月プログラムのご案内

読売日響

ⓒMarco Borggreve

みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ

常任指揮者 スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

日
開演14：00 横浜みなとみらいホール

正指揮者

ヴァイオリン：エリック・シューマン

指揮：高関健

下野 竜也
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サマーフェスティバル三大協奏曲のしらべ ＊
日
開演18：30 サントリーホール

主催：読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレビ、読売日本交響楽団
平成21年度文化芸術振興費補助金（芸術創造活動特別推進事業）
協力：横浜みなとみらいホール（7/5）
協力：アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）
（7/6）

ⓒPeter Strobel

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲

ヴァイオリン：エリック・シューマン

ドヴォルザーク

天賦の才能が
華やかに鮮やかに弾ける
パオロ・カリニャーニ〈指揮〉

チェロ協奏曲

チェロ：マーク・シューマン
チャイコフスキー

ピアノ協奏曲第1番
ピアノ：イリーナ・メジューエワ

チェロ：マーク・シューマン

ピアノ：イリーナ・メジューエワ

サマーフェスティバル三大交響曲のしらべ ＊
日
開演18：30 サントリーホール

ⓒK.Miura

指揮：山下一史

シューベルト

交響曲第7番〈未完成〉

ⓒ 佐藤雅英

ベートーヴェン

交響曲第5番〈運命〉

ドヴォルザーク

交響曲第9番〈新世界から〉指揮：山下一史

ⓒ 浦野俊之

第517回名曲シリーズ

日
開演19：00 サントリーホール
指揮：高関健

ヘンデル没後250年＆初演後260年
ヘンデル

組曲〈王宮の花火の音楽〉

マーラー

［ホグウッド校訂による新版
（2008）
］

交響曲第 5番

指揮：高関健

お申し込み・お問い合わせ

読売日響チケットセンター

03-3562-1550

（土・日・祝日を除く10：00 〜17：00）
＊：チケット発売日＝会員：5/26、一般：6/2

・

描 宇宙 地球

ドラマティックな音楽で聴衆を魅了するイタリアの俊英が、2年ぶりに読売日響へ帰ってきます！ 色彩感あふれるサウンドと、伸びやかな歌心を身上とするマエストロの極上の選曲は、
母国イタリアの誇りである「ローマ」を描いたレスピーギの音画と、ホルストの絶品〈惑星〉。ダイナミックなオーケストラ･サウンドを存分にご堪能ください。
日本が世界に誇るピアニスト･清水和音が奏でるラヴェル。繊細な叙情と華やかなテクニックにも注目です！

ラヴェル／ピアノ協奏曲ト長調

〜レスピーギ生誕130年〜

レスピーギ ローマ三部作／

Ravel/Piano Concerto in G major

交響詩 ローマの祭り

ピアノ：清水和音 Piano : Kazune Shimizu

弱冠 2 0 歳でロン＝ティボー国際コンクールに優勝。1986

Respighi/"Feste Romane"

年、ロジェストヴェンスキー指揮ロンドン響と共演し、ロン

交響詩 ローマの噴水

ドン・デビュー。95 年からベートーヴェンのソナタ全曲演

奏会を開催、その完成度を新聞紙上で高く評価される。完

Respighi/"Fontane di Roma"

璧なまでの高い技巧と美しい弱音、豊かな音楽性を兼ね備

ⓒK.Miura

交響詩 ローマの松

えたピアニストである。

〜ホルスト没後75年〜

ホルスト／ 組曲

惑星

Holst/"The planets", op.32

Respighi/"Pini di Roma"

作品32

第113回東京芸術劇場
マチネーシリーズ

7/11

合唱：国立音楽大学合唱団 Chorus : Kunitachi College of Music

合唱指導：永井宏 副指揮：佐藤宏 Chorusmaster : Hiroshi Nagai, Hiroshi Sato

みなとみらいホリデー
名曲コンサート・シリーズ
協力：アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）

7/5

14:00 開演 横浜みなとみらいホール
協力：横浜みなとみらいホール

中・高校生1,000 円 小学生 500円

●この公演には託児サービスがあります。
協力：横浜みなとみらいホール

Yokohama Minato Mirai Holiday
Popular Concert Series
Sunday, 5th July, 2:00p.m.
Yokohama Minato Mirai Hall

14:00 開演 東京芸術劇場

7/6

19:00 開演 サントリーホール

A 8,000円 B 6,000円 C 5,000円 D 4,000円

A 7,000円 B 6,000円 C 5,000円 D 3,000円
ジュニアシート
（要保護者・席ランク関係なし）

第484回定期演奏会

●この公演にはアフラックシルバー割引があります。
協力：アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）

The 484th Subscription Concert
Monday, 6th July, 7:00p.m. Suntory Hall

A 8,000円 B 6,000円 C 5,000円 G 3,000円
ジュニアシート
（要保護者・席ランク関係なし）

中・高校生1,000 円 小学生 500円

●この公演には託児サービスがあります。

The 113th Tokyo Metropolitan Art Space Matinée Series
Saturday, 11th July, 2:00p.m. Tokyo Metropolitan Art Space

1961年、
ミラノ生まれ。オペラとコンサートで活躍。これまでにウィー

ン国立歌劇場、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場、バイエルン

国立歌劇場、パリ・バスティーユ歌劇場、ミュンヘン・フィルハー

モニー、ベルリン・ドイツ響、デトロイト響などに招かれる。99 年か

ら2008 年にかけてフランクフルト歌劇場音楽総監督を務めた。

ⓒ 浦野俊之

お申し込み・お問い合わせ

読売日響チケットセンター：
03-3562-1550
土・日・祝日を除く 10：00〜17:00

読売日響ホームページから直接座席指定で購入できます
（2４時間受付）
→http://yomikyo.or.jp/

※読売日響ホームページからのチケット販売は、e＋
（イープラス）
との業務提携で運営して
おります。チケットをお求めの際は、e＋（イープラス）
とお客様とのご契約になります。
内容をご確認のうえご利用ください。
※一部公演によっては、座席指定で購入できないものもありますので、ご了承ください。
※送料および手数料は必要ありません（一部の公演を除く）。

●前売所

②読売日響チケットセンターにて同一公演の１回券を10枚以上まとめてお求めに
なった方に団体割引きをいたします。
都合により曲目、出演者等が一部変更される場合もございます。あらかじめご
了承ください。
未就学児童のご入場は、固くお断りいたします。
開演後の途中入場はご遠慮ください。

チケットぴあ0570-02-9999 楽天チケットhttp://ticket.rakuten.co.jｐ/
神奈川芸術協会045-453-5080〈日・祝日を除く10：00〜18：00 土10：
0 0〜15：00 〉
（７/５） 横 浜みなとみらいホールチケットセンター
045-682-2000（７/５） 横浜読売プレイガイド045-201-9748（７/５）
サントリーホールチケットセンター03-3584-9999（７/６）
読売新聞社・ヨミープラザ03-3242-1111〈 店頭販売のみ、内線
5443〉
（７/６、
７/11） 読売チケットプラザ03-5212-1320（７/６、
７/11）
東京芸術劇場チケットサービス03-5985-1707（７/11）

アフラックの提供により60歳以上のお客様を対象に、先着限定100名様に1回券を表
示金額の半額にてご優待いたします。お申し込みは、読売日響チケットセンターまで。
電話予約を承り、当日会場の「電話予約」窓口で精算・お渡しします（当日会場に年齢を
証明できるもの、運転免許証・健康保険証等をご持参ください）。

①学生の方は、開演15分前に当日券に残席がある場合に限り、1,000円で入場で
きます。当日券売場で整理券（開演１時間前より配布）をお受け取りになり、学生証
を提示のうえ、チケットをお求めください。ただし席を選ぶことは出来ません。

ご希望の方は、必ず電話にてご予約ください。（株）アンティー045
（423）2431
生後6ヶ月〜小学生 託児料は、お子様お一人につき2,000円。

携帯電話からも読売日響の公演
プログラムをチェックできます。

●アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）シルバー割引（７/６）

●託児サービス（７/５、
７/１１）

携帯電話にバーコードリーダーが無い場合は、
下記アドレスにアクセスしてください。
http://yomikyo.or.jp/m/

