
〈 料 金 〉

S席7,700円　Ａ席5,500円　B席3,300円　C席1,650円　※各種割引あり
一般発売：10月1日（土）　東京文化会館メンバーズWEB先行発売：9月24日（土）～ 29日（木）

DVORÁK: Cello Concerto in b minor, Op.104, B191
TCHAIKOVSKY: Symphony No.5 in e minor, Op.64

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 B191
チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 Op.64

〈 曲 目 〉

〈 出 演 〉

指揮：藤岡幸夫／ FUJIOKA Sachio, Conductor

チェロ：上野通明／ UENO Michiaki, Cello  
第10回東京音楽コンクール弦楽部門第2位／ 2nd prize of String section at the 10th Tokyo Music Competition

管弦楽：東京都交響楽団／ Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

● 東京文化会館《響の森》Vol.51

ニューイヤーコンサート2023

東京文化会館 大ホール
Tokyo Bunka Kaikan Main Hall

TOKYO BUNKA KAIKAN 

NEW YEAR 
CONCERT 2023●  FUJIOKA Sachio, Conductor

● UENO Michiaki, Cello

2023年

（14：15開場  Open）

1月3日 Tue

火

15：00 開演
Start

東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650　t-bunka.jp
都響ガイド  （土日祝日はwebのみ受付） 0570-056-057　tmso.or.jp
チケットぴあ t.pia.jp
イープラス eplus.jp/t-bunka/

〈チケットのお申込み〉

※各種割引は東京文化会館チケットサービスのみ取扱い。要証明書。

※やむを得ない事情により、内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※託児サービス（要予約・有料・定員あり・12/27（火）17時締切）があります。イベント託児・マザーズ：0120-788-222
※東京文化会館大ホールには、エレベーター、エスカレーターはございません。予めご了承ください。

主 催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館

協 力：公益財団法人東京都交響楽団

助 成：  文化庁文化芸術振興費補助金（劇場･音楽堂等機能強化推進事業）

 独立行政法人日本芸術文化振興会

東京文化会館オフィシャル・プラチナパートナー ： 

東京文化会館オフィシャル・ゴールドパートナー ： 朝日信用金庫　株式会社ブルボン

● Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

© Shin Yamagishi

© Anne-Laure Lechat

公演詳細はこちら

　 @ tbunka_official

t-bunka.jp



英国王立ノーザン音楽大学指揮科卒業。1992年最も才

能あるEU加盟国の若手指揮者に贈られる｢サー･チャール

ズ･グローヴス記念奨学賞｣を特例で受賞。1994年｢プロ

ムス｣にBBCフィルを指揮してデビュー以降数多くの海外オ

ーケストラに客演。2017年5月のアイルランド国立響では

マーラーの第5交響曲で聴衆総立ちの大成功を収めた。マ

ンチェスター室内管弦楽団、日本フィルを経て、現在関西フ

ィル首席指揮者と東京シティ･フィル首席客演指揮者を務

める。毎年40公演以上を共演し2022年に23年目のシーズ

ンを迎えた関西フィルとの一体感溢れる演奏は常に高い評

価を得、2019年の就任直後から展開している東京シティ

･フィルとの特徴ある活動は毎回大きな注目を集めている。

英シャンドスからBBCフィルとのCDを8枚、関西フィルとのシ

ベリウス交響曲全集を2021年9月ALM RECORDSからリ

リース。著書『音楽はお好きですか？』『続・音楽はお好きです

か？』を敬文舎から刊行。テレビ、ラジオへの放送出演も多く、

番組立ち上げに参画し指揮･司会として関西フィルと共に

出演中のBSテレ東「エンター･ザ･ミュージック」（毎週土曜

朝8:30）は放送350回を越え、2022年10月に9年目に突

入する人気番組。2002年渡邉曉雄音楽基金音楽賞受賞。

公式ファンサイト http://www.fujioka-sachio.com/

指揮：藤岡幸夫

2021年ジュネーブ国際音楽コンクールチェロ部門日本

人初の優勝、併せて三つの特別賞受賞と国際舞台で

次 と々活躍し話題となる。

13歳で若い音楽家のためのチャイコフスキー国際音楽

コンクール日本人初の優勝、ルーマニア国際音楽コンク

ール最年少第１位、ルーマニア大使館賞、ルーマニアラ

ジオ文化局賞を併せて受賞、ヨハネス・ブラームス国際

コンクール優勝、ヴィトルト・ルトスワフスキ国際チェロコン

クール第２位。これまでに、ソリストとしてワルシャワ国立

フィルハーモニー管弦楽団、ロシア交響楽団、スイスロマ

ンド管弦楽団、KBS交響楽団、読売日本交響楽団、新

日本フィルハーモニー交響楽団など、国内外の主要オー

ケストラと共演。ジャン＝ギアン・ケラス、ダニエル・ゼペック

らの著名な海外アーティストとも多数共演し好評を博す。

岩谷時子賞奨励賞、青山音楽賞新人賞受賞。桐朋学

園大学コソリスト・ディプロマコース全額免除特待生とし

て毛利伯郎に師事し、オランダの名チェリスト、ピーター・

ウィスペルウェイに招かれ19歳で渡独。現在エリザベー

ト王妃音楽院にてゲーリー・ホフマンにも師事。主にヨー

ロッパと日本で積極的に演奏活動を行っている。使用

楽器は1758年製P.A.Testore（宗次コレクション）。

チェロ：上野通明

東京オリンピックの記念文化事業として1965年東

京都が設立（略称：都響）。

現在、大野和士が音楽監督、アラン・ギルバートが首

席客演指揮者、小泉和裕が終身名誉指揮者、エリ

アフ・インバルが桂冠指揮者を務めている。

また、ソロ・コンサートマスターを矢部達哉、四方恭

子、コンサートマスターを山本友重が務めている。

東京文化会館、サントリーホール、東京芸術劇場で

の定期演奏会を中心に、小中学生への音楽鑑賞教

室、多摩・島しょ地域での出張演奏や福祉施設で

の訪問演奏のほか、2018年からは、誰もが音楽の

楽しさを体感・表現できる〝サラダ音楽祭〞を開催す

るなど、多彩な活動を展開。「首都東京の音楽大使」

たる役割を担い、これまで欧米やアジアで公演を成功

させ、国際的な評価を得ている。2021年7月に開催

された東京2020オリンピック競技大会開会式では、

《オリンピック讃歌》の演奏（大野和士指揮／録音）

を務めた。

公式WEBサイト https://www.tmso.or.jp/

管弦楽：東京都交響楽団

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用や検温など、ご理解とご協力をお願いしております。 
「東京文化会館へご来場される皆さまへのお知らせとお願い」をお読みの上、ご来場くださいますようお願
いいたします。
t - bunka.jp/info/5673/

一般発売：10月1日（土）
東京文化会館メンバーズWEB先行発売：9月24日（土）～ 29日（木）

〈 発 売 日 〉

S席7,700円　A席5,500円　B席3,300円　C席1,650円
25歳以下：S席3,850円　A席2,750円　B席1,650円
65歳以上（100枚限定）：S席6,930円
ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金）：S席6,160円

〈 料 金 〉

※団体割引（S席/10名以上）あり。詳細は東京文化会館チケットサービスまでお問合せください。
※東京都のガイドライン等に基づき販売いたします。収容定員制限と販売状況に応じ、今後販売を停
　止する場合がございます。予めご了承の上ご購入ください。
※最前列は1列です。
※発売日には全席を販売します。

〈 ア ク セ ス 〉

● JR上野駅公園口より徒歩1分
● 東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩5分
● 京成電鉄京成上野駅より徒歩7分

FUJIOKA Sachio, Conductor UENO Michiaki, Cello Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

TOKYO BUNKA KAIKAN 

NEW YEAR 
CONCERT 2023

第10回東京音楽コンクール弦楽部門第2位

第20回東京音楽コンクール 優勝者コンサート

指揮：高関 健
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
司会：朝岡 聡

※各種割引は東京文化会館チケットサービスのみ取扱い。要証明書。

S席2,750円　A席1,650円　　　25歳以下（全席共通）：1,100円
65歳以上（100枚限定）：S席2,475円 【予定枚数終了】
ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金）：S席2,200円　

〈 料 金 〉

2023年1月9日（月・祝）15 : 00開演（14 : 15開場）　東京文化会館 大ホール

ピアノ：中島英寿　 ピアノ部門第1位及び聴衆賞
ホルン：吉田智就　 金管部門第1位
トランペット：河内桂海　 金管部門第1位
バリトン：池内 響　 声楽部門第1位及び聴衆賞

東京文化会館チケットサービス　03-5685-0650　t-bunka.jp
チケットぴあ　t.pia.jp
イープラス　eplus.jp/t-bunka/ 公演詳細はこちら

© Shin Yamagishi


