


















当日学生割引。当日の残席を半額で提供いたします。（要学生証）アイコンの説明： 会場 曲目・演目出演 料金

5/13（日）
14：00開演

福岡グランドクラシックス2018
福岡シンフォニーホール　ほか

2018

（限定200セット）もあります！定価￥23,500

▲

￥19,800全３公演のS席セット券

ヨハン・デ・メイ：サンマルコのこだま、Ｔwoボーンコンチェルト　ほか

指定席［2階席］3,500円　自由席［1階席］3,000円
学生席［1階席］1,500円（小学生～大学生）

指揮／ヨハン・デ・メイ　トロンボーン／ユルゲン・ファン・ライエン、阿部竜之介

九州管楽合奏団 演奏会2018

5/14（月）
19：00開演

シューベルト：鱒、ナイチンゲール
J.シュトラウスⅡ世：山賊のギャロップ　ほか

S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円　※4歳以下入場不可
※U25チケット（5～25歳）各席半額　

ハイドン組

キヤノンマーケティングジャパングループ創立50周年記念
ウィーン少年合唱団

6/10（日）
14：00開演

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番　ブラームス：交響曲 第1番
S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円（学生1,500円）

九州交響楽団 第13回 名曲・午後のオーケストラ　
明治維新150周年～同時代を生きた作曲家の「第1番」

指揮／小泉和裕　ピアノ／小山実稚恵

6/20（水）
19：00開演

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番　
                          眠りの森の美女（プレトニョフ編）　ほか

S席14,000円　A席11,000円　B席9,000円　C席7,000円

Good不動産PRESENTS ミハイル・プレトニョフ指揮
ロシア・ナショナル管弦楽団

ピアノ／反田恭平

6/28（木）
19：00開演

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
　　　　　　   交響曲 第5番「運命」　ほか

S席10,000円　A席9,000円　B席7,000円　C席5,000円

ベルリン交響楽団

指揮／リオール・シャンバダール　ピアノ／エフゲニー・ミハイロフ

7/16（月・祝）
15：00開演

ショスタコーヴィッチ：祝典序曲
本多俊之：AMPLITUDE
西村朗：秘儀Ⅳ　ほか

全席指定4,000円（学生券2,000円）

指揮／西村友
サックス／本多俊之　ピアノ／本多尚美
吹奏楽／Osaka Shion Wind Orchestra

6/24（日）
15：00開演

ハイドン：チェロ協奏曲 第1番
モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」　ほか

Ｓ席10,000円  Ａ席8,000円（学生券4,000円）

ハイドン・フィルハーモニー

俊英アルトシュテットが繰り出す、これぞ古典の極み！

日本を代表する吹奏楽団Ｏsaka Shion 
Wind Orchestraと本多俊之の初共演！

Osaka Shion Wind Orchestra feat.本多俊之

8/19（日）
15：00開演

Ｓ席3,000円　Ａ席2,000円　（学生各席1,000円引き）

アクロスオリジナルの室内合奏団による第１２回目の定期演奏会。　

アクロス弦楽合奏団 第12回定期演奏会

8/5（日）
①１１：00開演
②１４：00開演

松井和彦：「泣いた赤鬼」

ヘンデル：ハープ協奏曲
マーラー：アダージェット
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント　ほか

子ども（3歳～小学生）500円
大人（中学生以上）2,000円
※2歳以下無料　※全席自由

未就学児も気軽に楽しめる人気の公演。
いっしょに歌おう！

こどものためのオペラ「泣いた赤鬼」
アクロス夏休み子ども企画

Ⓒ椎原一久

コンサートマスター／景山誠治（アクロス福岡ヴァイオリンセミナー講師）

9/2（日）
14：00開演

S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円（学生1,500円）

九州交響楽団 第14回 名曲・午後のオーケストラ　
バーンスタイン生誕100年記念

指揮／田中祐子
ピアノ／シャルル・リシャール＝アムラン

Ⓒ椎原一久

バーンスタイン：「キャンディード」序曲
ショパン：ピアノ協奏曲 第2番　ほか

9/6（木）
19：00開演

S席6,100円　A席5,100円　B席4,000円　学生席2,000円

読売日本交響楽団名曲シリーズ　福岡公演

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲　ラヴェル：「ボレロ」 ほか

指揮／ジョセフ・バスティアン
ヴァイオリン／神尾真由子

9/23（日・祝）
14：00開演

S席13,000円　A席11,000円　B席8,000円
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番
チャイコフスキー：交響曲 第6番「悲愴」

ピアノ／リリヤ・ジルベルシュタイン

10/3（水）
１９：０0開演

Ｓ席4,000円　Ａ席3,500隻　Ｂ席3,000円

チェコ・フィルハーモニー弦楽四重奏団

西本智実指揮
ロシア国立交響楽団（スヴェトラーノフ・オーケストラ）

ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲「アメリカ」、ピアノ五重奏曲　ほか

10/11（木）
18：30開演

全席指定4,500円

福岡・天神薪能2018

秋夜、ホールに揺らめくかがり火。
人間国宝らが繰り広げる幽玄の世界。

  能 ：「葵上」（あおいのうえ）
　　　観世喜正
狂言：「千鳥」（ちどり）
　　　山本東次郎（人間国宝）

11/6（火） 真言宗声明・天空に響く祈りの音楽
～オルガンの調べにのせて～

S席4,500円　A席3,500円
三礼、対揚、唱礼、オルガンとのコラボレーション　ほか

声明／真言宗青教連法親会　オルガン／池田泉

11/29（木）
19：00開演

小曽根真ピアノソロ
“クラシック×ジャズ”2018

6/9（土）
14：00開演

森のくまさん、八木節　ほか

Ｓ席（1階）3,500円　Ａ席（2階）3,000円　Ｂ席（3階）2,500円　
※当日500円増　※0歳から入場可。ひざ上鑑賞無料（座席が必要な場合は要チケット）

ズーラシアンブラスとなかまたちの
音楽の絵本

12/9（日）
14：00開演

ゲルハルト・オピッツ 
ピアノリサイタル

S席7,000円　A席5,000円（学生券2,500円）
「ドイツ正統派の巨匠」オピッツが３大Ｂ（ベートーヴェン、バッハ、ブラームス）の名曲を奏でる！

世界中のオーケストラからラブコールが絶えないジャズピアニスト：小曽根真が、
福岡シンフォニーホールならではの特別プログラムでお届けします。

11/23（金・祝）
未定

西日本オペラ協会「コンセル・ピエール」公演
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

12/11（火）
19：00開演

古澤巌×ベルリン・フィルハーモニー
ヴィルトゥオーソ’2018

S席7,000円　A席6,000円　B席5,000円（学生席3,000円）

12/16（日）
14：00開演 ＮＨＫ交響楽団

Ｓ席11,000円  Ａ席8,000円　Ｂ席6,000円（学生券3,000円） 9/16（日）
13：00開演

S席8,500円　A席7,000円　B席5,500円　C席3,500円

横山幸雄　チャイコフスキー＆ラフマニノフ
華麗なる協奏曲の饗宴

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番　ほか

ピアノ／横山幸雄　指揮／ヴァレンティン・ウリューピン
管弦楽／九州交響楽団

7/8（日）
15：00開演

ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲、交響曲 第9番「新世界より」　ほか

ＧＳ席13,000円  Ｓ席10,000円  Ａ席8,000円  Ｂ席6,000円　　　　        
Ｃ席4,000円（学生券2,000円）

オンドレイ・レナルト指揮
プラハ放送交響楽団

福岡出身の岡崎慶輔を迎えお贈りする、オール・ドヴォルザークプログラム！
ヴァイオリン／岡崎慶輔

Ｎ響による聖なる一夜にご期待ください。

世界最高の木管楽器のスタープレーヤーが集結

ミヨー：フルート、オーボエ、クラリネットと
　　　 ピアノのためのソナタ
プーランク：六重奏曲　ほか

Ｓ席8,500円  Ａ席6,500円　
Ｂ席5,000円（学生券2,500円）

4/28（土）
14：00開演 レ・ヴァン・フランセ

ⒸWildundleise.de / Georg Thum

バーバー：弦楽のためのアダージョ
ドヴォルザーク：弦楽のための
　　　　　　　セレナーデ　ほか

Ｓ席9,000円  Ａ席7,000円
Ｂ席5,000円（学生券2,500円）

ベルリン・フィルハーモニック・ストラディヴァリ・ソロイスツ
究極の音色が、今、高らかに鳴り響く！

5/27（日）
14：00開演 ストラディヴァリウス サミット・コンサート

結成50年を迎えた世界最高の
ヴォーカルグループ

イギリス伝統曲：イングランド王ヘンリー6世の祈り　
ビートルズ：オブラディ・オブラダ　
サン＝サーンス：夕べのロマンス　ほか

Ｓ席6,000円
Ａ席4,000円
（学生券2,000円）

5/26（土）
14：00開演 ザ・キングズ・シンガーズ

ⒸMarco Borggreve

コンサートラインナップ 2018

5/15（火）
19：00開演

ブラームス：ピアノ協奏曲 第2番
ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」　ほか

S席19,000円　A席16,000円　B席13,000円　C席10,000円　D席7,000円
ピアノ／ヴァレリー・アファナシエフ

大和証券グループＰｒｅｓｅｎｔｓ
佐渡裕指揮 トーンキュンストラー管弦楽団

①１4：00開演
②１8：30開演

ⒸMarco Borggreve ⒸNancy Horowitz

指揮&チェロ独奏／ニコラ・アルトシュテット

写真提供：フォンテック

アクロス・ちびっこコンサート

さんらい たいよう しょうれい

皆さまご存知のグリム童話のオペラ版。
ご家族で楽しめる愛のファンタジーです。

ベートーヴェン：ピアノソナタ 第23番「熱情」　ほか

特大号特別アンケートに答えてコンサートに行こう！　詳しくはP19をご覧ください。耳より情報
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