
平成30年
（2018）

【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）／ソプラノ（S）／メゾソプラノ（Ms）／アルト（A）／テノール（T）／バリトン（Br）／バス（Bs）
※★印は東京音楽コンクール入賞者
※詳しくは各主催団体までお問合せください。

6.23（土）
府中の森芸術劇場
どりーむホール

 
▶指揮／小林研一郎　▶管弦楽／日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★原田莉奈（Pf）
▶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/

開演 14：00

原田莉奈
 

公演名 グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調
マーラー／交響曲第１番 ニ長調「巨人」曲　目どりーむコンサートVol.105

炎の巨人＆輝く新星

9.8（土）
サンパール荒川
大ホール

 
▶指揮／海老原 光　▶管弦楽／東京交響楽団
▶出演者／★水野優也（Vc）
▶主催／公益財団法人荒川区芸術文化振興財団　TEL：03－3802－7111　http://www.acc-arakawa.jp/

開演 14：00

水野優也
 

公演名
ロッシーニ／歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
チャイコフスキー／ロココ風の主題による変奏曲 イ長調
ビゼー／歌劇「カルメン」第１組曲　他

曲　目オータムコンサート
～どこかで聴いたクラシックの名曲選～

9.8（土）
文京シビックホール
大ホール

 
▶指揮／小林研一郎　▶管弦楽／東京フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／吉田 南（Vn）
▶主催／文京シビックホール（公益財団法人文京アカデミー）　TEL：03－5803－1103　http://bunkyocivichall.jp/

開演 15：00
 

公演名 ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
 交響曲第７番 イ長調曲　目響きの森クラシック・シリーズ

Vol.65

9.15（土）
武蔵村山市民会館
（さくらホール）大ホール

 
▶指揮／和田一樹　▶管弦楽／日本フィルハーモニー交響楽団　▶出演者／脇岡洋平（Pf）　▶語り／露の団姫（落語家、僧侶）
▶主催／武蔵村山市民会館（指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス）
　TEL：042－565－0226　https://www.musashimurayama-sakurahall.jp/

開演 15：00

脇岡洋平
ⓒ井村重人

吉田 南
ⓒYoshihiro Yoshida

和田一樹
 

公演名 ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第２番 ハ短調
プロコフィエフ／交響的物語「ピーターと狼」曲　目ピアノと語りで綴る

ロシア音楽の世界

9.30（日）
なかのZERO
大ホール

 
▶指揮／大友直人　▶管弦楽／新日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★荒井里桜（Vn）
▶主催／なかのZERO指定管理者（JN指定管理者共同事業体）　TEL：03－5340－5043　http://nicesacademia.jp/

開演 14：00
 

公演名
メンデルスゾーン／劇付随音楽「夏の夜の夢」序曲 ホ長調
 ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
ビゼー／歌劇「カルメン」組曲 第１番、第２番

曲　目オータムコンサート
大友直人×新日本フィルハーモニー交響楽団

10.14（日）
ティアラこうとう
大ホール

 
▶指揮／飯守泰次郎　▶管弦楽／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
▶出演者／★今田 篤（Pf）、東京シティ・バレエ団
▶主催／公益財団法人江東区文化コミュニティ財団　TEL：03－3635－5500　https://www.kcf.or.jp/tiara/

開演 15：00

今田 篤

荒井里桜

 

公演名
第１部 シベリウス／交響詩「フィンランディア」
 グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調
第２部 グリーグ／「ペール・ギュント」第１組曲・第２組曲（オーケストラwithバレエ）

曲　目オーケストラwithバレエ

10.20（土）
たましんRISURUホール
（立川市市民会館）大ホール

 
▶指揮／小林研一郎　▶管弦楽／日本フィルハーモニー交響楽団　▶出演者／★今井実希（S）、増田弥生（Ms）、
　後田翔平（T）、山下浩司（Br）、日本フィルと歌う立川第九合唱団（合唱）　▶合唱協力／認定NPO法人おんがくの共同作業場
▶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　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/

開演 15：00

山下浩司後田翔平増田弥生今井実希小林研一郎
ⓒ山口 敦

福原寿美枝森 麻季
ⓒYuji Hori

大友直人
ⓒRowland Kirishima

飯守泰次郎
ⓒ武藤 章

大友直人
ⓒRowland Kirishima

 

公演名 ベートーヴェン／交響曲第９番 ニ短調「合唱付」　他曲　目小林研一郎指揮／
日本フィルハーモニー交響楽団「歓喜の第九」

10.23（火）
サントリーホール
大ホール

 
▶指揮／大友直人　▶管弦楽／東京交響楽団
▶出演者／森 麻季（S）、福原寿美枝（A）、吉田浩之（T）、★岡 昭宏（Br）、ミナトシティコーラス（合唱）
▶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　http://www.kissport.or.jp/

開演 19：00

岡 昭宏吉田浩之
ⓒKyota Miyazono

 

公演名 ヴェルディ／レクイエム曲　目第27回Kissポートクラシックコンサート

10.27（土）
かつしかシンフォニーヒルズ
モーツァルトホール

 
▶指揮／飯森範親　▶管弦楽／東京交響楽団
▶出演者／★藤原秀章（Vc）
▶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：03－5670－2222　http://www.k-mil.gr.jp/

開演 15：00

藤原秀章
ⓒKei Uesugi

飯森範親
ⓒ山岸 伸

 

公演名
ヴォーン・ウィリアムズ／グリーンスリーヴスによる幻想曲
エルガー／チェロ協奏曲 ホ短調
ドヴォルザーク／交響曲第８番 ト長調

曲　目飯森範親×藤原秀章×東京交響楽団
～E.エルガー「チェロコンチェルト」～

11.4（日）
くにたち市民芸術
小ホール

 
▶出演者／★副田真之介（Ob）、★篠原拓也（Ob）、片山 柊（Pf）
▶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　http://www.kuzaidan.com/

開演 14：00

片山 柊篠原拓也副田真之介
 

公演名
アルビノーニ／２本のオーボエのための協奏曲
プーランク／オーボエ・ソナタ
モリコーネ／ニュー・シネマ・パラダイス

曲　目副田真之介・篠原拓也
オーボエ・デュオリサイタル

11.18（日）
羽村市生涯学習センター
ゆとろぎ　大ホール

 
▶指揮／飯森範親　▶管弦楽／東京交響楽団
▶出演者／★荒井里桜（Vn）、羽村東ジュニアオーケストラ、羽村市内中学校吹奏楽部選抜
▶主催／羽村市教育委員会　TEL：042－570－0707　http://www.city.hamura.tokyo.jp/soshiki/12-5-0-0-0_1.html

開演 15：00

荒井里桜飯森範親
ⓒ山岸 伸

公演名
バッハ／主よ、人の望みの喜びよ
ブラームス／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ベートーヴェン／交響曲第５番 ハ短調「運命」

曲　目ゆとろぎクラシック・ドイツ3Bの饗宴
～バッハ・ブラームス・ベートーヴェン～

小林研一郎
ⓒK.Miura

海老原 光

小林研一郎
ⓒ山本倫子

フレッシュ名曲コンサートフレッシュ名曲コンサート
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

2018～20192018～2019

露の団姫



平成31年
（2019）

11.23（金・祝）
江戸川区総合文化センター
大ホール

 
▶指揮／田中祐子　▶管弦楽／東京フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★コハーン・イシュトヴァーン（Cl）、★田原綾子（Va）、山根一仁（Vn）、小林愛実（Pf）
▶主催／江戸川区／江戸川区総合文化センター指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ　TEL：03－3652－1106　http://edogawa-bunkacenter.jp/

開演 16：00

小林愛実
ⓒAkira Muto

 

公演名
ブルッフ／クラリネットとヴィオラのための二重協奏曲 ホ短調
チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第２番 ハ短調

曲　目協奏曲の祭典
田中祐子＆東京フィルハーモニー交響楽団

フレッシュ名曲コンサートフレッシュ名曲コンサート2018～20192018～2019

12.2（日）
秋川キララホール  

▶指揮／円光寺雅彦　▶管弦楽／新日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★吉江美桜（Vn）
▶主催／秋川キララホール運営共同事業体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/

開演 15：00

吉江美桜
 

公演名
チャイコフスキー／歌劇「エフゲニー・オネーギン」より“ポロネーズ”
 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
 組曲「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」抜粋

曲　目新日本フィルハーモニー交響楽団演奏会

12.8（土）
板橋区立文化会館
大ホール

 
▶指揮／園田隆一郎　▶管弦楽／新日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★清水理恵（S）、鳥木弥生（Ms）、小笠原一規（T）、★ヴィタリ・ユシュマノフ（Br）、板橋第九合唱団（合唱）
▶主催／公益財団法人板橋区文化・国際交流財団　TEL：03－3579－3130　http://www.itabashi-ci.org/

開演 14：30

ヴィタリ・ユシュマノフ
 

公演名 ウェーバー／歌劇「魔弾の射手」序曲
ベートーヴェン／交響曲第９番 ニ短調「合唱付」曲　目第36回板橋第九演奏会

12.8（土）
北とぴあ
さくらホール

 
▶指揮／飯森範親　▶管弦楽／東京フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★盛田麻央（S）、★相田麻純（Ms）、★与儀 巧（T）、加耒 徹（Br）、北区第九合唱団（合唱）
▶主催／公益財団法人北区文化振興財団　TEL：03－5390－1221　http://www.kitabunka.or.jp/

開演 15：00

加耒 徹
 

公演名 モーツァルト／交響曲第９番 ハ長調
ベートーヴェン／交響曲第９番 ニ短調「合唱付」曲　目北区第九演奏会

12.22（土）
西東京市保谷こもれびホール
メインホール

 
▶指揮／飯森範親　▶管弦楽／東京交響楽団
▶出演者／★鷲尾麻衣（S）、塩崎めぐみ（Ms）、高橋 淳（T）、★岡 昭宏（Br）、こもれび20周年記念合唱団（合唱）
▶主催／西東京市保谷こもれびホール指定管理者　TEL：042－421－1919　http://www.komorebi-hall.jp/

開演 14：00
 

公演名 モーツァルト／交響曲第９番 ハ長調
ベートーヴェン／交響曲第９番 ニ短調「合唱付」曲　目こもれび「第九」演奏会

12.22（土）
調布市グリーンホール
大ホール

 
▶指揮／原田慶太楼　▶管弦楽／新日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★黒岩航紀（Pf）、加藤のぞみ（Ms）
▶主催／公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団　TEL：042－481－7611　http://www.chofu-culture-community.org/

開演 15：00

加藤のぞみ

岡 昭宏

黒岩航紀
ⓒ武藤 章

原田慶太楼
 

公演名
ビゼー／歌劇「カルメン」抜粋
ラフマニノフ／パガニーニの主題による狂詩曲
バーンスタイン／「ウエストサイド･ストーリー」より“シンフォニック･ダンス”

曲　目～オペラ･映画・ミュージカルの世界～

1.19（土）
新宿文化センター
大ホール

 
▶指揮／アンドレア・バッティストーニ　▶管弦楽／東京フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★今井実希・木下美穂子・安井陽子（S）、小林由佳・中島郁子（Ms）、福井 敬（T）、青山 貴（Br）、ジョン・ハオ（Bs）
▶主催／公益財団法人新宿未来創造財団　TEL：03－3350－1141　http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/

開演 17：00

ジョン・ハオ青山 貴福井 敬中島郁子小林由佳安井陽子木下美穂子今井実希アンドレア・バッティストーニ
ⓒ上野隆文

公演名 マーラー／
交響曲第８番 変ホ長調「千人の交響曲」曲　目マーラー

交響曲第８番「千人の交響曲」

1.26（土）
八王子市芸術文化会館
（いちょうホール）大ホール

 
▶指揮／現田茂夫　▶管弦楽／東京交響楽団
▶出演者／★坪井夏美（Vn）
▶主催／公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団　TEL：042－621－3005　http://www.hachiojibunka.or.jp/

開演 14：00

坪井夏美
ⓒKei Uesugi

 

公演名
チャイコフスキー／歌劇「エフゲニー・オネーギン」より“ポロネーズ”
 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ドヴォルザーク／交響曲第９番 ホ短調「新世界より」

曲　目東京交響楽団「新世界より」

1.26（土）
ルネこだいら
（小平市民文化会館）大ホール

 
▶指揮／円光寺雅彦　▶管弦楽／新日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★盛田麻央（S）、★宮里直樹（T）
▶主催／公益財団法人小平市文化振興財団　TEL：042－345－5111　http://www.runekodaira.jp/

開演 15：00

宮里直樹盛田麻央円光寺雅彦
ⓒK.Miura

現田茂夫
ⓒK.Miura

 

公演名
ベートーヴェン／交響曲第７番 イ長調
ヴェルディ／歌劇「リゴレット」より“女心の歌”  
レハール／喜歌劇「メリー・ウィドウ」より“ヴィリアの歌”　他

曲　目ルネこだいら
ニューイヤー・コンサート2019

2.2（土）
きゅりあん
大ホール

 
▶指揮／海老原 光　▶管弦楽／日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／尾崎未空（Pf）
▶主催／公益財団法人品川文化振興事業団　TEL：03－5479－4140　http://www.shinagawa-culture.or.jp/

開演 15：00

尾崎未空海老原 光
 

公演名 チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第１番 変ロ短調
 組曲「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」抜粋曲　目チャイコフスキー

華麗なる「三大バレエ」の世界

2.23（土）
練馬文化センター
大ホール

 
▶指揮／大井剛史　▶管弦楽／東京フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／★原田莉奈（Pf）
▶主催／公益財団法人練馬区文化振興協会　TEL：03－3993－3311　https://www.neribun.or.jp/

開演 16：00

原田莉奈大井剛史
ⓒK.Miura

 

公演名 ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第２番 ハ短調
ジョン・ウィリアムズ／映画「スター・ウォーズ」より　他曲　目

スクリーンから届いた
映画音楽名曲集

3.2（土）
めぐろパーシモンホール
大ホール

 
▶指揮／カーチュン・ウォン　▶管弦楽／読売日本交響楽団
▶出演者／藤田真央（Pf）
▶主催／公益財団法人目黒区芸術文化振興財団　TEL：03－5701－2913　http://www.persimmon.or.jp/

開演 15：00

藤田真央
ⓒShigeto Imura

カーチュン・ウォン
ⓒLavender Chang

 

公演名 ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第3番 ニ短調
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）／組曲「展覧会の絵」曲　目春のコンサート（仮）

3.15（金）
武蔵野市民文化会館
大ホール

 
▶指揮／ケレム・ハサン　▶管弦楽／新日本フィルハーモニー交響楽団
▶出演者／荒井優利奈（Vn）
▶主催／公益財団法人武蔵野文化事業団　TEL：0422－54－8822　http://www.musashino-culture.or.jp/

開演 19：00

荒井優利奈ケレム・ハサン
ⓒMarco Borggreve

 

公演名
シベリウス／交響詩「春の歌」
 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
ベートーヴェン／交響曲第３番 変ホ長調「英雄」

曲　目新日本フィルハーモニー交響楽団

高橋 淳塩崎めぐみ鷲尾麻衣飯森範親
ⓒ山岸 伸

与儀 巧相田麻純盛田麻央飯森範親
ⓒ山岸 伸

小笠原一規
ⓒDMS

円光寺雅彦
ⓒK.Miura

鳥木弥生
ⓒYoshinobu Fukaya

清水理恵園田隆一郎
ⓒFabio Parenzan

山根一仁
ⓒK.Miura

田原綾子
ⓒHisashi Morifuji

コハーン・イシュトヴァーン
ⓒLakeshore Music

田中祐子
ⓒsajihideyasu

【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）／ソプラノ（S）／メゾソプラノ（Ms）／アルト（A）／テノール（T）／バリトン（Br）／バス（Bs）
※★印は東京音楽コンクール入賞者
※詳しくは各主催団体までお問合せください。


