
２０１７主催公演ラインナップ

8/26【土】 外山啓介（ピアノ）
15:00開演

全席指定 3,000円　おかげさまで完売しました

©Yuji Hori

デビュー10周年記念ピアノ・リサイタル
オール・ショパン・プログラム　ピアノソナタ第3番 他

繊細で色彩豊かな、独得の音色を持つ外山啓介さん。
若手ピアニストのトップランナーが、デビュー10周年の今年、浦安音楽ホール
のオープニングに登場します。ショパンの美しい旋律の数々をご堪能ください。

9/9【土】 西村悟（テノール）＆江澤隆行（ピアノ）
テノールの貴公子によるオペラ・アリアとイタリア歌曲14:00開演

全席指定 3,000円　発売中
©Yoshinobu Fukaya(aura)

千葉出身、イタリアを拠点にヨーロッパでも活躍中、現在最も注目を集め
るオペラ歌手、西村悟さんによるオペラ・アリアとイタリア歌曲特集。
パリ・シャトレ座やストラスブール・国立ライン劇場で活躍した江澤隆行さん
のピアノに乗せてお贈りします。

9/23【土・祝】御喜美江（アコーディオン）＆池上英樹（マリンバ）　　　　
バッハ×ピアソラ14:00開演

全席指定 3,000円　発売中

©Yuji_Hori

©Marco Borggreve

ドイツを拠点に世界のクラシック音楽第一線で活躍し続けている
御喜美江さんと、独得の技術と確かな音楽性で圧倒的な存在感を
放つ池上英樹さん。唯一無二のコラボレーションで描かれる
バッハとピアソラの世界は見逃せません!

全席指定 3,000円
9/2［土］発売 （友の会先行予約 8/21［月］～23［水］ ※２2日は休館）

12/2【土】マイスタージンガー（合唱）
精鋭のオペラ歌手8人による華麗なる歌の花束14:00開演

ソプラノ、メゾソプラノ、テノール、バリトンそれぞれ２人ずつの計８人が、クラシックの名曲から
ミュージカル、またビートルズほかのポピュラーな曲まで、楽しくわかり易く、華麗に歌い上げます。

全席指定 2,500円
9/2［土］発売 （友の会先行予約 8/21［月］～23［水］ ※２2日は休館）

12/16【土】クァルテット・エクセルシオ（弦楽四重奏）
最少にして最響のアンサンブル！14:00開演

303席のコンサートホールに、最もふさわしい音楽。
それは弦楽四重奏です。モーツァルトもベートーヴェンも、チャイコフス
キーもドヴォルザークも、有名な音楽家はみんな弦楽四重奏に名曲を
遺しているのです。さあ、エクとご一緒に、音楽の宝箱を旅しましょう!

全席指定 4,000円
10/7［土］発売 （友の会先行予約 9/25［月］～27［水］ ※２6日は休館）

1/6【土】 リクレアツィオン・ダルカディア（古楽アンサンブル）
［浦安ニューイヤーコンサート］14:00開演

クラシック音楽の中でも特に有名な曲を挙げるとき、ヴィヴァルディの
「四季」を外すことができません。浦安音楽ホールが初めて迎える「新春」に、
イタリアを拠点にヨーロッパで活躍する演奏家たちのフレッシュな演奏でこの名曲をお楽しみください。

ハーモニーホール/全席指定 1,500円
10/7［土］発売 （友の会先行予約 9/25［月］～27［水］ ※２6日は休館）

1/20【土】 伶楽舎（雅楽）
子どものための雅楽コンサート「雅楽ってなあに？」14:00開演

雅楽は平安時代から演奏されている伝統音楽の一つ。
お正月や結婚式などで耳にすることもありますが、実はよく知らない、
そんな雅楽を鑑賞はもちろん、楽器紹介・楽器体験を交えながら体験
します。子どもにとってはワクワクドキドキの未知の世界です。

全席指定 3,500円
10/7［土］発売 （友の会先行予約 9/25［月］～27［水］ ※２6日は休館）

1/27【土】 藤原真理（チェロ）
　　　＆倉戸テル（ピアノ）　　　　14:00開演

チェロとともに50余年―ストイックに音楽を追求してきた藤原真理さんの音色は、
聴く人の心に深く染み入り、」揺さぶるような力強さを持っています。その彼女が演奏
する、チェロのための「新約聖書」、ベートーヴェンのチェロ・ソナタは必聴です。

全席指定 6,000円
9/2［土］発売 （友の会先行予約 8/21［月］～23［水］ ※２2日は休館）

12/9【土】ピエール＝ロラン・エマール(ピアノ) 14:00開演

現代最高のピアニスト、フランス人のエマールさんは、バッハから現代音楽に
至るまで、常に音楽の境界線を軽 と々飛び越えた世界的な活躍がその魅力。
今回演奏されるのは、ドビュッシー最高の名作「12のエチュード」。
これは、この曲の究極の演奏となること間違いなし。

10/1【日】 ジャン＝ギアン・ケラス（チェロ） 
J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲全曲14:00開演

全席指定 5,000円　発売中

©Marco Borggreve

世界の音楽界をリードするケラスさんが、チェロ音楽の「旧約聖書」と呼ばれる
バッハの無伴奏チェロ組曲6作品の全曲演奏に挑みます!
チェロ一挺で、これほど深遠で壮大な世界が生み出せるのか！ 驚かれること必至。

0才のお子さまからご入場できる約1時
間のクラシックコンサートです。
楽しいお話や、お子さまの大好きなリ
ズミカルな曲を交えながら、大人にも
聞きごたえのある演奏をお届けします。

～スイングしなけりゃ意味ないね～
9/13【水】マンハッタン・ジャズクインテット
19:15開演

全席指定 4,000円　おかげさまで完売しました

©Marco Borggreve

©Mayumi Nashida

リーダー、デビッド・マシューズを核にNYの超一流ミュージシャンで
構成されたMJQは、ジャズの魅力を徹底的に、そして見事なまでに
シンプルに表現します。
結成33周年を迎えてなお、高い人気と実力を誇るMJQサウンドを体感しましょう!

8/19【土】 Concert for KIDS～0才からのクラシック®～
11:00/14:00開演

全席指定 こども（０才～小学生）1,000円／おとな2,000円　発売中

©chihiro hashimoto

©Masafumi Hikita©Masafumi Nakayama

10/22【日】白井光子（メゾソプラノ）＆ハルトムート・ヘル（ピアノ）   
世界最高峰のドイツリートを聴く15:00開演

全席指定 5,000円　発売中
“世界最高のリート・デュオ”と評され、声楽とピアノによる室内楽
「リート（歌曲）」の世界を極めた白井さんとヘルさん。詩人の想い
と作曲家の想い、そして演奏家の想い。それらが綾織りのように
不可分に結びつく崇高な歌曲の世界を、浦安でご堪能ください。

ハーモニーホール/全席指定 3,000円　発売中

©Mikako ISHIGURO

11/19【日】宮川彬良（作曲・ピアノ）＆岡崎裕美（ボーカル）   
「未来の音楽授業! アキラ塾」15:00開演

NHK-Eテレ「クインテット」や、今年春からの朝の連続テレビ小説
「ひよっこ」の音楽を担当するなど大人気の作曲家・アキラさんが、
もし音楽の先生だったら!？
ホール開館を記念し、全く新しい「未来の音楽授業!」　
浦安分校第1回を開講!

全席指定 （チケット価格調整中）
11/11［土］発売 （友の会先行予約 10/30［月］～11/1［水］ ）

2/3【土】 岡幸二郎（ボーカル）   
プレミアム・コンサート「言～ことだま～魂2018」15:00開演

ミュージカル界のトップスター、岡幸二郎が、人気ピアニスト・作曲家の妹尾武
を迎え、いま届けたい名曲の数々を圧巻の歌唱力で披露します。

※チケット販売につきましては、裏面下部をご覧下さい。

※友の会の先行予約は、先行受付期間内にお電話・インターネットでお申し込みいただき、応募多数の場合は抽選となります。（座席の指定はいたしかねます。）

〔曲目〕パガニーニ：協奏風ソナタ イ長調 M.S.2 他
全席指定 4,000円　発売中

©Takanori Ishii

11/12【日】福田進一（ギター）
 ＆ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）   
ウィーン・フィル前コンマスとトップギタリストによる珠玉のデュオ

14:00開演

ウィーン・フィル前コンサートマスター、世界的な巨匠たちから
最も信頼され、40年以上にわたり世界的なオーケストラを率い
てきたキュッヒルさんと、日本のクラシックギター界を牽引して
きた福田進一さんによる魅惑のデュオ。

全席指定 2,500円　発売中

11/4【土】 上野耕平（サクソフォン）＆
The Rev Saxophone Quartet（サクソフォン四重奏）14:00開演

サックス界の若きスター上野耕平さんと、彼がこのメンバーなら、と
組んだ「ザ レヴ サクソフォン クァルテット」。
抜群のテクニックのみならず、その音楽性の奥深を堪能いただき
ます。 新時代の演奏家の魅力をたっぷりと。 

〔曲目〕エルガー：愛のあいさつ、モーツァルト：トルコ行進曲 他

大森智子（ソプラノ）、礒絵里子（ヴァイオリン）、加藤直明（トロンボーン）、新居由佳梨（ピアノ）

©Marco Borggreve

©Atsuya Iwashita

出演 ： 日本を代表する精鋭のオペラ歌手8名

〔曲目〕ヴィヴァルディ ： 四季 他

〔曲目〕ベートーヴェン ： チェロソナタ第３番 他

全席指定 3,500円
11/11［土］発売 （友の会先行予約 10/30［月］～11/1［水］ ）

2/12【月・祝】 河村尚子（ピアノ）　 
14:00開演

世界で活躍する日本の若手ピアニストの中でも、特に浦安音楽ホールが推す
一番手が、河村尚子さん。ドイツを拠点にソロ・室内楽・協奏曲と活躍の幅を
拡げる彼女による、満を持してのベートーヴェンほかドイツ音楽のひと時。

出演 ： クァルテット・エクセルシオ…西野ゆか(ヴァイオリン) 山田百子(ヴァイオリン)
　　　　                               吉田有紀子(ヴィオラ) 大友肇(チェロ)

〔曲目〕ドビュッシー ： 12の練習曲 他

「河村尚子の現在（いま）」～ベートーヴェンを中心に～

全席指定 3,000円
12/3［日］発売 （友の会先行予約 1１/20［月］～22［水］ ）

3/4【日】 鈴木優人（チェンバロ）           
14:00開演

マルチな活躍で日本中が注目しているチェンバロ奏者の鈴木優人さんが原点に戻っ
て、チェンバロ音楽の最高峰に挑む!それが、“永遠の旋律”と称される美しきアリアと、
創意に満ち溢れた30編の素晴らしい変奏による大曲「ゴルトベルク変奏曲」です。

（曲目）J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲

全席指定 3,000円
12/3［日］発売 （友の会先行予約 1１/20［月］～22［水］ ）

3/17【土】 日下紗矢子（ヴァイオリン）
              ゲスト 鈴木優人（チェンバロ）15:00開演

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団と読売日本交響楽団という日欧を代表する名
門オーケストラのコンサートマスターを兼任（！）する若手の逸材、日下紗矢子さん。
J.S.バッハの無伴奏＆チェンバロとの共演で、その素晴らしい演奏をご堪能ください。

©Hirofumi Isaka

©Kiyoaki Sasahara

©Marco Borggreve

〔曲目〕バッハ ： 無伴奏ヴァイオリンパルティータ第３番 他

貸館公演情報（9月～11月）

【コンサートホール】

クラシック

クラシック

シャンソン

クラシック

ピアノ発表会

ポピュラー

講演

ゴスペル

14:00

14:00

13:00

14:00

18:00

14:00

14:30

18:30

12:30

15:00

17:30

9月10日

9月24日

9月30日

10月7日

10月28日

11月3日

11月21日

11月22日

11月23日

11月26日

11月26日

日にち 開演 公演名 ジャンル 入場料 主催者(問合せ先)曜日

日

日

土

土

土

金・祝

火

水

木・祝

日

日

浦安音楽家協会(川本)　
Tel:047-380-3329  E-mail:info1761.ongaku@gmail.com   
ホームページ http://blogs.yahoo.co.jp/uma_urayasu

オカリナ・アンサンブル・ファンタジア(中村)　
Tel:090-4599-1685  E-mail:reiko27nakamura@gmail.com  
ホームページ http://dcamp.velvet.jp/ocarina

シャンソン　ド　プレジィール(立川)　Tel:090-2407-5138

アンサンブル・ダ・ビンチ(村瀬)　Tel:047-352-3884

黒澤ピアノ教室（黒澤）　
Tel:047-352-9061 E-mail:fk21-piano@docomo.ne.jp

ほほえみコンサート実行委員会(土山)
Tel:047-352-2543　 E-mail:ahiru725725@hotmail.co.jp 

プリマヴェーラ(村井)　Tel:090-4436-7310

（株）浦安ミュージックアカデミー(大槻)
Tel:047-352-9824   E-mail:ukma@nifty.com  
ホームページ http://ongaku-urayasu.com

ゴスペルクワイア エノーマスヴォイス(小山)
Tel:090-3531-1014　E-mail:orange-gospel@enormous-voice.com　
ホームページ http://www.enormous-voice.com

ゴスペルクワイア エノーマスヴォイス(小山)
Tel:090-3531-1014　E-mail:orange-gospel@enormous-voice.com　
ホームページ http://www.enormous-voice.com

若い芽うらやす(沼田)　Tel:047-353-6350

※7月15日時点での情報を掲載しています。開演時間や内容が変更になる場合がありますので、ホームページなどでご確認ください。また詳しくは主催者にお問い合わせください。
※自由席の公演は満席の場合にはご入場いただけませんので、ご了解をお願いいたします。

2,500円
(全席指定)

1,500円

無料
(要整理券)

無料

無料

無料

無料

無料

無料

(予定)

浦安音楽家協会発足記念コンサート

若い芽うらやすコンサート

オカリナ・コンサート

第10回
シャンソン　ド　プレジィール発表会

アンサンブル・ダ・ヴィンチ　デュオ　
リサイタル（チェロとピアノによるアンサンブル）

ピアノ発表会

ピアノオルガン発表会

オレンジリボンフェスタinうらやす2017 
第一部「こども虐待をしない・させない！優しい街、うらやすを目指して」

オレンジリボンフェスタinうらやす2017 
第二部「ハートフルコンサート」

Piano　Concert　～con amore～

ほほえみコンサートvol.6  
～今、素敵に歩いてますか～

自由3,000円
学生2,000円

前売900円
当日999円

クラシック
・ポピュラー

【ハーモニーホール】

クラシック

演劇

演劇

吹奏楽

箏・三味線・尺八

クラシック

ロック

ジャズ

吹奏楽

14:00

13:30

13:30

13:30

13:00

14:00

18:00

18:00

14:00

10月1日

10月7日

10月8日

10月9日

10月21日

10月22日

10月29日

11月5日

11月10日

11月18日

11月26日

日にち 開演 公演名 ジャンル 入場料 主催者(問合せ先)曜日

日

土

日

月・祝

土

日

日

日

金

土

日

歌とヨーガのリンデ(楢崎)　Tel:080-3175-9321

劇団VS(彦田)
Tel:090-2534-0317 E-mail:gekidanvs.01@gmail.com   
ホームページ http://gekidanvs.jimdo.com

劇団VS(彦田)
Tel:090-2534-0317 E-mail:gekidanvs.01@gmail.com   
ホームページ http://gekidanvs.jimdo.com

シュピール室内合奏団(本橋) 
Tel:080-5010-2102  E-mail:spiel@askswinds.com    
ホームページ http://askswinds.com/spiel/

箏道音楽院市川支部(細川) 
tel:047-710-9771 E-mail:YIU69958@nifty.com

合唱団楽歌声(合田)　Tel:047-351-8551

社会福祉法人聖隷福祉事業団
浦安市特別養護老人ホーム(藤川) 
Tel:047-382-2943  E-mail:urayasusitokuyou@sis.seirei.or.jp 
ホームページ http://www.seirei.or.jp/urayasushitakasu/

浦安オールディーズバンド(田中) 
Tel:047-351-8501 E-mail:idols@jcom.home.ne.jp

音のいぶき
Tel:0267-31-6607  E-mail:misaokw@yahoo.co.jp   
ホームページ http://otonoibuki.com

ジャズライブコンサート(岡崎)
Tel:090-7909-9358  E-mail:kana.matsuo@mac.com

浦安吹奏楽教室(大野)
Tel:047-381-6575  E-mail:melonjampan@jcom.home.ne.jp  
ホームページ http://www.geocities.jp/urasui_kyou/

無料

無料

無料

無料

自由1,000円

自由800円

2,000円

無料

リンデ・コンサート
～声楽ソロとアンサンブルの楽しみ～

劇団VS.2017秋公演
『茜色に染まる頃～リメンバー・ネーム・スワン～』

劇団VS.2017秋公演
『茜色に染まる頃～リメンバー・ネーム・スワン～』

CDリリース記念公演
シュピール室内合奏団 vol.20
シュピールの秋　～シュピール CD出しまーす!～

第18回聖隷浦安学会　
それは愛から始まった～私たちにできる最高のサービスとは～

浦安オールディーズバンドコンサート

音のいぶき講習会終了コンサート

JAZZ LIVE CONCERT 
ジャズライブコンサート

浦安吹奏楽教室 海風コンサート

箏道音楽院市川支部(高畠一郎門下)勉強会

合唱団楽歌声10周年記念コンサート
「潮風につつまれて～つなごう命の尊さを～」

一般3,000円
学生2,000円
(当日500円増）

歌謡曲、
ロシア民謡、
創作曲他

16:00
/19:30

13:00
/16:30

研究発表、
パネル展示

前売2,000円
当日2,500円

前売2,000円
当日2,500円


