
【略号】ピアノ（Pf）／ヴァイオリン（Vn）／ヴィオラ（Va）／チェロ（Vc）／オーボエ（Ob）／クラリネット（Cl）／ファゴット（Fg）／ホルン（Hr）／ソプラノ（S）／メゾソプラノ（Ms）／テノール（T）／バリトン（Br）　※★印は東京音楽コンクール入賞者
※2022年4月30日現在の情報です。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。　※最新情報等、詳しくは各主催団体までお問合せください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用や検温など、皆様のご理解とご協力をお願いしております。各主催団体の公式ウェブサイト等をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします。

★秋山紗穂（Pf）
ⓒShigeto Imura

 亀井聖矢（Pf）
©Taira Tairadate

出口大地
ⓒhiro.pberg

海老原 光

★前田妃奈（Vn）川瀬賢太郎
©Yoshinori Kurosawa

★福田麻子（Vn）
©Taira Tairadate

和田一樹

 佐藤晴真（Vc）
©TOMOKO HIDAKI

 中 恵菜（Va）
©Taira Tairadate

 石原悠企（Vn） 小林壱成（Vn）
©Shigeto Imura

★亀居優斗（Cl）
©Ayane Shindo

 立川こはる（語り）
Ⓒ森モーリー鷹博

 尾島紫穂（Pf）
ⒸAndrej Grilc

 木口雄人（Pf）
ⒸAndrej Grilc

大井剛史
©K.Miura

出演

指揮

指揮

指揮

指揮

指揮

★前田妃奈（Vn）大友直人
ⓒRowland Kirishima

指揮

 小井土文哉（Pf）
©Kei Uesugi

広上淳一
©Masaaki Tomitori

指揮
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公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館では、都内の区市町村及び区市町村の指定する団体との共催により、

「フレッシュ名曲コンサート」を実施しています。次代を担う新進気鋭の音楽家が多数活躍しています。

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館　企画協力：東京オーケストラ事業協同組合

東京文化会館は、都内区市町村等と共催して
各地で「フレッシュ名曲コンサート」を開催。
お住まいの地域のホールで、一流オーケストラ
の名演奏が楽しめます。

地域で身近に

クラシック音楽等の名曲をお手頃な料金で、
初めての方も気軽に楽しめます。

名曲を楽しむ

東京音楽コンクール入賞者をはじめ、次代を
担う新進気鋭の音楽家を育成支援しています。

若手アーティストを支援

2022～2023トトトトトトトトトトトトトトトト
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2022
年

9.11（日）
くにたち市民芸術小ホール

 ●フィンジ／5つのバガテル（クラリネット五重奏版）
●モーツァルト／クラリネット五重奏曲 イ長調　●ブラームス／クラリネット五重奏曲 ロ短調

晩夏のクラリネット五重奏
～ベルリンで学んだ四人を迎え、
　往年の名曲にイギリス フィンジの作品を添えて贈る～開演 15：00

主催／公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団　TEL：042-574-1515　https://kuzaidan.or.jp/hall/ 

曲目

出演

出演

出演

出演

出演

8.21（日）
新宿文化センター 大ホール

 ●ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー　●サン=サーンス／動物の謝肉祭
●ジョン・ウィリアムズ／「スターウォーズ」よりメイン・タイトル　他

ライトクラシック・サマーコンサート
開演 15：00

主催／公益財団法人新宿未来創造財団　TEL：03-3350-1141　https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

曲目

10.1（土）
なかのZERO 大ホール

 ●グリンカ／オペラ『ルスランとリュドミラ』序曲　●チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
●ムソルグスキー（ラヴェル編曲）／組曲「展覧会の絵」

開演 14：00

主催／なかのZERO指定管理者（JN指定管理者共同事業体）　TEL：03-3382-9990　https://nicesacademia.jp/

曲目

10.2（日）
武蔵野市民文化会館 大ホール

 

東京交響楽団
開演 15：00

主催／公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団　TEL：0422-54-2011　https://www.musashino.or.jp/

曲目

10.15（土）
めぐろパーシモンホール 大ホール

 ●ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調「皇帝」
●ブラームス／交響曲第1番 ハ短調

●モーツァルト／オペラ『劇場支配人』序曲　●シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 二短調
●ベートーヴェン／交響曲第7番 イ長調

出口大地×亀井聖矢×読売日本交響楽団
開演 15：00

主催／公益財団法人目黒区芸術文化振興財団　TEL：03-5701-2913　https://www.persimmon.or.jp/

曲目

10.29（土）
サンパール荒川 大ホール

 ●ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調
●チャイコフスキー／交響曲第5番 ホ短調

開演 14：00

主催／公益財団法人荒川区芸術文化振興財団　TEL：03-3802-7111　https://www.acc-arakawa.jp/

曲目

東京フィル
ハーモニー
交響楽団

管弦楽

東京交響楽団8.7（日）
練馬文化センター 大ホール

 ●ブラームス／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調　●ビゼー／『カルメン』組曲より「闘牛士」「ハバネラ」
 「間奏曲」「アラゴネーズ」「闘牛士の歌」「夜想曲」「ジプシーの踊り」　●ラヴェル／ボレロ

熱狂のボレロ×カルメン

日本フィルハーモニー交響楽団6.11（土）
府中の森芸術劇場 どりーむホール

 ●モーツァルト／オペラ『後宮からの誘拐』序曲　●モーツァルト／ピアノ協奏曲第17番 ト長調
●モーツァルト／交響曲第41番 ハ長調「ジュピター」

どりーむコンサートVol.121
至高の天才 最後のシンフォニー

東京フィルハーモニー交響楽団
「展覧会の絵」

日本フィルハーモニー交響楽団　
チャイコフスキー 交響曲第5番

開演 14：00

主催／公益財団法人府中文化振興財団　TEL：042-335-6210　http://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/

曲目

出演 管弦楽

開演 15：00

主催／練馬文化センター（公益財団法人練馬区文化振興協会）　TEL：03-3993-3311　https://www.neribun.or.jp/nerima.html

曲目

出演 管弦楽

東京フィルハーモニー交響楽団

管弦楽

東京交響楽団

管弦楽

読売日本交響楽団

管弦楽

日本フィルハーモニー交響楽団

管弦楽



★北村 陽（Vc）

 牛田智大（Pf）
ⓒAriga Terasawa

坂入健司郎
ⓒTaira Tairadate

★大崎由貴（Pf）三ツ橋敬子
©Earl Ross

★井出壮志朗（Br） 渡辺 康（T）  金子美香（Ms）
ⓒYoshinobu Fukaya(aura)

★梶田真未（S）

★コハーン・イシュトヴァーン（Cl）荒木奏美（Ob）

角田鋼亮
ⓒHikaru Hoshi

★福田麻子（Vn）
ⓒTaira Tairadate

大友直人
ⓒRowland Kirishima

★亀居優斗（Cl）
ⓒAyane Shindo

三ツ橋敬子
ⓒEarl Ross

★原田莉奈（Pf）
©Taira Tairadate

三ツ橋敬子
©Earl Ross

★髙木凜々子（Vn）
©Naoya Yamaguchi

三ツ橋敬子
©Earl Ross

★岡 昭宏（Br）★工藤和真（T）向野由美子（Ms）★梶田真未（S）藤岡幸夫
©Shin Yamagishi

板橋第九合唱団

東京交響楽団

管弦楽

東京フィルハーモニー交響楽団

管弦楽

東京フィルハーモニー交響楽団

管弦楽

新日本フィル
ハーモニー
交響楽団

管弦楽

合唱

北区第九合唱団

合唱

新日本フィルハーモニー交響楽団

管弦楽

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

管弦楽

東京交響楽団

管弦楽

東京交響楽団

管弦楽

大伏啓太（Pf）

●J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲第6番 ニ長調より
●ドビュッシー／チェロ・ソナタ ニ短調　他
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【略号】ピアノ（Pf）／ヴァイオリン（Vn）／ヴィオラ（Va）／チェロ（Vc）／オーボエ（Ob）／クラリネット（Cl）／ファゴット（Fg）／ホルン（Hr）／ソプラノ（S）／メゾソプラノ（Ms）／テノール（T）／バリトン（Br）　※★印は東京音楽コンクール入賞者
※2022年4月30日現在の情報です。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。　※最新情報等、詳しくは各主催団体までお問合せください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用や検温など、皆様のご理解とご協力をお願いしております。各主催団体の公式ウェブサイト等をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします。

出演

2023
年

12.10（土）
秋川キララホール

 ●ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調「皇帝」
●ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調「運命」

●モーツァルト／オペラ『フィガロの結婚』序曲
●メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調　●ブラームス／交響曲第1番 ハ短調

開演 15：30

主催／秋川キララホール指定管理者（代表団体 株式会社コンベンションリンケージ）　TEL：042-559-7500　http://akigawa-kirarahall.jp/

曲目

出演

出演

出演

出演

出演

12.10（土）
板橋区立文化会館 大ホール

 

第38回板橋第九演奏会
開演 14：30

主催／公益財団法人板橋区文化・国際交流財団　TEL：03-3579-3130　https://www.itabashi-ci.org/

曲目

12.17（土）
北とぴあ さくらホール

 

開演 15：00

主催／公益財団法人北区文化振興財団　TEL：03-5390-1221　https://kitabunka.or.jp/

曲目

1.15（日）
西東京市保谷こもれびホール メインホール

 

調整中

北区第九演奏会

開演 15：00

主催／西東京市保谷こもれびホール指定管理者　TEL：042-421-1919　https://www.komorebi-hall.jp/

曲目

2.13（月）
サントリーホール 大ホール

 

第31回
Kissポートクラシックコンサート

東京フィルハーモニー交響楽団
メンデルスゾーン＆ブラームス

晩秋のクラシック

原田慶太楼と若き俊英たちが贈る
初冬の華やぎ

開演 19：00

主催／公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団　TEL：03-5770-6837　https://www.kissport.or.jp/

曲目

2.19（日）
としま区民センター 多目的ホール

 

開演 15：00

主催／公益財団法人としま未来文化財団　TEL：03-3590-7118　https://www.toshima-mirai.or.jp

曲目

12.10（土）
かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

 ●モーツァルト／オペラ『フィガロの結婚』序曲
●メンデルスゾーン／交響曲第4番 イ長調「イタリア」　●モーツァルト／協奏交響曲 変ホ長調

新日本フィル「新世界より」12.3（土）
ルネこだいら（小平市民文化会館）大ホール

 ●ドヴォルザーク／序曲「謝肉祭」　●グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調
●ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調「新世界より」

東京フィルハーモニー交響楽団演奏会
究極のベートーヴェン!ベートーヴェン２大名曲を聴く

開演 15：00

主催／公益財団法人小平市文化振興財団　TEL：042-346-9000　http://www.runekodaira.jp/

曲目

11.19（土）
ティアラこうとう 大ホール

 ●ドヴォルザーク／序曲「自然の中で」　●モーツァルト／クラリネット協奏曲 イ長調
●ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調「新世界より」

開演 15：00

主催／公益財団法人江東区文化コミュニティ財団　TEL：03-5624-3333　https://www.kcf.or.jp/tiara/

曲目

三ツ橋敬子指揮／東京交響楽団
「シェエラザード」11.13（日）

たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール

 ●グリーグ／組曲「ホルベアの時代より」プレリュード　●ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調
●リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」

開演 15：00

主催／立川市　企画協力／公益財団法人立川市地域文化振興財団　TEL：042-526-1311　https://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/

曲目

出演

開演 14：00

主催／葛飾区文化施設指定管理者（株式会社キョードー東京）　TEL：03-5670-2233　https://www.k-mil.gr.jp/

曲目

★栁谷 信（Hr）★保崎 佑（Fg）原田慶太楼
ⓒClaudia Hershner

東京交響楽団

管弦楽出演

北村 陽 チェロ・リサイタル

●ベートーヴェン／交響曲第9番 ニ短調「合唱付」　他

●ベートーヴェン／交響曲第9番 ニ短調「合唱付」　他

指揮

指揮

指揮

指揮

指揮

指揮

指揮

指揮

指揮

出演

出演


