2017年12月現在

２０１８-２０１９シーズン前期（18年4～9月） フィリアホール主催･共催コンサート
開催日

開演
時間

イベントタイトル

シリーズ名

主な出演者

クリストフ・コワン チェロ＆アルペジョーネ

チェロ＆アルペジョーネ◎クリストフ・コワン
フラウト・トラヴェルソ◎マリア＝テクラ・アンドレオッティ フォルテピアノ◎金子陽子

18年4月20日 (金)

11:30

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》

5月18日 (金)

11:30

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》

ヴィタリ・ユシュマノフ バリトン

バリトン◎ヴィタリ・ユシュマノフ ピアノ◎山田剛史

5月22日 (火)

19:00

フィリアホール共催コンサート

シャルル・リシャール＝アムラン ピアノ・リサイタル

ピアノ◎シャルル・リシャール＝アムラン

5月24日 (木)

14:00

フィリアホールオープン25周年記念
スペシャル・トーク＆コンサート

林真理子×ジョン・健・ヌッツォ×小林沙羅×河野紘子
「かくも愉しき『オペラ』なるもの」

出演◎林真理子（作家） ジョン・健・ヌッツォ（テノール）
小林沙羅（ソプラノ） 河野紘子（ピアノ）

5月26日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

河村尚子「ベートーヴェン ピアノ・ソナタ・プロジェクト」
第1回（全4回）

ピアノ◎河村尚子

5月27日 (日)

14:00

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》

「プッチーニ～幻想のアリア」

朗読◎松平定知 ソプラノ◎佐藤康子 テノール◎笛田博昭 ピアノ◎河原忠之

5月30日 (水)

19:00

フィリアホール共催コンサート

アレクサンドラ・スム ヴァイオリン・リサイタル

ヴァイオリン◎アレクサンドラ・スム

チケット発売予定

12月先行・
1月一般発売

1月先行・一般発売

ピアノ◎ジュリアン・クエンティン

6月2日 (土)

14:00

土曜ティータイムコンサートシリーズ
《音楽のある風景》

福井敬＆アントネッロ テノール＆古楽アンサンブル

テノール◎福井 敬
アントネッロ：濱田芳通（リコーダー＆コルネット）、石川かおり（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、
西山まりえ（チェンバロ＆バロックハープ）

6月23日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル

ヴァイオリン◎竹澤恭子 ピアノ◎児玉 桃

7月7日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

川久保賜紀＆小菅優 ヴァイオリン＆ピアノ デュオ・リサイタル

ヴァイオリン◎川久保賜紀 ピアノ◎小菅 優

7月14日 (土)

14:00

フィリアホール共催コンサート

ハーヴェスト室内管弦楽団 第1回演奏会

指揮◎秋山和慶 管弦楽◎ハーヴェスト室内管弦楽団

7月15日 (日)

14:00

フィリアホール共催コンサート

ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団

第１ヴァイオリン◎ルイス・フェリペ・コエーリョ 第2ヴァイオリン◎ロマーノ・トマシーニ
ヴィオラ◎ヴォルフガング・ターリツ チェロ◎タチアナ・ヴァシリエヴァ
コントラバス◎ヤーヌシュ・ヴィジク 予定

7月19日 (木)

11:30

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》

梯剛之 ピアノ

ピアノ◎梯 剛之

7月22日 (日)

13:00

フィリアホール
ミュージックアカデミー・プログラム

マエストロの白熱教室2018～指揮者・広上淳一の音楽道場

指揮・指導◎広上淳一 管弦楽◎東京音楽大学学生によるオーケストラ

7月26日 (木)

14:00

神奈川フィルの名手による室内楽
シリーズ《名曲の午後》

「弦楽合奏によるシューベルトの『ロザムンデ』」

第1ヴァイオリン・コンサートマスター◎﨑谷直人
第2ヴァイオリン◎小宮 直 ヴィオラ◎大島 亮 チェロ◎山本裕康 ピアノ◎草 冬香

8月4日 (土)

11:00
14:30

フィリアホール
キッズ＆ファミリー・プログラム

夏休みファミリー・コンサート2018

指揮◎橘 直貴 司会◎坪井直樹
管弦楽◎慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ

8月25日 (土)

14:00

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》

奥泉光×矢野沙織カルテット
「ビビビ・ビ・バップな午後～ジャズと小説と電脳空間」

出演◎奥泉 光（作家） 矢野沙織（ジャズ・サクソフォン）他によるカルテット

8月26日 (日)

14:00

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》

「中野裕太×沖仁『異邦人』」

出演◎中野裕太(俳優・フランス語朗読） 沖仁（フラメンコギター）

9月1日 (土)

14:00

フィリアホール共催コンサート

ARCUS 第9回演奏会

管弦楽（指揮者なし）◎ARCUS

9月15日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

橋本杏奈 クラリネット・リサイタル

クラリネット◎橋本杏奈 ピアノ◎寺嶋陸也

9月22日 (土)

14:00

土曜ティータイムコンサートシリーズ
《音楽のある風景》

海野幹雄＆新垣隆「デュオ・オリゴ」

チェロ◎海野幹雄 作曲＆ピアノ◎新垣 隆

9月25日 (火)

14:00

神奈川フィルの名手による室内楽
シリーズ《名曲の午後》

「室内楽によるブルックナーの『交響曲第7番』」

第1ヴァイオリン◎石田泰尚 第2ヴァイオリン◎直江智沙子 ヴィオラ◎大島 亮
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 ホルン◎豊田実加
ピアノ◎中桐 望 ハルモニウム◎西沢央子

※上記は2017年12月現在の情報です。公演名、出演者、開演時間、チケット発売時期、他掲載内容は予告なく変更になることがあります。チケット料金・曲目等は決定次第公開いたします。
上記以外にもコンサートが追加開催されることがございます。詳しくはフィリアホールWebサイト（www.philiahall.com)等をご覧ください。

12月先行・
1月一般発売

3月先行・
4月一般発売
12月先行・
1月一般発売
3月先行・
4月一般発売
6月先行・
7月一般発売
12月先行・
1月一般発売
3月先行・
4月一般発売
12月先行・
1月一般発売
3月先行・
4月一般発売

２０１８-２０１９シーズン後期（18年10月～19年3月） フィリアホール主催･共催コンサート
開催日

開演
時間

シリーズ名

18年10月6日 (土)

14:00

フィリア・ハイムコンツェルトシリーズ2018
《ウィーン＆パリ 新たなる室内楽の風》

ウィーン・ニコライ・クァルテット

第1ヴァイオリン◎ヴィルフリート・和樹・ヘーデンボルク 第2ヴァイオリン◎ベンヤミン・モリソン
ヴィオラ◎ゲルハルト・マルシュナー チェロ◎ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク

10月8日

14:00

フィリアホール共催コンサート

チェコ・フィルハーモニー室内合奏団

弦楽◎チェコ・フィルハーモニー室内合奏団

未定

フィリアホール
ミュージックアカデミー・プログラム

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.３ チェロ・アンサンブルの響宴

チェロ◎佐藤晴真、森田啓佑、水野優也、藤原秀章、香月 麗、山崎伸子
ヴァイオリン◎青木尚佳 ギター◎エマヌエーレ・セグレ

（月・祝）

10月10日 (水)

イベントタイトル

主な出演者

チケット発売予定

3月先行・
4月一般発売

6月先行・
7月一般発売

10月13日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

青木尚佳＆エマヌエーレ・セグレ
ヴァイオリン＆ギター デュオ・リサイタル

10月19日 (金)

19:00

フィリアホール共催コンサート

ヴィクトリア・ムローヴァ 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル

ヴァイオリン◎ヴィクトリア・ムローヴァ

10月27日 (土)

未定

フィリアホール
ミュージックアカデミー・プログラム

アカデミーHABANERA in JAPAN2018
ハバネラ＆ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
八重奏コンサート

ハバネラ サクソフォン・カルテット：クリスチャン・ヴィルトゥ （ソプラノ)
スィルヴァン・マレズュー （アルト） ファブリツィオ・マンクーゾ（テナー） ジル・トレソス （バリトン）
ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット：平野公崇 （ソプラノ) 田中拓也 （アルト）
西本 淳（テナー） 本堂誠（バリトン）

5月発売予定

11月6日 (火)

11:30

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》

アレクサンダー・ガジェヴ ピアノ

ピアノ◎アレクサンダー・ガジェヴ

6月先行・
7月一般発売

11月10日 (土)

14:00

フィリア・ハイムコンツェルトシリーズ2018
《ウィーン＆パリ 新たなる室内楽の風》

ヴォーチェ弦楽四重奏団

第1ヴァイオリン◎サラ・ダイヤン 第2ヴァイオリン◎セシル・ルーバン
ヴィオラ◎ギヨーム・ベケ－ル チェロ◎リディア・シェリー

3月先行・
4月一般発売

11月14日 (水)

19:00

フィリアホール共催コンサート

ヤノシュ・オレイニチャク ピアノ･リサイタル

ピアノ◎ヤノシュ・オレイニチャク
ピアノ◎河村尚子

11月17日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

河村尚子「ベートーヴェン ピアノ・ソナタ・プロジェクト」
第2回（全4回）

11月24日 (土)

14:00

フィリアホール25周年記念コンサート

クロード・ドビュッシー没後100年 室内楽回顧展

ヴァイオリン◎川久保賜紀、小林美恵 ヴィオラ◎川本嘉子 チェロ◎遠藤真理
ピアノ◎三浦友理枝 フルート◎上野由恵 ハープ◎吉野直子

11月26日 (月)

19:00

JUST ONE WORLDシリーズ
《ただ一つの世界》

エリソ・ヴィルサラーゼ ピアノ

ピアノ◎エリソ・ヴィルサラーゼ

12月8日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

児玉麻里＆児玉桃 2台ピアノ デュオ・リサイタル

ピアノ◎児玉麻里、児玉桃

12月15日 (土)

11:00
14:30

フィリアホール
キッズ＆ファミリー・プログラム

親子のためのワンダー･キンダー･クリスマス･コンサート2018

構成･司会◎浅野高瑛 出演◎浅野高瑛とハートフル･フレンズ

9月先行・
10月一般発売

12月18日 (火)

11:30

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》

菊本和昭 トランペット

トランペット◎菊本和昭 ピアノ◎迫 昭嘉

6月先行・
7月一般発売

19年1月12日 (土)

15:00

2019ニューイヤー・ガラ

神尾真由子とN響メンバーによる「四季」

ヴァイオリン◎神尾真由子 管弦楽◎N響メンバーによる室内オーケストラ

1月15日 (火)

19:00

JUST ONE WORLDシリーズ
《ただ一つの世界》

パトリツィア・コパチンスカヤ ヴァイオリン

ヴァイオリン◎パトリツィア・コパチンスカヤ ピアノ◎ポリーナ・レスチェンコ

1月20日 (日)

14:00

JUST ONE WORLDシリーズ
《ただ一つの世界》

イアン・ボストリッジ テノール

テノール◎イアン・ボストリッジ ピアノ◎サスキア・ジョルジーニ

2月14日 (木)

11:30

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》

上野耕平 サクソフォン

サクソフォン◎上野耕平 ピアノ◎山中惇史
ヴァイオリン◎アリーナ・イブラギモヴァ ピアノ◎セドリック・ティベルギアン

2月16日 (土)

17:00

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》

アリーナ・イブラギモヴァ＆セドリック・ティベルギアン
ヴァイオリン＆ピアノ デュオ・リサイタル

3月2日 (土)

11:00

フィリアホール
キッズ＆ファミリー・プログラム（共催）

Concert for KIDS～0才からのクラシック®～

出演者未定

フィリアホール共催コンサート

横浜シンフォニエッタ 第14回演奏会

指揮◎山田和樹（横浜シンフォニエッタ音楽監督） クラリネット◎近藤千花子
管弦楽◎横浜シンフォニエッタ

フィリアホール共催コンサート

ハンスイェルク・シェレンベルガー×グスターボ・ヌニェス×
津田裕也トリオ

オーボエ◎ハンスイェルク・シェレンベルガー バスーン◎グスターボ・ヌニェス
ピアノ◎津田裕也

3月14日 (木)
3月16日 (土)

19:00
14:00

※上記は2017年12月現在の情報です。公演名、出演者、開演時間、チケット発売時期、他掲載内容は予告なく変更になることがあります。チケット料金・曲目等は決定次第公開いたします。
上記以外にもコンサートが追加開催されることがございます。詳しくはフィリアホールWebサイト（www.philiahall.com)等をご覧ください。

6月先行・
7月一般発売

9月先行・
10月一般発売

6月先行・
7月一般発売
未定
9月先行・
10月一般発売

