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ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調「皇帝」Op.73
Beethoven: Piano Concerto No.5 in E-flat major, Op.73 "Emperor"
ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
より
第1幕への前奏曲
歌劇『タンホイザー』序曲
Wagner: Prelude to Act 1 from Die Meistersinger von Nürnberg
Overture to Tannhäuser

管弦楽：東京都交響楽団
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

2021

1.3

15:00開演（14:20開場）

（日）

Sun, Jan 3, 2021 15:00 (OPEN 14:20)

東京文化会館 大ホール
Tokyo Bunka Kaikan Main Hall

S席7,700円

A席5,500円

B席3,300円

C席1,650円

※各種割引あり

一般発売：10月2日
（金） 東京文化会館友の会会員・都響会員先行発売：9月25日
（金）
主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館
協力：公益財団法人東京都交響楽団
助成：

文化庁文化芸術振興費補助金
（劇場･音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

東京文化会館オフィシャル・プラチナパートナー：

公演詳細はこちら
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IIMORI Taijiro, Conductor

現在、
仙台フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者、
東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者、
関西フィル桂冠名誉指揮
者を務める飯守泰次郎は、
桐朋学園で学んだ後、
ヨーロッパで研鑽を積み、
ハンブルク州立歌劇場などの指揮者を
歴任、
オペラ指揮者として確固たる実績を築き上げる。
また、
1970年からはバイロイト音楽祭の音楽助手として数々
の歴史的公演に加わり、
当時バイロイト・フェスティバル総監督であったヴォルフガング・ワーグナー氏から絶大な
信頼を得た。90年代より国内での活動を再び活発化させ、名古屋フィル常任指揮者、東京シティ・フィル常任指揮
者、
関西フィル常任指揮者、
新国立劇場オペラ部門芸術監督を歴任。
古典派からロマン派にかけてのレパートリー
を根幹に、
意欲的な活動を展開。
これまでに2010年11月旭日小綬賞、
2012年度日本芸術院賞、2014年度第56回毎
日芸術賞などを受ける。
また、
2012年度の文化功労者に選ばれ、2014年12月には日本芸術院会員に選ばれた。

ピアノ：小川典子

©S.Mitsuta

OGAWA Noriko, Piano

英国と日本を拠点に世界の主要オーケストラ・指揮者との共演や、
室内楽、
リサイタル等で世界各国へ演奏旅行を行
う他、
国際的なコンクールでの審査、
各国でのマスタークラスなど、
国際的で多彩な活動を展開中。
録音は北欧最大
のレーベルＢＩＳと専属契約を結び、
2020年7月には35枚目のＣＤ
「サティ：ピアノ独奏曲全曲集Vol.3“ヴェクサシオ
ン”」
が発売された。
英国ギルドホール音楽院教授、
東京音楽大学特任教授、
ミューザ川崎シンフォニーホールアドバ
イザー、
「ジェイミーのコンサート」
主宰、
NAS英国自閉症協会文化大使、
イプスウィッチ管弦楽協会名誉パトロン、
浜
松国際ピアノコンクール審査委員長、
国際音楽コンクール世界連盟理事。
文化庁芸術選奨文部大臣新人賞受賞、
川
崎市文化賞受賞。
2017年これまでの貢献をたたえて英国ギルドホール音楽院より
「フェロー」
の称号が授与された。
オフィシャルHP http://www.norikoogawa.com/

管弦楽：東京都交響楽団

Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

東京オリンピックの記念文化事業として1965 年東京都が設立（略称：都響）。2020 年に創立 55 周年を迎えた。
現在、大野和士が音楽監督、
アラン・ギルバートが首席客演指揮者、小泉和裕が終身名誉指揮者、
エリアフ・イン
バルが桂冠指揮者を務めている。
定期演奏会などを中心に、
小中学生への音楽鑑賞教室
（50回以上／年）
、
青少年
への音楽普及プログラム、多摩・島しょ地域での訪問演奏、ハンディキャップを持つ方のための「ふれあいコン
サート」や福祉施設での出張演奏のほか、
2018年からは、誰もが音楽の楽しさを体感・表現できる“サラダ音楽祭”
を開催するなど、多彩な活動を展開。CDリリースは、
インバルによる
『マーラー：交響曲全集』のほか、交響組曲
『ドラゴンクエスト』
（ 全シリーズ）
まで多岐にわたる。
「 首都東京の音楽大使」たる役割を担い、
これまで欧米や
アジアで公演を成功させ、
国際的な評価を得ている。
公式WEBサイト https://www.tmso.or.jp/

〈料金〉
〈チケットのお申込み〉
S席7,700円 A席5,500円 B席3,300円 C席1,650円 東京文化会館チケットサービス
東京文化会館友の会会員：S席6,600円 A席4,400円 B席2,640円
都響会員：S席6,930円 A席4,950円 B席2,970円
シルバー
（65歳以上／200枚限定）
：S席6,930円
25歳以下：S席3,850円
ハンディキャップ：S席6,600円
（介添え1名まで同一料金）
※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。
※当初発表しておりました内容から、
上記のとおり変更となりました。
※ 本公演は東京都の「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための
ロードマップ」に基づき、客席数を収容定員の約半分で発売します。
国や都などの方針等により、
ご来場時に座席のご移動をお願いする
場合がございます。
また、今後収容定員制限が緩和された場合、追加販売を行います。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大の状況により収容定員制限が
再度強化された場合、追加販売したお席は払戻しの対象となり、
ご鑑
賞いただけなくなります。予めご了承の上ご購入ください。

都響ガイド
チケットぴあ
イープラス
ローソンチケット
カンフェティ

※都響会員割引は都響ガイドのみ取扱い。
その他の各種割引チケットは、
東京文化会館チケットサービスのみ取扱い。要証明書。
※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。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※託児サービス
（要予約・有料・定員あり・12/25
（金）
17時締切）
があります。
イベント託児・マザーズ：0120-788-222
※東京文化会館大ホールには、
エレベーター、
エスカレーターはございません。予めご了承ください。

お問合せ：東京文化会館 事業係
03-3828-2111
（代表）

t-bunka.jp
@tbunka̲oﬃcial

〈発売日〉
一般発売 ： 10月2日
（金）
東京文化会館友の会会員・都響会員先行発売：9月25日
（金）
※東京文化会館友の会会員先行販売期間は電話・Webにて受付。
窓口での販売はございません。
（購入枚数制限あり）

03-5685-0650 t-bunka.jp
0570-056-057 tmso.or.jp（窓口営業休止中。電話・Webのみ受付）
0570-02-9999 t.pia.jp
eplus.jp/t-bunka/
0570-000-407 l-tike.com
0120-240-540 confetti-web.com

●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

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、
ご理解
とご協力をお願いしております。
「東京文化会館へご来場される皆さまへのお
知らせとお願い」
をお読みの上、
ご来場くださいますようお願いいたします。
t-bunka.jp/info/5673/

