
　　　　　　　　　　広島交響楽団
　　　　　　　　　　　2019年度 主催公演ラインナップ

第３８９回

4月14日(日)

第３９０回

5月24日(金)

第３９１回

6月8日(土)

第３９２回

7月12日(金)

第３９３回

9月13日(金)

第３９４回
プレミアム定期

10月11日(金)

第３９５回

11月29日(金)

第３９６回

1月17日(金)

第３９７回

2月21日(金)

第３９８回

3月7日(土)

定期演奏会“縁”

指揮 イルジー・ローゼン

ピアノ 奥井紫麻

   ステンハンマル：交響的序曲「エクセルシオール！」

   グリーグ：ピアノ協奏曲イ長調 Op.16

   ニルセン：交響曲第４番 Op.29（FS.76）「不滅」

指揮 レオポルト・ハーガー

ヴァイオリン ヴィルデ・フラング

   ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61〈ベートーヴェン・コンチェルト・シリーズ〉

   ブラームス：交響曲第２番ニ長調 Op.73

指揮 下野竜也

 

   ブルックナー：交響曲第５番変ロ長調 WAB.105（原典版）

指揮 秋山和慶

ヴァイオリン アラベラ・美歩・シュタインバッハー

   フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」Op.80

   ラヴェル：ツィガーヌ

   サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ Op.28

   フローラン・シュミット：バレエ音楽「サロメの悲劇」Op.50

指揮 下野竜也

ピアノ 清水和音

　《日本・ポーランド国交樹立100周年》

   ショパン（没後170年）：ピアノ協奏曲第１番ホ短調 Op.11

   矢代秋雄（生誕90年）：交響曲

指揮 リオ・クオクマン

ヴァイオリン サラ・チャン

   シベリウス：ヴァイオリン協奏曲ニ短調 Op.47

   ラフマニノフ：交響曲第２番ホ短調 Op.27

指揮 クリスティアン・アルミンク

ヴァイオリン アイレン・プリッチン

   ブラームス：大学祝典序曲ハ短調 Op.80

   ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲第２番ニ短調

   ブラームス：交響曲第１番ハ短調 Op.68

指揮 シルヴァン・カンブルラン
   ハイドン（没後210年）：交響曲第102番変ロ長調 Hob.Ⅰ:102

   ベルリオーズ（没後150年）：幻想交響曲 Op.14（H.48）

   ベートーヴェン：ロマンス第２番ヘ長調 Op.50

   モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調 K.364

   モーツァルト：交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」

指揮 下野竜也

ピアノ 小山実稚恵

   チャイコフスキー：交響曲第１番ト短調 Op.13「冬の日の幻想」

   伊福部昭：ピアノと管絃楽のための協奏風交響曲

チケット料金・・・Ｓ：5,200円 Ａ：4,700円 Ｂ：4,200円（学生：1,500円） ／ 第394回プレミアム定期演奏会・・・Ｓ：6,200円 Ａ：5,700円 Ｂ：5,200円（学生：1,500円）

会場：広島文化学園HBGホール 開演18：45（開場17：45）、土日公演は 開演15：00（開場：14：00）

～音楽が紡ぐ“縁”～

ヴァイオリンソロ&コンサートマスター

フォルクハルト・シュトイデ

ヴィオラ 安保惠麻
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2019「平和の夕べ」コンサート

ディスカバリー・シリーズ　＜ベートーヴェン生誕250周年 交響曲シリーズ＞Hosokawa×Beethoven

8月5日(月)

5月17日（金）

10月4日（金）

12月5日（木）

1月30日（木）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

   細川俊夫：Lied Ⅴ チェロとオーケストラのための（仮題）（広響委嘱・世界初演）

   ショスタコーヴィチ：チェロ協奏曲第１番変ホ長調 Op.107*

   マーラー：交響曲第１番ニ長調「巨人」*

指揮 下野竜也

笙 宮田まゆみ

   ベートーヴェン：歌劇「フィデリオ」序曲 Op.72a

   細川俊夫：「雲と光」笙とオーケストラのための

   ベートーヴェン：交響曲第１番ハ長調 Op.21

指揮 下野竜也

ピアノ 児玉桃

　 ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲第２番 Op.72a

   細川俊夫：ピアノ協奏曲「月夜の蓮」－モーツァルトへのオマージュ

（ベートーヴェン：交響曲第２番ニ長調 Op.36

指揮 下野竜也

ヴィオラ ルオシャ・ファン

　 ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲第１番 Op.138

   細川俊夫：旅Ⅵ ヴィオラと弦楽のための

   ベートーヴェン：交響曲第４番変ロ長調 Op.60

指揮 下野竜也

トランペット ラインホルト・フリードリヒ

　 ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲第３番 Op.72b

   細川俊夫：トランペット協奏曲「霧のなかで」

   ベートーヴェン：交響曲第３番変ホ長調 Op.55「英雄」
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会場：JMSアステールプラザ 大ホール 18：45開演（17：45開場） チケット料金・・・Ｓ：5,200円 Ａ：4,200円 Ｂ：3,200（学生：1,000円）

会場：広島文化学園HBGホール 18：45開演（17：45開場） チケット料金・・・Ｓ：5,000円 Ａ：4,000円（学生：2,000円）

©Frank_F129486a

指揮 クリスティアン・アルミンク

チェロ スティーヴン・イッサーリス

ホルン ハビエル・ボネ*



地域定期演奏会　《廿日市・呉・島根（益田）・福山》

第22回
廿日市

定期演奏会

さくらぴあ

4月21日(日）

第29回 呉
定期演奏会

呉市文化ホール

7月21日（日）

第27回 島根
定期演奏会

グラントワ

7月28日（日）

 第26回 福山
定期演奏会

リーデンローズ

2月9日（日）

音楽の花束 ＜春・秋・冬＞広響名曲コンサート

5月12日（日）

11月4日（月・休）

2月2日（日）

秋

冬

春

指揮 秋山和慶

ヴァイオリン 金川真弓

   ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲

   チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.35

   ドヴォルザーク：交響曲第8番ト長調 Op.88

指揮 下野竜也

ピアノ 小林愛実

   グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲

   モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466

   ショスタコーヴィチ：交響曲第5番ニ短調 Op.47「革命」

指揮 山下一史

ピアノ 外山啓介

   ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18

   チャイコフスキー：交響曲第5番ホ短調 Op.64

指揮 現田茂夫

ピアノ 鐵百合奈

   ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」

   シューベルト：交響曲第5番変ロ長調 D485

   サン=サーンス：ピアノ協奏曲第2番ト短調 Op.22

   ラヴェル：ボレロ

指揮 阪哲朗

ピアノ 田村響

   ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.73「皇帝」

   ベートーヴェン：交響曲第5番ハ短調 Op.67「運命」

   ウェーバー：歌劇「オイリアンテ」序曲

   ブラームス：ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.77

   ドヴォルザーク：交響曲第9番ホ短調 Op.95「新世界より」

指揮 汐澤安彦

ヴァイオリン 高木凜々子

   ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲

   メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調 Op.64

   ドヴォルザーク：交響曲第7番ニ短調 Op.70

会場：広島国際会議場フェニックスホール 15：00開演（14：00開場） 入場料・・・Ｓ席：4,200円（ペア：6,400円） Ａ席：3,200円 Ｂ席：2,200円（学生：1,500円）

会場：はつかいち文化ホールさくらぴあ 15：00開演（14：30開場） 入場料・・・Ｓ：3,700円 Ａ：3,200円 Ｂ：2,700円（学生：1,500円）

会場：呉市文化ホール 14：30開演（14：00開場） 入場料・・・Ｓ：3,700円 Ａ：3,200円 Ｂ：2,700円 学生：1,000円

会場：島根県芸術文化センター「グラントワ」 14：00開演（13：30開場） 入場料・・・Ｓ：3,500円 Ａ：2,500円 学生：1,000円

会場：ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 15：00開演（14：15開場） 入場料・・・Ｓ：4,200円 Ａ：3,700円 Ｂ：3,200円（学生：1,500円）

指揮 飯守泰次郎

ヴァイオリン 大江磬

ナビゲーター 假屋崎省吾
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Music for Peace コンサート　＜Hiroshima-Tokyo-Warsaw＞ベートーヴェン生誕250年プロジェクト/2016-2020 and beyond

《日本・ポーランド国交樹立100周年》

広島

「すみだ平和祈念」Music for Peace　《ベートーヴェン生誕250周年》

「ショパンと彼のヨーロッパ」《日本・ポーランド国交樹立100周年》国際音楽祭2019　オープニングコンサート

広島交響楽団＆シンフォニア・ヴァルソヴィア　合同オーケストラ

8月18日（日）

ワルシャワ

ワルシャワ

8月17日（土）

６月２０日（木）

東京

2020年
3月12日（木）

バリトン ラファウ・シヴェク

合唱 ポドラシェ歌劇場フィルハーモニー合唱団

指揮 クリスティアン・アルミンク
ピアノ マルタ・アルゲリッチ
ヴァイオリン 佐久間聡一

チェロ　マーティン・スタンツェライト
ソプラノ 森麻季　テノール 西村悟

メゾ・ソプラノ 金子美香
バリトン 大西宇宙

   ショパン：ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11

   ベートーヴェン：交響曲第9番ニ短調 Op.125「合唱」

指揮 下野竜也

ピアノ ネルソン・フレイレ

   モニューシュコ（生誕200年）：バイカ

   パヌフニク：平和への道

   ペンデレツキ：広島の犠牲者に捧げる哀歌

   藤倉大：オペラ「ソラリス」からの管弦楽組曲

   ショパン：ピアノ協奏曲第2番へ短調 Op.21

   ベートーヴェン：ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲ハ長調 Op.56

〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 〈ベートーヴェン・コンチェルト・シリーズ〉
 

ベート       ベートーヴェン：交響曲第9番ニ短調 Op.125「合唱」

指揮 クシシュトフ・ペンデレツキ

ヴァイオリン 庄司紗矢香

 　《日本・ポーランド国交樹立１００周年》

   ペンデレツキ：平和のための前奏曲

　 ペンデレツキ：ヴァイオリン協奏曲第2番「メタモルフォーゼン」

　 ベートーヴェン：交響曲第8番ヘ長調 Op.93

指揮 秋山和慶

ピアノ マルタ・アルゲリッチ

ソプラノ 天羽明惠　テノール 西村悟

メゾ・ソプラノ モニカ・レジョン

会場：広島文化学園HBGホール 18：45開演（17：45開場） チケット料金・・・Ｓ席：5,000円 Ａ席：4,000円（学生：1,500円）

会場：すみだトリフォニーホール 19：00開演（18：00開場） チケット料金・・・Ｓ：13,000円 Ａ：11,000円 Ｂ：9,000円
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