
シリーズ名 主な出演者 チケット発売予定

4月9日 (日) フィリアホール特別コンサート 假屋崎省吾（華道家）、奥村愛（ヴァイオリン）、山本貴志（ピアノ）

4月20日 (木) フィリアホール共催コンサート ニコライ・ズナイダー（ヴァイオリン）、ロベルト・クーレック（ピアノ）

5月11日 (木) エデュケーション＆コミュニティー・プログラム
クァルテット・トイトイ（三澤響果、菊野凜太郎、山本一輝、築地杏里）
ゲスト出演：島方瞭（ヴィオラ）、山崎伸子（チェロ）

5月16日 (火)
ウィークデーコンサートシリーズ
《らん・らん・ランチにいい音楽》

石川滋（コントラバス）、山中惇史（ピアノ）

5月20日 (土)
フィリア・トーク＆コンサートシリーズ
《本と音楽の素敵な出逢い》

宮下奈都（作家）、金子三勇士（ピアノ）、外山洋司（調律師）

5月28日 (日)
フィリアホール共催コンサート
《極上の「語り」と「音楽」で味わう午後》

松平定知（朗読）、松本和将（ピアノ）、藤木大地（カウンターテナー）

6月7日 (水) フィリアホール共催コンサート
ハインツ・ホリガー（オーボエ）、マリー＝リーゼ・シュプバッハ
（オーボエ、イングリッシュホルン）、荒木奏美（オーボエ）、宮田まゆみ（笙）

6月10日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 森麻季（ソプラノ）、横山幸雄（ピアノ）

6月18日 (日)
「マイ･フィールド」トーク＆コンサートシリーズ
《私の人生、私の音楽》

フェリックス・クリーザー（ホルン）　津田裕也（ピアノ）

7月1日 (土) ホール連携プロジェクト 佐藤俊介（ヴァイオリン）、スーアン・チャイ（フォルテピアノ） 3月

7月8日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 新倉瞳（チェロ）、佐藤卓史（ピアノ）

7月21日 (金)
ウィークデーコンサートシリーズ
《らん・らん・ランチにいい音楽》

實川風（ピアノ）

7月26日 (水)
神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ
《名曲の午後》

ヴァイオリン◎﨑谷直人（神奈川フィル第１コンサートマスター）、直江智沙子
神奈川フィルのメンバーによる弦楽アンサンブル

4月

8月1日 (火) フィリアホール共催コンサート ミシェル・ダルベルト（ピアノ） 4月

8月5日 (土) ファミリー･コンサート･シリーズ
橘 直貴(指揮）
慶應義塾ワグネル･ソサィエティー･オーケストラ（管弦楽）

7月

8月26日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 南紫音（ヴァイオリン）、田村響（ピアノ）

8月27日 (日)
フィリアホール共催コンサート
《極上の「語り」と「音楽」で味わう午後》

松平定知（朗読）、松本和将（ピアノ）

9月10日 (日)
「マイ･フィールド」トーク＆コンサートシリーズ
《私の人生、私の音楽》

近藤嘉宏（ピアノ） 4月

9月16日 (土) フィリアホール共催コンサート
ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ（弦楽）
コンサートマスター＆独奏ヴァイオリン：日下紗矢子

4月

9月23日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 仲道郁代（ピアノ） 好評発売中

9月29日 (金) フィリアホール共催コンサート
フェデリコ・アゴスティーニ(ソロ・ヴァイオリン：イ・ムジチ合奏団元コンサートマスター）
コンチェルト・ラ・ガレリア（弦楽）

4月

フィリアホール(横浜市青葉区民文化センター)
2017～2018前期シーズン 主催・共催公演事業ラインナップ【2017年2月現在】

開催日 イベントタイトル

美しき音楽の庭をめぐる「花と緑のコンサート」
假屋崎省吾×奥村愛×山本貴志

ニコライ・ズナイダー　ヴァイオリン・リサイタル

山崎伸子プロデュース　輝く若手演奏家による
「未来に繋ぐ室内楽」Vol.1　クァルテット・トイトイ

石川滋　コントラバス

宮下奈都×金子三勇士×外山洋司
「『羊と鋼の森』を歩く」

シューベルト～恋の歌

ハインツ・ホリガーと仲間たち

森麻季＆横山幸雄　デュオ・リサイタル

フェリックス・クリーザー
「輝くホルン、ハンディを越えて」

佐藤俊介＆スーアン・チャイ
ヴァイオリン＆フォルテピアノ

新倉瞳　チェロ・リサイタル

實川風　ピアノ

「チャイコフスキーの『弦楽セレナーデ』」

ミシェル・ダルベルト　ピアノ・リサイタル

夏休みファミリー･コンサート2017

南紫音　ヴァイオリン・リサイタル

ベートーヴェン～最後の手紙（ザ・ラスト・レター）

近藤嘉宏
「今によみがえる鍵盤の魔術師・リスト」

ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ

仲道郁代「いつもあなたとショパン」第4回

イタリア～音楽の旅　ヴィヴァルディの「四季」

※チケット価格等の詳細は、各公演チラシ及びフィリアホールホームページの「主催公演ラインナップ」等にて順次情報を公開いたします。

※掲載公演以外にも随時公演が追加されることがあります。

※この情報は2017年2月現在の情報です。出演者、日程、内容、チケット価格等予告なく変更の可能性がございますので、ご了承ください。

好評発売中

好評発売中

好評発売中



シリーズ名 主な出演者 チケット発売予定

10月6日 (金)
JUST ONE WORLDシリーズ
《ただ一つの世界》

ラファウ・ブレハッチ（ピアノ） 4月

10月9日 (月) フィリア・ハイムコンツェルトシリーズ
エベーヌ弦楽四重奏団：ピエール・コロンベ、ガブリエル・ル・マガデュール（ヴァイオリン）
アドリアン・ボワソー（ヴィオラ）、ラファエル・メルラン（チェロ） 4月

10月14日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 萩原麻未（ピアノ） 7月

10月27日 (金)
神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ
《名曲の午後》

ヴァイオリン◎石田泰尚（神奈川フィル ソロ・コンサートマスター）、小宮直、須山暢大
ヴィオラ◎鈴村大樹　チェロ◎門脇大樹　コントラバス◎米長幸一
クラリネット◎齋藤雄介　ファゴット◎鈴木一成　ホルン◎豊田実加

4月

10月31日 (火)
ウィークデーコンサートシリーズ
《らん・らん・ランチにいい音楽》

セルゲ・ツィンマーマン（ヴァイオリン） 7月

11月14日 (火) フィリアホール共催コンサート デジュー・ラーンキ（ピアノ） 7月

11月25日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 吉野直子（ハープ）、ラデク・バボラーク（ホルン） 7月

11月26日 (日) エデュケーション＆コミュニティー・プログラム 広上淳一(指揮/指導）、東京音楽大学学生 7月

11月29日 (水) エデュケーション＆コミュニティー・プログラム
カルテット・アマービレ（篠原悠那、北田千尋、中 恵菜、笹沼 樹）
ゲスト出演：山崎伸子（チェロ）

7月

12月2日 (土) フィリアホール共催コンサート 調整中 7月

12月16日 (土) ファミリー･コンサート･シリーズ
浅野高瑛（構成･司会）
浅野高瑛とハートフル･フレンズ（演奏）

10月

12月21日 (木)
ウィークデーコンサートシリーズ
《らん・らん・ランチにいい音楽》

小林海都（ピアノ） 7月

2018年 1月13日 (土) ニューイヤー・スペシャル・コンサート
田部京子（ピアノ）　宮田大（チェロ）　毛利文香（ヴァイオリン）
N響メンバーによる室内オーケストラ（管弦楽）

10月

1月27日 (土)
「マイ･フィールド」トーク＆コンサートシリーズ
《私の人生、私の音楽》

渡辺玲子（ヴァイオリン）江口玲（ピアノ） 4月

2月10日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 小山実稚恵（ピアノ） 7月

2月14日 (水)
ウィークデーコンサートシリーズ
《らん・らん・ランチにいい音楽》

伊藤悠貴（チェロ）　未定（ピアノ） 7月

2月17日 (土) フィリアホール共催コンサート 山田和樹（指揮）　横浜シンフォニエッタ（管弦楽） 10月

2月22日 (木)
JUST ONE WORLDシリーズ
《ただ一つの世界》

藤村実穂子（メゾソプラノ）　ヴォルフラム・リーガー（ピアノ） 10月

3月17日 (土) 土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 朴 葵姫（ギター） 7月

3月19日 (月) フィリアホール共催コンサート
チェコ・フィル・ストリング・カルテット：第一ヴァイオリン◎マグダレーナ・マシュラニョヴァー
第二ヴァイオリン◎ミラン・ヴァヴジーネク　ヴィオラ◎ヤン・シモン　チェロ◎ヨゼフ・シュパチェク 10月

3月24日 (土) ホール連携プロジェクト コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ） 10月

3月25日 (日) 区民プロデュース公演 フィリア・ジュニア合唱団　他 2018年1月

3月31日 (土) 区民プロデュース公演
青少年とプロの室内楽奏者の共演プログラム
講師：遠藤真理（チェロ）他による弦楽四重奏　予定

2018年1月

フィリアホール(横浜市青葉区民文化センター)
2017～2018後期シーズン 主催・共催公演事業ラインナップ【201７年2月現在】

開催日 イベントタイトル

ラファウ・ブレハッチ　ピアノ

エベーヌ弦楽四重奏団

萩原麻未　ピアノ・リサイタル

「シューベルトの『八重奏曲』」

セルゲ・ツィンマーマン　無伴奏ヴァイオリン

デジュー・ラーンキ　ピアノ・リサイタル

吉野直子＆ラデク・バボラーク　ハープ＆ホルン

マエストロの白熱教室2017
～指揮者･広上淳一の音楽道場

山崎伸子プロデュース　輝く若手演奏家による
「未来に繋ぐ室内楽」Vol.2　カルテット・アマービレ

Concert for KIDS～0才からのクラシック®～

親子のためのワンダー･キンダー･
クリスマス・コンサート2016

小林海都　ピアノ

未来にはばたくドリームコンサート2018

※チケット価格等の詳細は、各公演チラシ及びフィリアホールホームページの「主催公演ラインナップ」等にて順次情報を公開いたします。

「ニューイヤー･ガラ・コンチェルト2017」

渡辺玲子＆江口玲
「ヴァイオリン＆ピアノ　名曲に隠された秘密」

小山実稚恵「ベートーヴェンの想い」

伊藤悠貴　チェロ

藤村実穂子　メゾソプラノ

※掲載公演以外にも随時公演が追加されることがあります。

※この情報は2017年2月現在の情報です。出演者、日程、内容、チケット価格等予告なく変更の可能性がございますので、ご了承ください。

横浜シンフォニエッタ　第13回演奏会

朴 葵姫（パク・キュヒ）　ギター・リサイタル

チェコ・フィル・ストリング・カルテット

コンスタンチン・リフシッツ「バッハの宇宙」Vol.2

第4回フィリア・ジュニア合唱団コンサート

このほかに 

「よちよちおんがくかい」 

「親子のための小さな音楽室『はぐくむ』など、 

未就学児のお子様を対象としたミニコンサート＆ 

ワークショップも随時開催予定！ 


