4 月23日発売

Workshop Workshop !
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。

国際連携企画

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。

with My Baby

©鈴木穣蔵

ココとペペのわくわくカーニバル タネまき、
タネまき、大きくなあれ！ バーバラの魔法のくすり

アンサンブル喫茶へようこそ！
©Mino Inoue

東京文化会館ミュージック・ワークショップ

©Mino Inoue

リハーサル室

©Mino Inoue

©Mino Inoue

海の仲間の音楽会
© 鈴木穣蔵

ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈夏〉

小ホール

豊洲文化センター

4月23日（土）

ワークショップ・コンサート「海の仲間の音楽会〜ふしぎな宝箱のひみつ〜」

11：00（ 6か月～4 歳と保護者およびその家族）／
14：30（ 3～6 歳［未就学児］と保護者およびその家族

※小学生～大人のみの参加も可能）

5月21日（土）
「ココとペペのわくわくカーニバル」
10：30（ 6～18か月）／12：00（ 19～35か月）／14：30（ 3～4 歳）
（ 3 歳～小学校低学年）
「ムジカ・ピッコラ」11：00（ 3～4 歳）／ 13：30［簡単な手話付き］
5月22日（日）
「タネまき、タネまき、大きくなあれ！／Tora and Shiroko s story 」
10：30（ 19～35か月）／12：00［英語で実施］
（ 3 歳～小学校低学年）
「 One Day セッション」11：00（小学生～大人）
「 Shall we シング？」 14：30（ 50 歳以上）
6月11日（土）
「旅するヨーロッパ Vol.3」10：30（ 6～18か月）／12：00（ 5 歳～小学校低学年）
「アンサンブル喫茶へようこそ！〜本日のメニュー：モーツァルト〜」14：30（ 50 歳以上）
「カラダ・オト・ウタウ」18：00（小学生～大人）
6月12日（日）
「パピプペポット」10：30（ 19～35か月）／12：00（ 3～4 歳）
「はじめましてクラシック〜フルート&ピアノ〜」14：00（ 6か月～6 歳 [ 未就学児 ] ）
※ 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］550 円
4 月：販売中、5 月：3 月19日発売、6 月：4 月9日発売

7月14日（木）〜17日（日）
［ 料金］550 円 6 月10日発売
リハーサル室

小ホール

8月7日（日）時間未定
［ 料金］550 円 4 月23日発売

ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈冬〉
東京文化会館

としま区民センター

11月30日（水）〜12月4日（日）
［ 料金］550 円 10 月1日発売

ワークショップ・リーダー育成プログラム
東京文化会館 他

7月14日（木）〜12月4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］調整中

Music Education Program
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。

ワークショップ①：オペラの登場人物になる《合唱・ダンス・演技》

Talk & Lesson
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。

オペラ『 note to a friend 』関連企画

オペラをつくろう！
「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。

小ホール

2月3日（金）時間未定
［ 料金］未定
10 月発売予定

アウトリーチ・コンサート & ワークショップ
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
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〜

8月上旬〜9月25日（日）
［ 対象］小学生～高校生 10 名程度
［ 料金］参加料 2,200 円 ［ 募集時期］5〜6 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》
8月上旬〜中旬予定
［ 対象］小学生 各回 20 名程度
［ 料金］参加料 550 円 ［募集時期］5〜6 月（予定）
ワークショップ③：舞台を学ぶ《演出／舞台美術／舞台装置／

舞台監督／衣裳／照明／制作》

8月上旬〜9月25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 ［ 募集時期］5〜6 月（予定）
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3 歳からの楽しいクラシック

東京ネットワーク計画

小ホール

小ホール

3～6 歳のおともだち！みて、きいて、たのしもう！

アフタヌーン・コンサート

11月5日（土）14：00〜15：00

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。

［出演］ピアノ：白石光隆
ソプラノ：清水理恵

2023 年 2月23日（木・祝）14：00

＊第 7 回東京音楽コンクール
声楽部門第 1 位及び聴衆賞

［ 曲目］調整中
［料金］指定 1,100 円

白石光隆
©岩切 等

3～6 歳：550 円

清水理恵

［ 料金］指定 1,650 円
11 月26日発売

8 月7日発売

※出演者・曲目は決まり次第お知らせします。

まちなかコンサート 〜芸術の秋、音楽さんぽ〜

ティータイムコンサート

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。

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。

9月下旬〜11月上旬（予定）

13：00〜13：40
年 5 回開催予定

［ 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（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）

大ホール
ホワイエ

［ 料金］入場無料
※出演者・曲目は決まり次第お知らせします。

共催公演
東京音楽コンクール
入賞者リサイタル

小ホール

東京音楽コンクールの入賞者特典
として開催します。
年 5 回程度開催予定

亀居優斗 クラリネット・リサイタル
5月29日（日）14：00
［出演］クラリネット：亀居優斗 ＊第 19 回木管部門第 2 位〈最高位〉及び聴衆賞
ピアノ：小澤佳永
［曲目］ライネッケ：ウンディーネ 他
［ 料金］全席自由 一般 3,000 円 学生 2,000 円

亀居優斗

©Ayane Shindo

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。
［日時・会場］
6 月11日（土） 14:00
府中の森芸術劇場 どりーむホール
8 月7日（日）
15: 00
練馬文化センター 大ホール
8 月21日（日） 15:00
新宿区立新宿文化センター
9 月11日（日） 15:00
くにたち市民芸術小ホール
10 月1日（土） 14:00
なかの ZERO 大ホール
10 月2日（日） 15: 00	武蔵野市民文化会館 大ホール
10 月15日（土） 15: 00
めぐろパーシモンホール 大ホール
10 月29日（土） 14: 00
サンパール荒川 大ホール
11 月13日（日） 15:00
たましんＲＩＳＵＲＵホール
		
（立川市市民会館）大ホール
11 月19日（土） 15:00
ティアラこうとう（江東公会堂）大ホール

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 t.pia.jp
□ イープラス eplus.jp/t-bunka/
□ ローソンチケット l-tike.com
※公演により取扱いのないプレイガイドもございます。

12 月3日（土） 15 : 00
12 月10日（土） 14 : 00
12 月10日（土） 14 : 30
12 月10日（土） 15 : 30
12 月17日（土） 15 :00

小平市民文化会館（ルネこだいら）大ホール
かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
板橋区立文化会館 大ホール
秋川キララホール
北とぴあ さくらホール

2023年
1 月15日（日） 14 : 00
2 月13日（月） 19 : 00
2 月19日（日） 未定

西東京市保谷こもれびホール メインホール
サントリーホール 大ホール
としま区民センター 多目的ホール

随時更新中！
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。

10 ※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。

音 楽 資 料 室 より
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。

利用

方

法

介
紹
ご
の

音楽資料室では、
「 作曲家や演奏家、曲
について知りたい」
「オペラやバレエの作
品について調べたい」等、探したい情報
を見つけるお手伝いもいたします。
まだ利
用したことがないという方も、ぜひ資料室
に足をお運びください。
なお、館外貸出は
行っておりませんので、ご注意ください。

1

[ 受付 ]

まずはカウンターで利用手続きを
お願いします。

2

[ 検索 ]

カード目録や館内のパソコンで検
索して資料を請求してください。

3

[ 閲覧 ]

開架の図書や雑誌は、自由に手
に取ってご覧いただけます。

1 階総合案内カウンターの一角にある資料室の展示コーナーで、所蔵資料の
一部をご紹介しています。こちらもぜひご覧ください。
写真は「東京世界音楽祭（東京文化会館 60 周年）」特集の時のものです。

東京都交響楽団

▶詳しい
利用案内は
こちらから

主催公演のご案内

第948回 定期演奏会 Aシリーズ
2022 年度シーズンの幕開けは、音楽監督・大野和士指揮による、
堂々たるドイツ・ロマン派傑作選です。
今や日本を代表するピアニストの⼀人として不動の人気を誇る藤田真
央を迎えてのシューマンは、孤⾼の佇まいの中に親密さが垣間見える
詩人の横顔。
そして、ソロ・コンサートマスター矢部達哉の妙技と共に描き上げる
シュトラウスは、悠揚迫らぬ英雄の肖像。
最⾼の布陣で奏でる充実の響きが大空間を満たします。

Information
日時

2022 年 4月22日
（金）19 : 00 開演（18 : 15 開場）

場所

東京文化会館

出演

指揮：大野和士／ピアノ：藤田真央
ヴァイオリン：矢部達哉

（都響 ソロ・コンサートマスター）

曲目

シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 op.54

料金

S¥8,000

R.シュトラウス：交響詩《英雄の⽣涯》 op.40

EX¥3,500

A¥7,000

B¥6,000

C¥5,000

⼀般発売：3月11日（金）

ご予約・お問い合わせ
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
※インターネットで席を選んで購入できます。

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

大野和士

©Fumiaki Fujimoto

藤田真央

©EIICHI IKEDA

矢部達哉

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

©T.Tairadate

ご確認ください。
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月

令和 4 年（ 2022 年）

東京・春・音楽祭 2022

1

ベンジャミン・ブリテンの世界Ⅳ
20 世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像

19:00

［演目］ブリテン：オペラ『ノアの洪水』
（演奏会形式／字幕付）他
［出演］企画構成・指揮・お話：加藤昌則
神の声：玉置孝匡
ノア：宮本益光
ノアの妻：波多野睦美 他
［管弦楽］BRTアンサンブル
［児童合唱］NHK 東京児童合唱団
［料金］S6,000 A4,500 B3,000 U-25：1,500

金

2
土

15:00

10
日

15:00

15
金

18:30

17
日

15:00

19
火

19:00

22
金

19:00

関連情報 P11

東京都交響楽団 第 948 回定期演奏会 Aシリーズ
［指揮］大野和士
［出演］藤田真央（ Pf ）矢部達哉（ Vn ）
［曲目］シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54
R.シュトラウス：交響詩『英雄の生涯』Op.40
［料金］S8,000 A7,000 B6,000 C5,000 EX3,500
問都響ガイド 0570-056-057

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.13

（演奏会形式／字幕付）
《ローエングリン》
［演目］ワーグナー：オペラ『ローエングリン』
（全 3 幕）
［指揮］マレク・ヤノフスキ
［出演］ローエングリン：ヴィンセント・ヴォルフシュタイナー
エルザ：ヨハンニ・フォン・オオストラム
テルラムント：エギルス・シリンス
オルトルート：エレーナ・ツィトコーワ
ハインリヒ王：タレク・ナズミ
王の伝令：リヴュー・ホレンダー 他
［管弦楽］NHK 交響楽団
［合唱］東京オペラシンガーズ
［料金］S23,000 A18,500 B14,500
C11,000 D8,000 E5,000 U-25：2,500

大野和士

©Rikimaru Hotta

23
土

17:00

24
日

16:00

藤田真央

©EIICHI IKEDA

矢部達哉

©T.Tairadate

billboard classics
玉置浩二 35th ANNIVERSARY
LEGENDARY SYMPHONIC
CONCERT 2022 Arcadia ─ 理想郷─
［出演］玉置浩二
［指揮］大友直人
［管弦楽］東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ
［料金］13,000（特製ブックレット付）
問キョードー東京 0570-550-799

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.9

マーラー《交響曲第 3 番》
［指揮］アレクサンダー・ソディ
［出演］アルト：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
［児童合唱］東京少年少女合唱隊
［曲目］マーラー：交響曲第 3 番
［料金］S14,500 A11,000 B9,000 C7,000
D5,000 E4,000 U-25：2,500
東京春祭 プッチーニ・シリーズ vol.3

トゥーランドット（演奏会形式／字幕付）
［演目］プッチーニ：オペラ『トゥーランドット』
（全 3 幕）
［指揮］ピエール・ジョルジョ・モランディ
［出演］
トゥーランドット：リカルダ・メルベート
カラフ：ステファノ・ラ・コッラ
リュー：セレーネ・ザネッティ
ティムール：シム・インスン 他
［管弦楽］読売日本交響楽団
［合唱］東京オペラシンガーズ
［児童合唱］東京少年少女合唱隊
［料金］S23,000 A18,500 B14,500 C11,000
D8,000 E5,000 U-25：2,500

ブリン・ターフェル Opera Night
［指揮］沼尻竜典
［管弦楽］東京交響楽団
［曲目］ワーグナー：歌劇『ワルキューレ』より
「ヴォーダンの別れ、魔の炎」
［料金］S14,500 A11,000 B7,500
C5,000 U-25：2,500

問東京 · 春 · 音楽祭実行委員会

14

大ホール

03-5205-6497

上野の森バレエホリデイ2022

29
金・祝

16:00

30
土

14:00

5月

1
日

14:00

東京バレエ団『ロミオとジュリエット』
（初演）
［演目］バレエ『ロミオとジュリエット』全 3 幕
［振付］ジョン・クランコ
［作曲］プロコフィエフ
［出演］東京バレエ団
［指揮］ジェームス・タグル
［管弦楽］東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
［料金］S13,000 A11,000 B9,000 C7,000 D5,000 E3,000
問 NBSチケットセンター 03-3791-8888

小ホール
東京・春・音楽祭 2022

1
金

19:00

3
日

第I部

13:00
第 II 部

16:00
第 III 部

19:00

6
水

19:00

木

19:00

8
金

19:00

9
土

［曲目］R.シュトラウス：献呈 他
［料金］S6,500 A5,000 U-25：1,500
東京春祭マラソン・コンサート vol.12

音楽・医学・文学

フランソワ・ルルー（Ob）の世界Ⅰ

with トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア

［曲目］ショスタコーヴィチ（バルシャイ編曲）
：
室内交響曲 他
［料金］S8,000 A6,500 U-25：1,500

アレクサンドル・メルニコフ（Pf）

［曲目］シューベルト：ピアノ・ソナタ第 18 番 他
［料金］S6,500 A5,000 U-25：1,500

フランソワ・ルルー（Ob）の世界Ⅱ

フランス作品集 ─ Bienvenue en France

［出演］フランソワ・ルルー（ Ob ） エマニュエ
ル・シュトロッセ（ Pf ）
［曲目］サンカン：オーボ
エとピアノのためのソナチネ 他
［料金］S6,500 A5,000 U-25：1,500

アンドレアス・シュタイアー（Pf）＆
アレクサンドル・メルニコフ（Pf）

［料金］S8,500 A7,000 U-25：1,500

月

19:00

12
火

19:00

18:00

18
月

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）

［出演］朗読：調整中［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

アンドレアス・シュタイアー（Pf）

［曲目］シューベルト：ピアノ・ソナタ第 21 番 他
［料金］S6,500 A5,000 U-25：1,500

13

デジュー・ラーンキ（Pf）

14

東京春祭〈Geist und Kunst〉
室内楽シリーズ vol.2

木

郷古 廉（Vn）＆加藤洋之（Pf）
血と氷〜バルトークの宇宙

［出演］郷古 廉（Vn）長原幸太（Vn）加藤洋之
（ Pf ）津田裕也（ Pf ）清水 太（ Per ）西久保
友広（ Per ）
［曲目］バルトーク：ヴァイオリン・
ソナタ第 2 番 他
［料金］S5,500 A4,000 U-25：1,500

柴田俊幸（Fl.trv）＆
アンソニー・ロマニウク（Cem・Fp）

BWV1035 他
［料金］S5,000 A3,500 U-25：1,500

問東京 · 春 · 音楽祭実行委員会 03-5205-6497

2
土

ヤンネ舘野 ヴァイオリン・リサイタル
2022 〜遙かなる地への旅〜

［出演］ヤンネ舘野（ Vn ）共演：舘野 泉（ Pf ）
14:00
他［曲目］ショーソン：ヴァイオリンとピアノと弦
楽四重奏のためのコンセール 他
［料金］指定 5,000
問ジャパン・アーツぴあ 0570-00-1212

10

東 誠三 ピアノ・リサイタル

15

第 15 回安川加壽子記念会演奏会

［曲目］シューベルト：ピアノ・ソナタ第 21 番 他
日
［料金］指定 5,000 学生 2,500
14:00 問ムジカキアラ 03-6431-8186

金

〜 2022 安川加壽子生誕 100 年〜

［出演］井上二葉（ Pf ）青柳いづみこ（ Pf ）三
展示
舩優子（ Pf ）ジェラール・プーレ（ Vn ）他
16:00
［曲目］17:00【プレ・コンサート：子どもたちに
演奏会
17:00 よる】19:00【安川加壽子による本邦初演の
作品を中心に】ファリャ
（サマズイユ編曲）
：ス
ペインの庭の夜（２台６手）他
※ 16 : 00〜20 : 00 ロビーにて資料の展示
［料金］自由 6,000 大学・高校生 3,000 小・
中学生 1,500
問新演コンサート 03-6384-2498

17
日

21

4日
［月］
・5日
［火］

日本テレマン協会 第 287 回定期演奏会

［出演］延原武春（ Cond ）コレギウム・ムジク
ム・テレマン［曲目］J.S. バッハ：管弦楽組曲
18:30 第3番 他［料金］自由4,000 65歳以上2,000
問日本テレマン協会 06-6345-1046
木

23
土

主催公演

関連情報 P9

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
ワークショップ・コンサート

11:00
14:30 「海の仲間の音楽会
〜ふしぎな宝箱のひみつ〜」

［出演］東京文化会館ワークショップ・リーダー
［料金］指定 550

24
日

日本モーツァルト協会 第 638 回例会
〜円熟と個性が輝く瞬間〜

［出演］瀬川祥子（ Vn ）ビルマン聡平（ Vn ）安
14:00

達真理（ Va ）植木昭雄（ Vc ）深沢亮子（ Pf ）
［曲目］モーツァルト：ピアノ協奏曲第 12 番 イ
長調 K414（ピアノ五重奏版）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

上野の森バレエホリデイ2022

29
金・祝
未定

バレエひろば
バレエウェア・コレクション2022
キャラクター・ハント

［出演］東京バレエ団
問 NBSチケットセンター 03-3791-8888

5月

1

日
未定

渡辺貞夫

Sadao Watanabe Quartet 2022
SADAO PLAYS ONE FOR YOU

16:30 ［出演］渡辺貞夫（ A-Sax ）林 正樹（ Pf ）コモ
ブチ キイチロウ（ Ba ）竹村一哲（ Ds ）
［料金］指定 8,000
問東京音協 https://t-onkyo.co.jp

19
火

11:00

19:00

［曲目］ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 15 番
水
「田園」他
:
19 00 ［料金］S6,500 A5,000 U-25：1,500

19:00

［曲目］調整中
［料金］S13,000 A11,000 U-25：2,000

［曲目］J.S. バッハ：フルート・ソナタ ホ長調
19:00

ヨーロッパをつくった３つの響き

［企画構成／お話］小宮正安［出演］調整中
［曲目］
【第Ⅰ部】瀉血されるモーツァルト〜医
＂術＂
の時代 モーツァルト
（リヒテンタール編曲）
：
レクイエム（弦楽四重奏版）より 他【第Ⅱ部】
外科医と旅するブラームス〜医＂学＂の時代 ブ
ラームス：弦楽四重奏曲第 1 番より 他【第Ⅲ
部】
自然療法にはまるワーグナー〜医＂療＂の時
代 ワーグナー（ウーリヒ編曲）
：オペラ『ローエ
ングリン』
（ピアノ伴奏版）より 他
［ 料 金 ］3 公 演 通し券 8,500 各 回 券 4,000
U-25（各回）
：1,500

［曲目］シューベルト：幻想曲 他
18:00

11

土

東京春祭 歌曲シリーズ vol.35

ブリン・ターフェル（Bs-Br）＆
アナベル・スウェイト（Pf）

〜

7

東京春祭 歌曲シリーズ vol.32

エギルス・シリンス（Bs-Br）＆
マールティンシュ・ジルベルツ（Pf）

16

休館日

主催公演

関連情報 P7

上野 de クラシック Vol.67
谷 昂登（ピアノ）

［曲目］シューマン：幻想曲 他
［料金］指定 1,100

Point de Vue Vol.15
〜ケフェウス五重奏団協同公演

［出演］ケフェウス五重奏団［曲目］三善 晃：
メサージュ・ソノール 他［料金］自由 3,000
問 Point de Vue 事務局
info_point_de_vue@yahoo.co.jp

20
水

玉村三幸フルート・リサイタル
〜 LA RESONANCE 〜

［出演］玉村三幸（ Fl ）神田 将（エレクトーン）
19:00
ゲスト：荘村清志（ Gt ）
［曲目］メルカダンテ：
フルート協奏曲より第 3 楽章 他
［料金］指定 5,000
問 Ro-Onチケット 047-365-9960

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

15

公演情報

3

火・祝

15:30

5

月

大ホール

令和 4 年（ 2022 年）

N 響 ゴールデン・クラシック 2022
［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

11
水

18:30

14
土

16:00
高関健

©MasahideSato

4

水・祝

16:00

5

木・祝

12:00

周防亮介

©TAKUMI JUN

NHK 交響楽団

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〜
［出演］新妻聖子 中川晃教 ソニン 他
［管弦楽］読売日本交響楽団
［指揮］三ツ橋敬子
［曲目］
「オペラ座の怪人」や「レ・ミゼラブル」などから
ミュージカルの名曲
［料金］S11,000 A9,000 B8,000 C6,000 U-25：5,000
問ジャパン・アーツぴあ 0570-00-1212

15
日

18:00

©Kazutaka
Nakamura

6
金

14:00

7
土

14:00

中川晃教

ソニン

高嶋ちさ子 with Super Cellists
［出演］高嶋ちさ子（ Vn ）チェロメンバー
［料金］6,800
問キョードー東京 0570-550-799

O.F.C. 最終公演 合唱舞踊劇『カルミナ・ブラーナ』
［演目］オルフ：合唱舞踊劇『カルミナ・ブラーナ』
［指揮］齊藤栄一
［出演］中江早希（ S ）金沢青児（ T ）加耒 徹（ Br ）酒井はな（バレエ）
島地保武（バレエ）三木雄馬（バレエ）浅田良和（バレエ） 他
［管弦楽］東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
［コロス・合唱］オルフ祝祭合唱団
［料金］S10,000 A8,000 B6,000 C4,000 D2,000
問 O.F.C. 事務局 03-3367-2451

創立 30 周年記念 第 12 回東京バーバーズショウ
［出演］東京バーバーズ jawmmin’Zeb
［曲目］サイモンとガーファンクルメドレー 他
［料金］S3,500 A3,000 B2,500 自由1,500
学生（当日販売のみ）1,000
問東京バーバーズ 090-1409-0637（石田）

17

『セルゲイ・ポルーニン
SACRÉ「春の祭典」/ラスプーチン』

18:30

［出演］セルゲイ・ポルーニン、ヨハン・コボー 他
［料金］未定
問サンライズプロモーション東京 0570-00-3377
（平日12:00〜15:00 ）

火

新妻聖子

フジコ・ヘミング スペシャルコンサート
［出演］フジコ・ヘミング（ Pf ）
［管弦楽］東京フィルハーモニー交響楽団
［曲目］リスト：ラ・カンパネラ 他
［料金］S12,000 A10,000 B8,000 C6,000
問コンサート・ドアーズ 03-3544-4577

18
水

13:00
18:30

19
木

13:00

新都民合唱団 第 83 回定期演奏会
［指揮］阿部 純
［出演］中山美紀（ S ）森山綾子（ A ）藤牧正充（ T ）浅井隆仁（ Bs ）
［管弦楽］東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
［合唱］新都民合唱団
［曲目］ヘンデル：オラトリオ「メサイア」
［料金］A4,000 B3,000
問新都民合唱団 045-620-2430

20
金

18:30

21
土

13:00
18:30

22
新都民合唱団演奏会

8
日

13:00

16

岩倉高等学校吹奏楽部 第 9 回定期演奏会
［出演］岩倉高等学校吹奏楽部
［曲目］フランコ・チェザリーニ：交響詩「アルプスの詩」
2022 年度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

日

13:00

30
月

19:00

セルゲイ・
ポルーニン

東京都交響楽団 第 951 回定期演奏会 Aシリーズ
［指揮］アンドリュー・リットン
［出演］金川真弓（ Vn ）
［曲目］シンディ・マクティー：タイムピース（ 2000 ）
バーンスタイン：セレナード（プラトン『饗宴』による）
コープランド：交響曲第 3 番
［料金］S7,000 A6,000 B5,000 C4,000 EX2,700
問都響ガイド 0570-056-057

小ホール

2
月

一般社団法人 日本ピアノ調律師協会
関東支部 第 23 回新人演奏会

［出演］音楽大学ピアノ科卒業生 13 名による
17:00
演奏［料金］自由 2,500
問日本ピアノ調律師協会関東支部
03-3257-0440

3

火・祝

14:00

4

水・祝

14:00

5

木・祝

清水理恵ソプラノ・リサイタル
Il suon di gioia e amor
〜喜びと愛の響き〜

［出演］清水理恵（ S ）神田 将（エレクトーン）
［曲目］ヴェルディ：オペラ『椿姫』より「ああ、
そはかの人か 〜花から花へ〜」他
［料金］指定 5,000
問 Ro-Onチケット 047-365-9960

岡本拓也 ギター・リサイタル

［曲目］セルジオ・アサド：サンディの肖像 他
［料金］自由 4,000 学生 2,000
問新演コンサート 03-6384-2498

森下幸路ヴァイオリン・リサイタル
10 年シリーズ＋第 25 回

［出演］森下幸路（ Vn ）川畑陽子（ Pf ）
14:00

［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第
5 番「春」他［料金］自由 4,000 学生 3,000
問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

6

河内 純 ピアノ・リサイタル

［曲目］ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 26 番
金
「告別」他［料金］自由 3,500 学生 2,500
:
19 00 問ハラヤミュージックエンタープライズ
096-369-5626

7

カルテット・スピリタス

［出演］松原孝政（S-Sax）波多江史朗（A-Sax）
松井宏幸（ T-Sax ）東 涼太（ Br-Sax ）
14:00 ［曲目］モーツァルト：フィガロの結婚序曲 他
［料金］指定 4,500
問東京音協 https://t-onkyo.co.jp
土

8
日

平尾はるなピアノコスモス2022
ベーゼンドルファーコンサート

［曲目］平尾貴四男：ピアノのためのソナタ 他
14:00
［料金］自由 5,000
問プロ アルテ ムジケ 03-3943-6677

11
水

19:00

第 143 回アンサンブル of トウキョウ
定期演奏会

「リュクスで高貴な協奏曲。
今こそ、
＂歓び＂のモーツァルト！」

［出演］小林美恵（ Vn ）玉井菜採（ Vn ）大野か
おる
（ Va ）青山聖樹（ Ob ）他 ［曲目］モーツァ
ルト：ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響
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

12
木

11:00

19:00

主催公演

関連情報 P7

上野 de クラシック Vol.68
栁谷 信（ホルン）

13
金

［出演］京都弦楽四重奏団 磯村和英（ Va ）宮
19:00

田 大（ Vc ）
［曲目］チャイコフスキー：弦楽六
重奏曲「フィレンツェの思い出」他
［料金］指定 4,000 25 歳以下 2,500
問Special Chamber Concert 実行委員会
090-1671-8284

佐藤久成 ヴァイオリン・リサイタル「運命」

22

主催公演

9日
［月］
・10日
［火］

関連情報 P9

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
11:00 「One Day セッション」
14:30 「Shall we シング？」
日

［出演］東京文化会館ワークショップ・リーダー
［料金］550

23

「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.6

14

有森 博 ピアノ・リサイタル

［曲目］オボーリン：ピアノ・ソナタ 他
［料金］自由 4,000 学生 2,000
14:00 問東京アーティスツ 03-3440-7571

［曲目］プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第 7 番
19:00

15

福田進一ギター・リサイタル 2022
シリーズ新たなるスタンダードを求めて
其の参〜アストル・ピアソラ
生誕 100 年・没後 30 年〜

24

土

日

14:00

［曲目］ピアソラ（鈴木大介編曲／委嘱書き下
ろし）
：リベルタンゴ 他［料金］指定 5,000
問 AMATI 03-3560-3010

16
月

ルーマニア国際音楽コンクール
入賞者演奏会

月

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

［料金］自由 3,000
問日本ルーマニア音楽協会 03-6869-9621

17

25
水

19:00

火

ディーナ・ヨッフェ ピアノ・リサイタル

19:00

［料金］自由 2,500 ペア4,000 学生 2,000
問カワイ表参道 03-3409-2511

18

村田理夏子＆パスカル・ドゥヴァイヨン
ピアノ・リサイタル

水

18:45

「エチュードの芸術」
〜プーランク島の住人からの贈り物

［曲目］プーランク：2 台ピアノのためのソナタ
他［料金］自由 6,000 学生 4,000
問コンサートイマジン 03-3235-3777

19
木

11:00

19:00

主催公演

［出演］桂 米助（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［料金］指定 1,100

デビュー 35 周年記念 長谷川陽子
チェロ・リサイタル

金

［出演］竹多倫子（ S ）小原啓楼（ T ）上江隼人

19:00 （ Br ）服部容子（ Pf ）［曲目］イタリア歌曲、イ
タリアのオペラより
［料金］指定 4,500 学生 2,500
問二期会チケットセンター 03-3796-1831

21

主催公演

27
金

19:00

28

［出演］東京文化会館ワークショップ・リーダー
［料金］550

主催公演

東京文化会館主催公演

［出演］小川響子（ Vn ）秋元孝介（ Pf ）
［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 1,650

東京ハルモニア室内オーケストラ
第 64 回定期演奏会

花房晴美室内楽シリーズ
＜パリ・音楽のアトリエ 第 21 集
はじまりとひろがり＞

［出演］花房晴美（ Pf ）徳永二男（ Vn ）鈴木康
浩（ Va ）向山佳絵子（ Vc ）
［曲目］フォーレ：ピ
アノ四重奏曲第 1 番 他
［料金］自由 6,000 学生 3,000
問コンサート・プランニング 03-5411-1090

深沢亮子 ピアノ・リサイタル 2022

［曲目］シューベルト：即興曲 D935 他
土
［料金］自由 5,000
14:00 問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

29
日

14:00

30
月

関連情報 P10
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］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］自由 3,000 学生 2,000
問 ON music project 080-4300-7611

日本モーツァルト協会 第 639 回例会
〜新時代のピアノ・トリオ〜

［出演］葵トリオ 小川響子（ Vn ）伊東 裕（ Vc ）
18:45
秋元孝介（ Pf ）
［曲目］モーツァルト：ピアノ三
重奏曲 ト長調 K564 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

関連情報 P9

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
土
11:00 「ムジカ・ピッコラ」
13:30 13:30は簡単な手話付き

関連情報 P7

子（ Vn ）山下真澄（ Vn ）他［曲目］チャイコフ
スキー：弦楽六重奏曲「フィレンツェの思い出」
（弦楽合奏版）他［料金］指定 4,000
問東京ハルモニア室内オーケストラ
03-6380-4560

竹多倫子 ソプラノ・リサイタル

（五島記念文化賞オペラ新人賞研修成果発表）

主催公演

上野 de クラシック Vol.69
小川響子（ヴァイオリン）

［出演］西山昌子（ Vn ）有馬玲子（ Vn ）平岡陽
19:00

関連情報 P8

創遊・楽落らいぶ Vol.61
─ 音楽家と落語家のコラボレーション─

［出演］長谷川陽子（ Vc ）松本和将（ Pf ）
［曲目］ベートーヴェン：チェロ・ソナタ全曲
［料金］指定 5,000
問ジャパン・アーツぴあ 0570-00-1212

20

26
木

カワイコンサート2022

平松混声合唱団 第 37 回定期演奏会

［出演］平松剛一（ Cond ）平松混声合唱団 渕
火
上千里（ Pf）［料金］自由 3,000
19:00 問平松混声合唱団 070-4038-3337

［出演］ルーマニア国際音楽コンクール入賞者
19:00

［曲目］シューマン：3 つのロマンス 他
［料金］指定 1,100
［出演］佐藤久成（ Vn ）髙橋 望（ Pf ）
［曲目］プフィッツナー：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

Special Chamber Concert
in TOKYO Vol.6

休館日

31

第 4 回 中島裕康 箏リサイタル ─ 冴─

［出演］中島裕康（箏・十七絃）
［曲目］宮城道
火
雄：手事 他［料金］指定 4,000 学生 2,000
:
19 00 問中島裕康箏研究室
h.nakajima.koto@gmail.com
問東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650

17

公演情報

11
土

未定

12
日

未定

6

月

大ホール

令和 4 年（ 2022 年）

牧阿佐美バレヱ団公演『ノートルダム・ド・パリ』
（全幕）
［演目］バレエ『ノートルダム・ド・パリ』
［振付・台本］ローラン・プティ
［原作］ヴィクトル・ユーゴ—
［音楽］モーリス・ジャール
［装置］ルネ・アリオ
［衣裳］イヴ・サン＝ローラン
［振付スーパーバイザー］ルイジ・ポリーノ
［照明デザイン・技術監修］ジャン＝ミシェル・デジレ
［出演］カジモド：
（6/11）菊地 研、
（6/12）ステファン・ビュリヨン
（パリ・オペラ座エトワール）
エスメラルダ：
（ 6/11 ）青山季可、
（ 6/12 ）アンジェリーナ・ヴォロンツォーワ
（ミハイロフスキー劇場バレエ団プリンシパル）
フェビュス：デニス・ロヂキン（ボリショイ・バレエ団プリンシパル）
フロロ：
（ 6/11 ）水井駿介、
（ 6/12 ）ラグワスレン・オトゴンニャム
他 牧阿佐美バレヱ団
［指揮］デヴィッド・ガルフォース
［管弦楽］東京オーケストラ MIRAI
［料金］未定
問牧阿佐美バレヱ団
03-3360-8251

13
月

19:00

東京都交響楽団 第 953 回定期演奏会 Aシリーズ
［指揮］小泉和裕
［曲目］メンデルスゾーン：交響曲第 5 番 ニ短調 Op.107「宗教改革」
ベートーヴェン：交響曲第 3 番 変ホ長調 Op.55「英雄」
［料金］S7,000 A6,000 B5,000 C4,000 EX2,700
問都響ガイド 0570-056-057

©鹿摩隆司

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）
TEL

03-5685-0650

休業日

3月1日（火）
・2日（水）
4月4日（月）
・5日（火）
5月9日（月）
・10日（火）
6月6日（月）
・7日（火）

WEB

18

t-bunka.jp/tickets/

◎ 掲載情報は2022 年 2月14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 ）/ バロックヴァイ
オリン（ B.Vn ）/ 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 ）/
フラウト・トラヴェルソ（ Fl.trv ）/ 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 ）

小ホール

1

21 世紀音楽の会 第 18 回演奏会

［出演］多久潤一郎（ Fl ）有馬理絵（ Cl ）花田
和加子（ Vn ）松本卓以（ Vc ）他［曲目］加藤
19:00 真一郎：弦楽四重奏曲 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
水

2
木

クァルテット・エクセルシオ
第 42 回 東京定期演奏会

［曲目］
シューベルト：弦楽四重奏曲第14番「死
19:00
と乙女」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

3
金

東京都立総合芸術高等学校音楽科
発表演奏会

［出演］ピアノ、弦楽器、管楽器、打楽器、声楽
18:00

13
月

18:45

14
火

11:00

19:00

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 入場制限あり
問東京都立総合芸術高等学校
03-3354-5288

4
5
日

田崎悦子ピアノ・リサイタル
「Joy of Music」3. Joy of Schubert

［曲目］シューベルト：ピアノ・ソナタ第 21 番 他
13:30

水

平崎真弓（B.Vn）＆ロレンツォ・ギエルミ
（Cem）デュオ・リサイタル

［曲目］J.S. バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの
19:00
ためのソナタ第 2 番 他
［料金］指定 5,000 ぺアシート9,000
問アレグロミュージック 03-5216-7131

9
木

19:00

10

渡辺健二 ピアノ・リサイタル

［曲目］バルトーク：ハンガリー民謡による即興
曲 他［料金］自由 3,500
問プロ アルテ ムジケ 03-3943-6677

ジェイコブ・コーラー ピアノコンサート

［出演］ジェイコブ・コーラー（ Pf ）パトリック・
金
グリン
（Ba）大坂昌彦（Dr）
［曲目］
ビリー・ジョ
18:30 エル：ピアノ・マン 他［料金］指定 5,000
問 Ro-Onチケット 047-365-9960

11

主催公演

15

［出演］東京文化会館ワークショップ・リーダー
［料金］550

12

主催公演

関連情報 P9

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
日
14:00 「はじめましてクラシック
～フルート&ピアノ～」

［出演］東京文化会館ワークショップ・リーダー
［料金］指定 550

関連情報 P7

上野 de クラシック Vol.70
梶田真未（ソプラノ）

［曲目］チャイコフスキー：オペラ『イオランタ』
より「なぜ私は以前に知らなかったのでしょう」
他［料金］指定 1,100

ミュージック・イン・スタイル
岩崎 淑シリーズ vol.43

アンサンブル コルディエ
定期演奏会 Vol.55

［出演］大塚直哉（ Cem ）野口千代光（ Vn ）他
19:00

［曲目］J.S. バッハ：コラール「主イエス・キリス
ト、われ汝を呼ぶ」他［料金］指定 3,500
問アンサンブル コルディエ 03-3851-7150

26
日

15:00

主催公演

関連情報 P4

舞台芸術創造事業

歌劇『400 歳のカストラート』

［出演］藤木大地（企画原案・選曲・カウンター
テナー） 加藤昌則（音楽監督・作曲・編曲・
Pf ）他［曲目］ヴィヴァルディ：オペラ『ジュス
ティーノ』より「よろこびと共に会わん」他
［料金］S6,600 A4,400 B2,200

水

第 20 回レア・ピアノミュージック
舘野 泉 ピアノ・リサイタル

［出演］舘野 泉（ Pf ）福間洸太朗（ MC ）
19:00
［曲目］カレヴィ・アホ：静寂の渦 他
［料金］自由 5,000 学生 2,500
問ジョイフル・アーツ 042-359-8061

16

セヴラック生誕 150 年記念演奏会

17

クァルテット・アルモニコ演奏会 Vol.8

18

東京音楽コンクール入賞者リサイタル

［出演］舘野 泉（ Pf ）深尾由美子（ Pf ）鎌田
木
直純（ Br ）森 朱美（ S ）他［曲目］セヴラック：
18:30 大地の歌（光永浩一郎編曲左手版）他
［料金］自由 4,500
問日本セヴラック協会 045-895-2317

［出演］菅谷早葉（ Vn ）生田絵美（ Vn ）阪本奈
金
津子（Va）松本卓以（Vc）
［曲目］ベートーヴェ
19:00 ン：弦楽四重奏曲第 12 番 他
［料金］自由 4,000 学生 2,000
問東京アーティスツ 03-3440-7571

土

14:00

関連情報 P9

東京文化会館ミュージック・ワークショップ
土
14:30 「アンサンブル喫茶へようこそ!
18:00 ～本日のメニュー：モーツァルト～」
「カラダ・オト・ウタウ」

主催公演

水

〜ルイス・クラレット氏をお迎えして〜

［料金］自由 5,000 学生 3,000
問カメラータ・トウキョウ 03-5790-5560

8

〜モーツァルトが愛奏したクラヴィーアたち〜

［曲目］モーツァルト：ピアノ・ソナタ第 13 番 他
［料金］指定 4,500 U-25：2,500
問メヌエット・デア・フリューゲル
048-688-4921

22

6日
［月］
・7日
［火］

［出演］岩崎 淑（ Pf ）ルイス・クラレット（ Vc ）
他［曲目］ベートーヴェン：モーツァルトの歌劇
『魔笛』の「恋を知る男たちは」の主題による
7 つの変奏曲 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

寺田悦子ピアノ・リサイタル

［曲目］ショパン：24 の前奏曲 他
土
［料金］S6,000 A4,500
:
15 00 問ジャパン・アーツぴあ 0570-00-1212

小倉貴久子《フォルテピアノの世界》
第6回

休館日

髙木凜々子 ヴァイオリン・リサイタル
with 五十嵐薫子（Pf）

［曲目］シューベルト：ヴァイオリンとピアノのた
めの幻想曲 他 ［料金］指定 4,000 学生（高
校生以下）2,000
問オフィス諷雅 support@officefuga.jp

20

無伴奏の世界 #1 大友 肇（Vc）

21

日本モーツァルト協会 第 640 回例会
〜名手シュタードラーに捧ぐ〜

［曲目］J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第5番 他
月
［料金］自由 3,500
19:00 問ミリオンコンサート協会 03-3501-5638

火

［出演］藤井洋子（ Cl ）藤原浜雄（ Vn ）中村静
18:45

香（ Va ）毛利伯郎（ Vc ）他［曲目］モーツァル
ト：クラリネット五重奏曲 イ長調 K581 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

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

19

東京文化会館

主 催 公 演 レ ポ ート

© 飯田耕治

2021 年12月18日・19日、人形劇俳優の平常（たいらじょ
う）とチェリストの宮田大による舞台作品「 Hamlet ハムレッ
ト」を上演しました。
本公演は、⼀流アーティストを起⽤したオリジナルの舞台作
品を、⼩学⽣と中学・⾼校⽣向けにお届けする「シアター・
デビュー・プログラム」の第 1 弾。シェイクスピアの傑作を、子
供たちにも分かりやすい新演出で5 年半ぶりに再演しました。
脚本・演出・美術・人形操演を手掛けた平常は、
「チェロの

東 京 文 化 会 館 情 報 誌［ オ ンミャ ク ］

令和 4 年 3月1日発行（年 4 回発行）
発行
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）
@tbunka_official

企画・編集
東京文化会館 広報担当
デザイン
株式会社ファントムグラフィックス
印刷・製本
株式会社外為印刷

アクセス
□ 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

Vol.86
2022
Spring

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

豊かな響きと共に構成する＂心象風景のダンス＂とも言える
場面を随所に散りばめた」といいます。宮田大の奏でる無伴
奏チェロの名曲は数十曲に及び、息つく間もないストーリーを
劇的に描き出しました。
平常は、舞台美術と人形、生身の体を使って何人もの登場人
物を演じ分け、観客を魅了しました。難解な「ハムレット」
を2時間
30 分に凝縮した演出は世代を超えて好評を博し、その後本作
は宇都宮市文化会館でも上演され、大きな喝采を浴びました。

t-bunka.jp

