


ラ・フォル・ジュルネがやってくる！
赤ちゃんからクラシック通までピクニック気分で楽しめる、あの世界最大級のクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」（ハチャメ

チャな日）が、ゴールデンウィークの池袋にやってきます！
フランス発祥のこの音楽祭、東京では2005年に東京国際フォーラムを中心に丸の内エリアでスタートし、これまで多くの人々

に愛されてきましたが、今年から池袋でも同時開催することになりました。

ふだんクラシックには縁がないとおっしゃる方も、大歓迎！低料金で朝から晩まで一流の演奏に接することができる、とっ

てもカジュアルな音楽祭ですから、きっとご満足いただけることでしょう。今年のゴールデンウィークはラ・フォル・ジュルネで、

あなた自身の“新しい世界”を見つけてください！

ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2018 運営委員会

オフィシャルガイド
発行日：2018年4月16日　
発行：ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2018 運営委員会事務局　〒104-0061 東京都中央区銀座6-4-1 東海堂銀座ビル5F

● お問い合わせ
ラ・フォル・ジュルネTOKYO 運営委員会事務局
☎ 03-3574-6833
（平日10:00～18:30／土・日・祝休）
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▶池袋周辺エリアのご案内

● 主催：ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2018 運営委員会 （株式会社KAJIMOTO／株式会社東京国際フォーラム／豊島区／三菱地所株式会社）
● 企画制作：CREA／KAJIMOTO

● 特別協力：

● 後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、ナント市、外務省、文化庁、観光庁、国際交流基金、東京都、千代田区、公益財団法人としま未来文化財団、公益財団法人東京観光財
団、一般社団法人千代田区観光協会、在日フランス商工会議所、東京商工会議所、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、リガーレ（特定非営利活動法人大丸有エリアマネ
ジメント協会）、エコッツェリア協会（一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会）、一般社団法人日本クラシック音楽事業協会

● 特別協賛： 　

● 協賛：

アズビル、アルファ ロメオ、飯田電機工業、管楽器専門店ダク、協栄、京橋エドグラン、きんでん、斎久工業、島村楽器、シミズオクト、太平エンジニアリング、高砂熱学工業、帝国ホテル、東京エイドセン
ター、東京交通会館、東京スクエアガーデン・東京建物、東レ、日本オラクル、パシフィックアートセンター、富士通マーケティング、丸茂電機、三菱商事、森村設計、ローランド
ICOMM、愛知、アヴァンティスタッフ、青木あすなろ建設、浅草鮒忠、石田大成社、井筒まい泉、NHKアート、NTTデータ、岡村製作所、オリバー、カブキヤ、KITTE丸の内テナント会、京樽、クラシカ・
ジャパン、工芸社、コトブキシーティング、佐伯印刷、SAKURA International、シアターワークショップ、JXTGグループ、ジェイ・ビー・シー・サービス、 シネ・フォーカス、シモジマ、JATO、昭栄美術、SAFE 
LISTENING Live!、損害保険ジャパン日本興亜、第一生命保険、大成建設、タワーレコード、Tokyu Plaza Ginza／東急プラザ銀座、東京観光財団、東京ガス、東京高速道路、東建社、東洋通信
工業、トーガシ、常盤軒フーズ、戸田建設、トヨタ自動車、ナブコシステム、二幸産業、ニッセイコム、日本不動産管理、パソナグループ、日立製作所、日立ビルシステム、日比谷プロワーク、富士植木、富士
ゼロックス、フジヤ、playground、フロムトゥ、ボックス・ワン、松尾弦楽器、丸ノ内ホテル、丸紅、マロニエゲート銀座１、三井住友海上火災保険、三菱ケミカルホールディングス、三菱重工業、三菱重工
機械システム、三菱電機、三菱電機ビルテクノサービス、ムラヤマ、明治安田生命保険、ヤマハサウンドシステム、横浜エレベータ、ヨックモック、レム日比谷・レム秋葉原、ワンダーコーポレーション

● 協力：TOKYO FM、OTTAVA、J-WAVE、ナクソス・ジャパン、ミュージックバード、USEN、アイエムエス、浅野太鼓楽器店、浅野太鼓文化研究所、梅岡楽器サービス、カシオ計算機、スタインウェイ・
ジャパン、タカギクラヴィア、パール楽器製造、松尾楽器商会、ヤマハミュージックジャパン、アサヒ飲料、エーシーシステムサービス、エスコミュニケーション、ENOTECA、大澤重彦、俺の、音楽事業部
Voce、オンザウェイ、キリンビバレッジバリューベンダー、グラムス、グリーンアンドアーツ、サンシャインシティ、サントリーフラワーズ、ジャパンビバレッジホールディングス、NPO法人ゼファー池袋まちづくり、
創発としま、そごう・西武、第一イン池袋、千代田区立日比谷図書文化館、東京急行電鉄、東京メトロ、東武百貨店、ハイネケン・キリン、フォステクス、フォルテ・オクターヴハウス、ミリオン商事、よし与工房、
ラックスマン、リアルプロ、WACCA 池袋、ワークストア・トウキョウドゥ、渡邊建設

● オフィシャル・チケット・マネジメント：
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赤ちゃんからクラシック通までピクニック気分で楽しめる、

世界最大級のクラシック・フェス

● ゴールデンウィークの3日間、朝から晩まで3会場で53公演を開催！
● １公演約45分。クラシック音楽になじみがない方も、飽きさせません！
● 一流の演奏を低料金で聴けるので、コンサートをハシゴできます！
● “0歳からのコンサート”は赤ちゃん大歓迎！
  （　　　 5／5 10:45開演 コンサートホール）
● コンサートホールではオーケストラの醍醐味を、シアターイーストと
 シアターウエストではボーダーレスな音楽をライブ感覚で楽しめます！

クラシックコンサートが初めての方、大歓迎！　ロックやジャズが好きな方、大歓迎！
お子さまと休日を楽しみたい方、大歓迎！　恋人と優雅なときを過ごしたい方、大歓迎！
仲間と思いっきりハジケたい方、大歓迎！　
長年のパートナーと人生の味わいをかみしめたい方、大歓迎！
ひとりでじっくり音楽と向き合いたい方、大歓迎！
100人いれば100通りの楽しみ方ができるのがラ・フォル・ジュルネ。

ゴールデンウィークの１日、まずは東京芸術劇場に足を運んでみてください。

そこから、驚きと発見に満ちた音楽の旅が始まります。

ゴールデンウィークはピクニック気分で、“新しい世界” を見つけに行こう！

ワールドミュージックの “モンド・ヌーヴォー”

映画の“モンド・ヌーヴォー”

注目のクラシック公演

有料コンサート

LFJの有料公演のチケットは魔法のパスポート。チケット（半券でも可）
1枚あれば、朝から晩まで3日間、さまざまな無料イベントを楽しめます。
もちろん丸の内でも有効です！
➡無料イベントの詳細はT-10,11ページ

楽器体験、工作、ワークショップ

コンサートの合間に、青空の下で味わうビールやワインはまた格別！
アマチュアや音大生を中心とした演奏に耳を傾けながら、屋台料理に
舌鼓をうつ。至福の休日を過ごせます。➡詳細はT-11ページ

池袋西口公園

これまでのLFJのポスターや出演アーティストのサインボードで、LFJの
歴史を振り返る特別展示を開催！
➡詳細はT-13ページ

としまセンタースクエア（豊島区庁舎内）

コンサートの空き時間ができたら、街歩きで気分転換。南池袋公園の
カフェに立ち寄って、アマチュアや音大生の演奏を楽しみながら地ビール
のグラスを傾けたり、サンシャイン水族館やデパートの屋上など、さまざ
まな会場で繰り広げられる若手演奏家たちの無料コンサートをのぞい
たり、街を楽しみながらのんびり音楽を楽しむ素敵な休日の過ごし方。
➡詳細はT-11,13ページ

南池袋公園、周辺エリア

こどもの日のオススメ

● 大地を揺るがす驚異の重低音。ロシア・エカテリンブルクの合唱団
がLFJに初参戦

211T 224T

● ジャズピアニスト ポール・レイが映画「チャップリンの移民」にあわ
せて愉快に即興

231T 234T

● 中世の地中海沿岸の多様な音楽をベースにカンティクム・ノーヴム
が奏でる、ヨーロッパと西アジアのクロスオーヴァー・ミュージック

233T

● ヴァイオリンのヴィルトゥオーゾ パヴェル・シュポルツルが本場
ハンガリーのジプシー・バンドと組んでロマの情緒あふれる音楽を
熱演 236T

● 現代の吟遊詩人ピアース・ファッチーニがアフリカ系ミュージシャン
を率いて歌う放浪の歌

334T

● ヨーロッパからの亡命作曲家たちが礎を築いたハリウッド映画音楽
の世界 111T

123T

● フランスの中世音楽をさまざまな復元楽器で奏でるアンサンブル・
オブシディエンヌのユーモアあふれ心あたたまる音楽世界 

226T

● オルガンとオーケストラと合唱と独唱を総動員。キリスト教の宗派
を超えた宇宙的ミサ曲「ミサ・エキュメニカ」は必聴！

211T

● LFJの若手一番人気のピアニスト レミ・ジュニエの演奏で、ショパン
が故郷ポーランドへの思いを託したピアノ協奏曲第２番を

216T

● LFJでもファン続出のヴァイオリニスト ヤン・ミサが奏でるブルッフ
の清冽な「スコットランド幻想曲」

314T

● 東欧からLFJ初参加、知られざる幻のオーケストラ クルージュ・
トランシルヴァニア・フィルが傑作中の傑作「新世界より」を

114T

ジャズ、ブルースの “モンド・ヌーヴォー”

115T
● 大ソプラノ歌手バーバラ・ヘンドリックスがスペシャル・バンドを
率いてブルースを歌う“Road to Freedom”

136T

● フランスの若者に大人気のクレズマー（ユダヤ音楽）クラリネット
奏者Yomとコンテンポラリー・ジャズの弦楽四重奏団が炸裂させ
る異次元サウンド

116T

● 渋さ知らズは「新世界より」を換骨奪胎した「別世界より」で、芸劇
コンサートホールをカオスの渦に

212T
● NYで活躍するジャズ作曲家 挾間美帆がハービー・ハンコックの
名作「処女航海」をアルバムまるごと吹奏楽版に編曲

最終日をしめくくる“モンド・ヌーヴォー”の饗宴
● “モンド・ヌーヴォー”の締めくくりは、趣向を凝らしたLFJ流ガラ・
コンサートで。今年は池袋と丸の内でフィナーレ！！

315T 316M

聴きどころや “3分で見つかる！あなたにピッタリなコンサート”など、詳しくはWEBで

渋さ知らズ オーケストラ渋さ知らズ オーケストラ渋さ知らズ オーケストラ

バーバラ・ヘンドリックス
［ソプラノ］

©Mats Backe © Laurent Benhamou© Laurent Benhamou
Yom＆Quatuor IXI
© Laurent Benhamou© Laurent Benhamou© Laurent Benhamou
Yom＆Quatuor IXIYom＆Quatuor IXI

レミ・ジュニエ
［ピアノ］
© Jean-Baptiste Millot

ブラック・ボトム・ブラス・バンド

あなたにピッタリなコンサート”など、詳しくはWEBで

ブラック・ボトム・ブラス・バンドブラック・ボトム・ブラス・バンドオルケスタ・ナッジ！ナッジ！

あなたにピッタリなコンサート”など、詳しくはWEBで

オルケスタ・ナッジ！ナッジ！オルケスタ・ナッジ！ナッジ！
梁美沙 [ ヤン・ミサ ]
［ヴァイオリン］

聴きどころや “3分で見つかる！！あなたにピッタリなコンサート”など、詳しくはWEBで

梁美沙 [ ヤン・ミサ ]
［ヴァイオリン］
梁美沙 [ ヤン・ミサ ]
［ヴァイオリン］

挾間美帆
［指揮］

● 凄腕パーカッショニスト集団オルケスタ・ナッジ！ナッジ！が叩き出
す、流転するリズムの万華鏡 332T

● 世界のトップに君臨するトロンボーン奏者４人による奇跡のユ
ニットSlide Monstersが、池袋の最後の夜に駆けつける！ 335T

● 池袋の最終公演はブラック・ボトム・ブラス・バンドがお届けする
LFJ2018のハッピーエンディング。みんなでワッショイ！盛り上が
ることまちがいなし 336T

● こどもの日の朝イチは「０歳からのコンサート」で躍動感あふれる
オーケストラ・サウンドを

311T

311T

東京芸術劇場・池袋西口公園・南池袋公園等 池袋エリアの聴きどころ

有料公演会場案内

パイプオルガンが印象的な「コンサートホール」、
上質な音楽空間でコンサートをお楽しみ頂けます。

コンサートホール〈ブレヒト〉　1999席

舞台と客席が近い「シアターイースト」は演奏家の
息遣いまで感じられるような親密な空間です。

シアターイースト〈ボウルズ〉　272席

クラシックの枠を超えて多種多様なコンサートが
行われる「シアターウエスト」。ライブハウス感覚で
お楽しみ頂けます。

シアターウエスト〈ツェラン〉　270席

池袋エリアの楽しみ方
※写真は昨年の東京国際フォーラムの様子

会場名（サブネーム）について
ホール名には、LFJ2018のテーマにちなんだ著名な作家や作品の登場人物にちなんだ名前が使われています。

© 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場

www.lfj.jp LFJ2018 検索

©teamMiura

T-4 LA FOLLE JOURNÉE TOKYO 2018 T-5



コンサートホール
（ブレヒト）

7F

池袋周辺エリアMAP

1F

ボックスオフィス
3/17(土) ～ 5/2（水）
10:00～19:00

正面
エントランス

池袋西口公園

池袋西口公園

シアターウェスト
（ツェラン）

シアターイースト
（ボウルズ）

アトリエイースト
（アンネ）

地下1F
東京メトロ/JR
池袋駅へ

LFJチケットカウンター
（アトリエウェスト）

5/3(木・祝)9:00 ～ 5/5（土・祝）21:00

5Fへ

1Fへ

● B1F
シアターイースト
シアターウェスト
アトリエイースト
LFJチケットカウンター
総合インフォメーション

● 5F

コンサートホール
ギャラリー1
ギャラリー2

B1Fへ

● オリジナルグッズ販売コーナー
　 出展者ブース
　 サイン会会場

コンサートホール
入口

ギャラリー2
（ロビンソン）

ギャラリー1
（ローラ）

5F

事前応募制
〈ロビンソン〉ギャラリー2

※終演時間はおよその目安です。 ※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。 ※4月1日（日）現在の情報です。

p=ピアノ
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ

va=ヴィオラ
vc=チェロ
g=ギター

hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット

tp=トランペット
s=ソプラノ
br=バリトン

楽器・パート略号

① 公演番号 ② チケット料金 ③ 公演タイトル
⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演

　
　
　
　

④入場可能な年齢
　　 0歳以上入場可
　　 3歳以上入場可
　　 6歳以上入場可
　　 18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

111 10:00-10:45 (45’)

“シネマコンサート～ハリウッドへの軌跡”
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
J・ウィリアムズ :映画《シンドラーのリスト》から
J・ウィリアムズ：映画《インディ・ジョーンズ：レイダース失われた
アーク》から ほか
華麗なる映画音楽名選集！ハリウッドにわたったヨーロッパの亡命
作曲家たちとその系譜。

T
Ticket S¥2,500 A¥1,500 3才 ▲

凡 例

④⑤②
③

①

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

池袋 東京芸術劇場

東京国際フォーラム丸の内

池袋駅

有楽町駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

111 10:00-10:45 (45’)

“シネマコンサート～ハリウッドへの軌跡”
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハー
モニー管弦楽団 カスパル・ゼンダー（指揮）
J・ウィリアムズ :映画《シンドラーのリスト》から/映画《イ
ンディ・ジョーンズ：レイダース失われたアーク》から ほか

華麗なる映画音楽名選集！ハリウッドにわたっ
たヨーロッパの亡命作曲家たちとその系譜。

T

112 12:00-12:45 (45’)

兵庫芸術文化センター管弦楽団
井上道義（指揮）
ヒンデミット：序曲「エロスとプシュケ」/交響曲
「画家マティス」

ナチスを苛立たせ、ヒンデミット亡命のきっかけ
となった「画家マティス」と、彼のアメリカ時代の
作品を。

T

113 14:00-14:50 (50’)

アブデル・ラーマン・エル=バシャ（p）
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハー
モニー管弦楽団 カスパル・ゼンダー（指揮）
チャイコフスキー：イタリア奇想曲 op.45
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 
op.26

革命後しばらくのあいだ、西側とソ連を行き来
したプロコフィエフ。第3番は、アメリカで発表さ
れた意欲作。

T

114 16:15-17:00 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィル
ハーモニー管弦楽団 カスパル・ゼンダー
（指揮）
ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95
「新世界より」

「新世界」アメリカで3年を過ごしたドヴォル
ザーク。その抒情的な交響曲は、チェコへの郷愁
に満ちている。

T

115 18:30-19:30 (60’)

バーバラ・ヘンドリックス（s）、マティアス・ア
ルゴットソン（p・ハモンドオルガン）、マック
ス・シュルツ（g）、ウルフ・エングランド（g、照
明デザイン）
ブルース、黒人霊歌などを、ラ・フォル・ジュルネ 
スペシャルバンドで披露
アフリカからアメリカへ。黒人奴隷たちが苦悩と
希望を託した歌を起源とするブルースの、多彩
な側面に迫る。

T

“Road to freedom”

“Illuminations”

116 22:00-23:00 (60’)

渋さ知らズ オーケストラ
ドヴォルザークの「新世界より」を渋さが換骨奪胎。別
世界より池袋に到来し、音のカオスを巻き起こさん！

T

“モンド・オートル～別世界より”

“中世の伝統歌Ⅰ”
アンサンブル・オブシディエンヌ、エマニュ
エル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想い歌う。民俗音楽や
中世の美術を参照し再現された楽器は一見一
聴の価値あり！

123 14:00-14:45 (45’)T

124 16:00-16:45 (45’)

モディリアーニ弦楽四重奏団
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調  
op.96「アメリカ」、ドホナーニ：弦楽四重奏曲
第3番 イ短調 op.33

ナチスに追われアメリカに亡命したハンガリー
人ドホナーニの作品と、ドヴォルザークのアメリ
カ滞在の成果を。

T

125 18:00-18:45 (45’)

アブデル・ラーマン・エル=バシャ（p）
ショパン：バラード第1番 ト短調 op.23/子守
歌 変ニ長調 op.57/舟歌 嬰ヘ長調 op.60、
プロコフィエフ：「ロメオとジュリエット」から 
モンタギュー家とキャピュレット家、ラフマニノフ：
前奏曲 op.23から 第4、5番/前奏曲 op.32
から 第5番/前奏曲 op.23から 第2番

亡命者ショパン、諸国遍歴中のプロコフィエフ、
祖国脱出前のラフマニノフ――歴史に翻弄され
た作曲家たち。

T

126 20:15-21:00 (45’)

ルイス・フェルナンド・ペレス（p）
アルベニス：スペインの歌/ナバーラ
トゥリーナ：交響詩「幻想舞曲集」

外国で学び暮らした「国際派」、アルベニスとトゥ
リーナの心につねに寄り添う祖国スペインの情景。

T

131 10:30-11:15 (45’)

アレーナ・バーエワ（vl）、クレール・デゼール（p）
ラフマニノフ：2つのサロン風小品 op.6から 
第1曲「ロマンス」、プロコフィエフ：ヴォイオリ
ン・ソナタ第2番 ニ長調 op.94bis　ほか

日本では仙台コンクールの覇者としてお馴染
み、力強く迷いなき演奏が魅力の将来有望な
ヴァイオリニスト！

T

132 12:30-13:15 (45’)T芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー生
による木管五重奏
ヴァイル：「三文オペラ」から 5つの楽章
クシェネク：ペンタグラム op.163
ヒンデミット：5つの管楽器のための小室内音楽

ナチスに国を追われてアメリカを目指した3人の
作曲家たちの個性に光を当てる、意欲的なプロ
グラム。

133 14:30-15:15 (45’)

工藤重典（fl）、古部賢一（ob）、山本正治
（cl）、日橋辰朗（hr）、吉田将（fg）
ヴィヴァルディ：フルート、オーボエとファゴットのための
三重奏曲 ト短調、ロッシーニ：フルート、クラリネット、ホ
ルン、ファゴットのための四重奏曲 へ長調、モーツァル
ト：弦楽五重奏曲第2番  ハ短調 K.406 (木管五重奏版)

ヨーロッパ各地を訪れたヴィヴァルディとモー
ツァルト、パリを席巻したロッシーニ――音楽史
を彩る旅人たち。

T

134 16:30-17:15 (45’)

マリー=アンジュ・グッチ（p）
ショパン：序奏とロンド 変ホ長調 op.16、ラフ
マニノフ：練習曲集「音の絵」op.39から 第4、5
番、プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第6番 イ長
調 op.82

ルネ・マルタンが今もっとも注目すべきピアニス
トとして推す逸材が、亡命作曲家たちの音楽世
界に迫る！

T

135 18:30-19:15 (45’)

アンサンブル・メシアン（クラリネット四重奏）
ストラヴィンスキー：組曲「兵士の物語」（ヴァイ
オリン・クラリネット・ピアノ版）/クラリネット
独奏のための3つの小品/イタリア組曲（チェロ
とピアノのための）

人生の大半を異邦人として過ごした「世界の住
人」ストラヴィンスキーの、スイス時代にちなん
だ3作品。

T

136 20:45-21:30 (45’)

Yom＆Quatuor IXI
クレズマー（ユダヤの民衆音楽）クラリネットの第一
人者と弦楽四重奏の出会いが生む斬新サウンド！

T

姜建華[ジャン・ジェンホワ]（二胡）
楊宝元[ヤン・ボウユアン]（中国琵琶）
馬思聪：山歌/放牧の歌/ジャンプ龍の光/綏遠組
曲、吴厚元：琵琶行読後の連想/紅梅ファンタジア

今年のLFJ唯一の二胡公演！中国出身の馬は、
パリ留学後に文化大革命で祖国を追われアメ
リカへ亡命した。

122 12:00-12:45 (45’)T

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

18才 ▲

121 10:00-10:45 (45’)

タンギー・ド・ヴィリアンクール（p）
ナタナエル・グーアン（p）
ラフマニノフ：6つの二重奏曲 Op.11
ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集

洗練された解釈で魅せるフランス新世代の二人
がLFJ初登場。ロシア時代のラフマニノフの息吹
を伝える。

T
3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

Pコード 597-807
Lコード 36331

Pコード 597-808
Lコード 36332

Pコード 597-809
Lコード 36333

Concert 
Hall

Theater 
East

Theater 
West

〈ブレヒト〉
1999席

〈ボウルズ〉
272席

〈ツェラン〉
270席

コンサート
ホール

シアター
イースト

シアター
ウエスト

35

（木・祝）

タイムテーブル

10:45

18:30

10:45

13:00

15:00

16:00

13:45

18:30

詳細はT-10,T-11ページを
ご覧ください。

音楽祭期間中の有料チケット
もしくは半券が必要です。

〈ローラ〉ギャラリー1
〈アンネ〉アトリエイースト

Event Time Table

会場ガイド 東京芸術劇場MAP

終了

終了

終了

終了

終了

終了 予定枚数終了

残少 残席僅少

池袋駅

東池袋駅

南池袋公園

としま
センター
スクエア

明
治
通
り

明治
通り

春日通り

サンシャインシティ

東京芸術劇場

池袋西口公園 東武百貨店

西武
池袋本店

いけふくろう

グリーン大通り

Esola
池袋

ルミネ
池袋

池袋
パルコ

サンシ
ャイン

通り

東通り

ビックカメラ

ヤマダ電機

みずほ銀行

WACCA
池袋

ユニクロ

アニメイト

東急ハンズ

G.U.

丸善

ジュンク堂

face 池袋

郵便局

2

1 4

5

3

● 総合インフォメーション

1 5～ プレイベント&エリアコンサート会場
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事前応募制
〈ロビンソン〉ギャラリー2

音楽祭期間中の有料チケット
もしくは半券が必要です。

事前応募制
〈ロビンソン〉ギャラリー2

音楽祭期間中の有料チケット
もしくは半券が必要です。

18:30 18:30

p=ピアノ
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ

va=ヴィオラ
vc=チェロ
g=ギター

hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット

tp=トランペット
s=ソプラノ
br=バリトン

楽器・パート略号池袋 東京芸術劇場

東京国際フォーラム丸の内

池袋駅

有楽町駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

〈0歳からのコンサート～音楽は踊る！
オーケストラのワンダーランド〉

T 311 10:45-11:30 (45’)

兵庫芸術文化センター管弦楽団、
角田鋼亮（指揮）、中村萌子（司会）
コルンゴルト：バレエ音楽「雪だるま」から序曲、組曲
「シュトラウシアーナ」、ショパン：ポロネーズ第3番
（グラズノフ編）、ストラヴィンスキー：サーカス・ポル
カ、 プロコフィエフ：シンデレラのワルツ op.107か
ら、「3つのオレンジへの恋」から行進曲 ほか
オーケストラの演奏を聴きながら、色とりどりの音を
体いっぱいに浴びよう！みんな一緒にレッツ・ダンス！

312 13:00-14:00 (60’)

クレール・デゼール（p）、エマニュエル・シュ
トロッセ（p）、フローラン・ボファール（p）、
シンフォニア・ヴァルソヴィア、
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
マルティヌー：2台のピアノと管弦楽のための協奏
曲 H.292、シェーンベルク：ピアノ協奏曲 op.42

ナチスの脅威を避けてアメリカにわたった二人の
作曲家が、「新しい世界」で発揮した力強い創意。

T

313 15:15-16:00 (45’)

アンドレ・アンリ（tp）、東京音楽大学シンフォ
ニックウインドアンサンブル、汐澤安彦（指揮）
バーンズ：交響的序曲、アルチュニアン：トラン
ペット協奏曲 変イ長調、A.リード：アルメニア
ン・ダンス パート１

アルメニア出身アルチュニアンの超絶技巧曲と、ア
ルメニア民謡をもとに書かれたリードの人気曲を。

T

314 17:15-18:00 (45’)

梁美沙[ヤン・ミサ]（vl）、シンフォニア・ヴァ
ルソヴィア、廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
ノスコフスキ：序曲「モルスキェ・オコ」
ブルッフ：スコットランド幻想曲 op.46

ドイツで学んだ知られざるポーランド人作曲家
と、スコットランド民謡に心酔したドイツ人作曲
家の逸品を。

T

315 19:45-20:30 (45’)

横坂源（vc）、ルーカス・ゲニューシャス
（p）、シンフォニア・ヴァルソヴィア、
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op.11、
ブルッフ：コル・ニドライ、カザルス：鳥の歌

フランスに亡命したショパンとカザルス、渡英し
たブルッフ。祖国への惜別の情と真摯な祈りが
交錯する公演！

T

321 10:00-10:45 (45’)

アンヌ・ケフェレック（p）
ヘンデル：「調子のよい鍛冶屋」ホ長調 HWV430（ハープシコード
組曲第5番から）、スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.531/ソナタ ロ
短調 K.27/ソナタ ニ長調 K.145/ソナタ ニ短調 K.32、ヘンデル
（ケンプ編）：メヌエット HWV434（ハープシコード組曲第1番から）、
ヘンデル：シャコンヌ HWV435（ハープシコード組曲第2巻から）

イギリスとスペインで活躍したヘンデルとスカルラッ
ティは、バロック時代を代表する「移住作曲家」。

T

322 12:00-12:45 (45’)

ルーカス・ゲニューシャス（p）
ショパン：ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 op.58/
夜想曲第4番 ヘ長調ワルツ第3、4番

生涯の大半をパリで過ごし、祖国ポーランドを
絶えず恋しがった亡命者ショパン。ソナタ第3番
は晩年の大作。

T

323 14:00-14:45 (45’)

梁美沙[ヤン・ミサ]（vl）、ジョナス・ヴィトー（p）
モーツァルト：「ああ、ママに言うわ」による変奏曲（キラキ
ラ星変奏曲） K.265/ヴァイオリン・ソナタ第21番 ホ短
調 K.304/ヴァイオリン・ソナタ第23番 ニ長調 K.306

旅人モーツァルトは滞在先のパリで実母を亡くす。が、同
時に現地の音楽の華麗な作風から大きな刺激を受けた。

T

324 16:00-16:45 (45’)

シルヴァン・ブラッセル（hp）
リスト：「ハンガリー狂詩曲」から 第17、14、13、5、3、2番

生涯にわたり諸国を遍歴した国際人リストが、
自身のルーツに向き合おうとした曲集。珍しい
ハー プ編曲版で。

T

325 18:00-18:45 (45’)

クレール・デゼール（p）
ショパン：夜想曲 嬰ハ短調 op.27-1、シュー
マン：幻想曲 ハ長調 op.17/「8つのノヴェレッ
テ」op.21から 第8番

亡命者ショパンと同じ歳のシューマンは、自己の
内奥の世界に没頭し、やがては狂気の中に潜り
込んでいく。

T

326 20:00-20:45 (45’)T

331 10:30-11:15 (45’)

安江佐和子（パーカッション）、舩山花菜（マリンバ）
スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.380（マリンバデュオ）、フェ
ルトハイス:ボディ・オブ・ユア・ドリームズ（ヴィブラフォンソ
ロ）、スカルラッティ：ソナタ イ長調 K.1（マリンバデュオ）、ピ
アソラ：「ブエノスアイレスの四季」からブエノスアイレスの夏
（マリンバソロ）、スカルラッティ：ソナタ ニ長調 K.96（マリン
バデュオ）、クセナキス : プサッファ（パーカッションソロ）

スペイン宮廷に仕えたスカルラッティ、フランスに留
学・定住したピアソラとクセナキスら、多彩な顔触れ！

T

332 12:30-13:15 (45’)

オルケスタ・ナッジ！ナッジ！
10人の凄腕パーカッショニストが叩き出す、エ
スニックからヒップホップまで流転するリズムの
一大絵巻。

T

333 14:30-15:15 (45’)

リシャール・ガリアーノ（アコーディオン）
ガリアーノ：パリジャン・ディヴェルティメント、ドビュッシー：「ベルガマ
スク組曲」から「月の光」、「子供の領分」から「グラドゥス･アド･パルナッ
スム博士」、ガリアーノ：マルゴーのワルツ、パリのおひさま、ルグラン：メ
ドレー～「わが心の風車」「リラのワルツ」「You must believe in 
spring」、ナザレー：オデオン、ガリアーノ：フー・リール、グラナドス：ス
ペイン舞曲第5番「アンダルーサ」、ガリアーノ：クロードのためのタンゴ

ピアソラの後継者にして、ヨーロピアン・タンゴの地平
を切り拓くフランスの偉才、ガリアーノの音楽世界！

T

335 18:45-19:30 (45’)

Slide Monsters（トロンボーン四重奏）
中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、マーシャ
ル・ギルクス、ブラント・アテマ
アレッシ、中川英二郎ら世界的トロンボーン奏
者4人による国境もジャンルも飛び越えたスー
パーユニットがLFJに初登場！

T

336 20:45-21:30 (45’)

ブラック・ボトム・ブラス・バンド
ロックフェスでも大人気のブラスバンドが、
ニューオーリンズスタイルのジャズをライヴ感
いっぱいに披露！

T

“パリのモーツァルト”

“フランツ・リスト「ハンガリー狂詩曲」 
ハープ版日本初演”

北村朋幹（p）
武満徹：ロマンス/遮られない休息/フォー・ア
ウェイ/閉じた眼/雨の樹 素描/閉じた眼Ⅱ、
ジョン・レノン/ポール・マッカートニー（武満
編） ：ゴールデン・スランバー

とりわけ近代フランス音楽から影響を受けた武
満は、東洋と西洋の相違をありのままに表現し
ようとした。

Ticket 指定席¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

334 16:30-17:15 (45’)

ピアース・ファッチーニ&トリオ
初来日！フランスで大人気のシンガー・ソングラ
イターがアフリカ系ミュージシャンと奏でる現
代の放浪の歌。

T
Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

“流転するリズム～多国籍打楽器
アンサンブルの饗宴 ”

“ワッショイ！BBBBのフォル・ブラス！”

0才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

211 11:00-11:50 (50’)

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
グレチャニノフ：ミサ・エキュメニカ op.142

ロシア革命後に渡米したグレチャニノフ。管弦
楽＆合唱＆独唱＆オルガンの調和は、まるで音
楽のフレスコ画！

T

212 13:15-14:00 (45’)

シエナ・ウインド・オーケストラ
挾間美帆（指揮）、佐藤浩一（ジャズ・ピアノ）、
吉峯勇二郎（ベース）、伊吹文裕（ドラムス）
挾間美帆：大航海時代（ヤマハ吹奏楽団委嘱作品）、
ハンコック/挾間編：処女航海（吹奏楽版・世界初演）

世界のジャズ・シーンを牽引するH.ハンコック
と、ジャズ界の未来を担う狭間が「同舟」する必
聴の編曲作！

T

213 15:15-16:00 (45’)

堤剛（vc）
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104

3年にわたるアメリカ滞在中、実りある創作活動
を行ったドヴォルザークが残した美しい音楽の
「足跡」。

T

214 17:15-18:00 (45’)

兵庫芸術文化センター管弦楽団
パスカル・ロフェ（指揮）
バルトーク：管弦楽のための協奏曲

ナチスに反発しヨーロッパに背を向けたバル
トーク。渡米後、クーセヴィツキーからの依頼で
書かれた代表作。

T

215 19:15-20:00 (45’)

福間洸太朗（p）、ウラル・フィルハーモニー
管弦楽団、ドミトリー・リス（指揮）
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 
op.43、メンデルスゾーン：「夏の夜の夢」から
序曲
晩年をアメリカで過ごしたヴィルトゥオーゾ＝ラ
フマニノフの、きらめく才気と華麗なロシアン・
ピアニズム。

T

216 21:15-22:00 (45’)

レミ・ジュニエ（p）、兵庫芸術文化センター
管弦楽団、パスカル・ロフェ（指揮）
パデレフスキ：序曲
ショパン：ピアノ協奏曲第2番  ヘ短調 op.21

祖国ポーランドの民俗舞踊マズルカから霊感を
得たショパンの内省的な協奏曲と、同胞パデレ
フスキの序曲を。

T

221 10:00-10:45 (45’)

福川伸陽（hr）、入江一雄（p）
メシアン：「峡谷から星たちへ」から 恒星の呼び
声、ペルト：鏡の中の鏡、藤倉大：ざざざ（世界初
演）/ゆらゆら、ヒンデミット：ホルンとピアノの
ためのソナタ

英国を拠点に活躍する藤倉を軸に、亡命者ペル
トとヒンデミット、アメリカを旅したメシアンに
も光を当てる！

T

222 12:00-12:45 (45’)

レミ・ジュニエ（p）
プロコフィエフ：ピアノソナタ第8番 変ロ長調 
op.84、ストラヴィンスキー：「ペトルーシュカ」
からの3楽章

諸国遍歴ののちにソ連に戻ったプロコフィエフ
と、２度の亡命を経験した世界人ストラヴィンス
キーを聴く。

T

223 14:00-14:45 (45’)

トリオ・オウオン（ピアノ三重奏）
チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲 イ短調
op.50「偉大な芸術家の思い出に」

チャイコフスキーが、現世を離れた友人ニコライ・
ルビンシテインの追悼音楽として書き上げた名
曲。

T

224 16:00-16:45 (45’)

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
アンドレイ・ペトレンコ（指揮）
ラフマニノフ：「晩祷 」op.37から抜粋／「聖金口イオアン聖体礼儀」op.31か
ら抜粋、ペルト：アヴェ・マリア、ストラヴィンスキー：アヴェ・マリア、アルハンゲル
スキー：最後の審判を待ちながら、シュニトケ：「3つの聖なる歌」から抜粋、修
道士の歌：ヴァラーム修道院の宗教歌、グレチャニノフ：「受難週」 op.58から
抜粋、スヴィリードフ：「プーシキンの花輪」から起床ラッパが鳴る、ロシア民謡

ロシア帝国の消滅、ソ連の誕生……時代に翻弄された作
曲家たちとロシア音楽の伝統に迫る稀有なプログラム。

T

225 18:00-18:45 (45’)

アンサンブル・オブシディエンヌ、エマニュ
エル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想って歌う。民俗音楽
や中世の美術を参照し再現された楽器は一見
一聴の価値あり！

T

226 20:00-20:45 (45’)

天羽明惠（s）、山田武彦（p）
シェーンベルク：4つの歌 op.2、コルンゴルト：3つ
の歌 op.22、ウルマン：5つの恋歌 op.26a(作詞：
R.ウーフ)、アイスラー：6つのヘルダーリン断章

4人のユダヤ人作曲家たちに光を当てる公演。
ウルマンは収容所で命を奪われ、他3人はアメリ
カに亡命した。

T

231 10:30-11:15 (45’)

ポール・レイ（ジャズ・ピアノ）
フランスの俊英がチャップリンの名画に挑む！レイ
書き下ろしの前奏曲「チャップリンの世界」の演奏
つき。

T

232 12:30-13:15 (45’)

芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー生による木管五重奏
ハース：木管五重奏 op.10、スミット：フルート・ソナタ、メシ
アン：「時の終わりのための四重奏曲」から 鳥たちの深淵、
シュルホフ：木管三重奏のためのディヴェルティメント（抜粋）

ナチスの収容所へ移住を強いられたV.フランクル
の書「夜と霧」にちなんだ、平和を願う特別公演。

T

233 14:30-15:15 (45’)

カンティクム・ノーヴム、エマニュエル・バルド
ン（リーダー）
地中海沿岸の多彩な音楽文化を自在に融合。
数 の々エキゾチックな楽器と魅惑の声がおりなす
音の万華鏡！

T

234 16:30-17:15 (45’)T

235 18:30-19:15 (45’)

エマニュエル・ロスフェルダー（g）
ソル：「魔笛の主題による変奏曲」から、メルツ：
悲歌、幻想曲、テデスコ：悪魔的奇想曲 「パガ
ニーニへのオマージュ」 op.85、パガニーニ：
ラ・カンパネラ

渡米したユダヤ系イタリア人カステルヌオー
ヴォ＝テデスコや、諸国を旅したパガニーニを
回顧するプログラム。

T

236 20:30-21:15 (45’)

パヴェル・シュポルツル（vl）
ジプシー・ウェイ（伝統ロマ音楽）
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番、サラサー
テ：ツィゴイネルワイゼン、ブーランジェ：わが祈
り、シュポルツル：ヤノス・ビハリに捧ぐ ～ ジプ
シー・ファイヤー、トランシルヴァニア幻想曲、
ナーネ・ツォーハ、ババイ：カプリス・ツィガーヌ

流浪の民ロマの音楽世界へ。ビハリはロマの
ヴァイオリンの名手で、ベートーヴェンやリスト
に影響を与えた。

T

“夜と霧～迫害された作曲家の作品とともに～”

“キッズのためのシネマ・コンサート 
～『チャップリンの移民』”

“Arara”～アラーラ～

“中世の伝統歌Ⅱ”

ポール・レイ（ジャズ・ピアノ）
フランスの俊英がチャップリンの名画に挑む！
レイ書き下ろしの前奏曲「チャップリンの世界」
の演奏つき。

“シネマ・コンサート 
～『チャップリンの移民』”
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3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲
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Pコード 597-807
Lコード 36331

Pコード 597-808
Lコード 36332

Pコード 597-809
Lコード 36333

Concert 
Hall

Theater 
East

Theater 
West

〈ブレヒト〉
1999席

〈ボウルズ〉
272席

〈ツェラン〉
270席

コンサート
ホール

シアター
イースト

シアター
ウエスト

Pコード 597-807
Lコード 36331

Pコード 597-808
Lコード 36332

Pコード 597-809
Lコード 36333

Concert 
Hall

Theater 
East

Theater 
West

〈ブレヒト〉
1999席

〈ボウルズ〉
272席

〈ツェラン〉
270席

コンサート
ホール

シアター
イースト

シアター
ウエスト

45

（金・祝）

タイムテーブル

55

（土・祝）

タイムテーブル① 公演番号
② チケット料金
③ 公演タイトル

⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演

④入場可能な年齢
　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

凡 例
111 10:00-10:45 (45’)

“シネマコンサート～ハリウッドへの軌跡”
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
J・ウィリアムズ :映画《シンドラーのリスト》から
J・ウィリアムズ：映画《インディ・ジョーンズ：レイダース失われた
アーク》から ほか
華麗なる映画音楽名選集！ハリウッドにわたったヨーロッパの亡命
作曲家たちとその系譜。

T
Ticket S¥2,500 A¥1,500 3才 ▲ ④⑤②

③

①
残席情報

※プログラム情報は4月1日現在のものです。やむを得ぬ事情により
変更になる場合があります。最新情報は公式サイト（www.lfj.jp）で
ご確認ください。
※残席情報は4月1日現在のものです。チケット在庫は変動する場合
もあります。最新情報は公式サイト（www.lfj.jp）でご確認ください。

終了 …… 予定枚数終了 残少 …… 残席僅少

18:30

11:30

14:30

16:15

13:00

18:30

11:50

13:10

14:10

15:00

16:30

12:50

詳細はT-10,T-11ページを
ご覧ください。

詳細はT-10,T-11ページを
ご覧ください。

10:45 10:4510:45 10:45

〈ローラ〉ギャラリー1
〈アンネ〉アトリエイースト

Event Time Table

〈ローラ〉ギャラリー1
〈アンネ〉アトリエイースト

Event Time Table

終了

終了

残少

残少残少

残少
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キッズにおすすめの有料公演をご紹介!

有料公演のチケットまたは半券があれば楽しめる無料イベントも充実！コンサート＆ワークショップで一日中音楽祭を楽しもう！
親子連れではない大人の方も参加できるイベントが一部ございます♪

この他にも、小学校低学年以上のお子さまと聴くのにおすすめの公演には、タイムテーブルに　　をつけています。

毎年好評をいただいているお子さま向けワークショップ。
見て、聴いて、感じて……全身で音楽を楽しむプログラムです! 
親子連れではない大人の方も参加できるプログラムが一部ございます！

コンサートを聴いたあとや、
聴くまえに・・・・体験してみよう!!

こどもたちの音楽アトリエ

©Hikaru.☆ ©大杉隼平

クルージュ・トランシルヴァニア・
フィルハーモニー管弦楽団 カスパル・ゼンダー（指揮）
ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界より」

ドヴォルザークがアメリカで暮らしていたとき、アメリカ

の民謡の中にある“心”と、ふるさとチェコを懐かしく思う

“心”を込めて作曲しました。有名な「家路」のメロディー

もきこえてくるよ！

3才 ▲5月3日 木・祝 16:15-17:00 

シエナ・ウインド・オーケストラ、挾間美帆（指揮）、佐藤浩
一（ピアノ）、吉峯勇二郎（ベース）、伊吹文裕（ドラムス）
挾間美帆：大航海時代（ヤマハ吹奏楽団委嘱作品）、
ハンコック/挾間編：処女航海（吹奏楽版・世界初演）

ハービー･ハンコックの名曲を、NYを拠点に活動し高い

評価を受けている挾間美帆が編曲！吹奏楽の華やかな

サウンドでジャズを楽しもう！

3才 ▲5月4日 金・祝 13:15-14:00 

〈0歳からのコンサート
～音楽は踊る！オーケストラのワンダーランド〉
兵庫芸術文化センター管弦楽団、角田鋼亮（指揮）、中村萌子（司会）
コルンゴルト：バレエ音楽「雪だるま」から序曲/組曲「シュトラウシ
アーナ」、ショパン/グラズノフ編：バレエ音楽「レ・シルフィード」から
ポロネーズ第3番 イ長調「軍隊」、ストラヴィンスキー：サーカス・ポルカ
プロコフィエフ：バレエ音楽「シンデレラ」組曲第１番から シンデレラの
ワルツ、「3つのオレンジへの恋」から行進曲 ほか

オーケストラの演奏を

聴きながら、色とりどり

の音を体いっぱいに浴

びよう！みんな一緒に

レッツ・ダンス！

0才 ▲5月5日 土・祝 10:45-11:30 

E v e n t  T i m e  T a b l e

東京芸術劇場コンサートホール（ブレヒト） 東京芸術劇場コンサートホール（ブレヒト） 東京芸術劇場コンサートホール（ブレヒト）

はじめて見るもの、はじめて出会うこと、世界には、驚きと発見がいっぱい！いろいろな素材を
組み合わせながら、自分にとって、そしてみんなにとっての「新しい世界」をつくってみよう。音楽祭の
３日間でどんな「世界」ができあがるかな？

監修：伊藤史子(デザイナー、アトリエリスタ/ 東京藝術大学非常勤講師)
対象年齢：年齢制限なし
※未就学児や小さなお子様は、安全のため保護者が必ず付き添ってください

5月3日 木・祝 10:45-18:30 随時

4日 金・祝 10:45-18:30 随時

5日 土・祝 10:45-18:30 随時

東京芸術劇場 5階 ギャラリー1(ローラ)

工作ルーム ～新しい世界ってどんな世界？～

※音楽祭期間中の有料公演チケットもしくは
半券があれば無料で参加できるイベントです。
（池袋エリア、丸の内エリアどちらのチケットでも可）

Ticket 半券

Ticket 半券

当日自由参加 (有料公演チケットが必要)   
※混雑する場合、ご入場をお待ちいただく可能性がございます

参加方法

こどもたちの
音楽アトリエ

※音楽祭期間中の有料公演チケット
もしくは半券が必要なイベントです。
（池袋エリア、丸の内エリアどちらの
チケットでも可）

Ticket 半券 事前応募制のため既に募集を締切っております。
(追加募集がある場合は音楽祭公式SNSでご案内します。)

参加方法

5月3日 木・祝 (1)13:00-13:45 

(2)15:00-16:00 

東京芸術劇場 5階 ギャラリー2(ロビンソン)

Ticket 半券

出演者：ヤヒロトモヒロ(パーカッション)
対象年齢：
(1) 3歳以上の未就学児の親子　
(2) 小学生～大人

楽器提供協力：
パール楽器製造株式会社

音とリズムでお話ししよう!
～山をこえ、海をわたった打楽器～

5月5日 土・祝 (1)11:50-12:50
(2)13:10-14:10 

東京芸術劇場 5階 ギャラリー2(ロビンソン)

Ticket 半券

出演者：磯野恵美(フルート)、岩城直也(ピアノ)
対象年齢：
(1) 0～2歳児の親子
(2) 3歳以上の未就学児の親子

楽器提供協力：カシオ計算機株式会社

ふしぎな森へ行こう! 
～夏の夜の夢～

5月5日 土・祝 15:00-16:30

東京芸術劇場 5階 ギャラリー2(ロビンソン)

Ticket 半券

出演者：オルケスタ・ナッジ!ナッジ!
対象年齢：小学生～大人

打楽器集団
Orquesta Nudge!Nudge!と、
リズム・アンサンブルしよう

5月4日 金・祝 11:30-13:00
12：30頃からの発表は池袋西口公園キオスクステージ
にて行ない、どなたでもご観覧いただけます。

東京芸術劇場 5階 ギャラリー2(ロビンソン)

Ticket 半券

出演者：
フィリップ・エマール（役者、クラウン）
田村隆(俳優)
対象年齢：3歳～小学生

パントマイム・
ワークショップ
～ピーターと狼の世界～

©teamMiura

©teamMiura

5月4日 金・祝 14:30-16:15

東京芸術劇場 5階 ギャラリー2(ロビンソン)

Ticket 半券

出演者：大原裕子(作曲家)
坂本夏樹(音楽ワークショップアーティスト)
対象年齢：小学生

音楽作りワークショップ
～どうやって、音楽で雨を描く？～

フルート、クラリネット、サクソフォン、トランペット、そしてバイオリン。一度は触ってみたかった憧れの
楽器を気軽に体験できるお部屋です。楽器を持ったことがなくても大丈夫。「ヤマハ Touch&Try」の
専属デモンストレーターが楽器未経験者にも親切に指導します。デモンストレーターによる演奏も
披露予定！是非お立ち寄りください。
対象年齢：0歳～大人(年齢制限なし)
協力：株式会社ヤマハミュージックジャパン

5月3日 木・祝 10:45-18:30 随時

4日 金・祝 10:45-18:30 随時

5日 土・祝 10:45-18:30 随時

東京芸術劇場 地下1階 アトリエイースト(アンネ)

楽器体験ルーム ～ヤマハ Touch&Try～

Ticket 半券 大人の方も参加できます!!

※過去の工作ワークショップの模様

当日
自由参加

事前
応募制

T 114 Ticket S¥2,500 A¥1,500 T 212 Ticket S¥2,500 A¥1,500 T 311 Ticket 指定席¥1,500

周辺エリア紹介
池袋西口公園 〈エリアーデ〉
池袋西口キオスクステージ

期間中、ラ・フォル・ジュルネ特別仕様に大変身する池袋西口公園。キオスクステージ
では朝から晩までアマチュアや学生を中心としたアーティストの演奏をお届け
します。また、ケータリングカーも出店予定。食事やお酒を楽しみながら、音楽に
耳を傾けよう！

南池袋公園 〈シャトーブリアン〉
南池袋公園キオスクステージ（開園時間8：00～22：00）

常緑の芝生が広がるなかで繰り広げられるコンサート。12：00～18：00頃まで、
アマチュアや学生だけでなく有料公演に出演する一流の演奏家もサプライズで
登場！公園内ではマルシェも出店するので、クラシック音楽と一緒に買い物も
楽しめます。

0才 ▲ 0歳以上入場可 3才 ▲ 3歳以上入場可

※各日のプログラムは、当日のステージ周辺に掲出します。
※有料公演出演アーティストによるサプライズコンサートも予定しております。

※各日のプログラムは、当日のステージ周辺に掲出します。
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「ラ・フォル・ジュルネTOKYO＠池袋
 応援する会 amitié」が発足！

池袋エリア プレイベント＆エリアコンサート会場ガイド
コンサート以外にも楽しめる関連イベント

サイン会
■ 東京芸術劇場5階 ロビー

■ 東京芸術劇場1階 ロビー

有楽町店SHOP INFO：東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1F COVATOKYO店

西武池袋本店
9階屋上 
食と緑の空中庭園
（予約不要／無料）
※雨天時は中止となる場合がございます。

● 4月28日（土）
11:30～12:00 横坂源（チェロ）
13:30～14:00 〈Ensemble Grand Jeté〉（クラリネット五重奏）
若山修平（cl）、杉中奈津希（cl）、染谷英璃奈（cl）、上本力也（cl）、赤坂結里（cl）、谷本みさき（cl）

● 4月28日（土）
14：00～14：30 
「ラ・フォル・ジュルネがやってくる！トーク＆ミニコンサート」
八塩圭子（フリーアナウンサー）、横坂源（vc）

※雨天時は開催場所が変更になる場合がございます。 
※水族館入場料が必要です。

● 4月28日（土） 2階5番地
11:30～12:00 〈Ensemble Grand Jeté〉（クラリネット五重奏）
若山修平（cl）、杉中奈津希（cl）、染谷英璃奈（cl）、上本力也（cl）、赤坂結里（cl）、谷本みさき（cl）
15:00～15:30 渡邉大樹(vc)

● 4月29日（日・祝）
11:30～12:00 〈芸劇ウィンド・オーケストラ・アカデミー生によるクラリネット四重奏〉
金田翼（cl）、川口渚央（cl）、佐藤義人（cl）、竹内彬（cl）
13:30～14:00 〈サクソフォン五重奏〉
藏戸里沙（S.sax）、荒木真寛（A.sax）、秋山和慶（A.sax）、金子葵（T.sax）、森田有紀（B.sax）

● 4月30日（月・振）
11:30～12:00 〈金管五重奏〉都雅紀（tp）、馬場夏子（tp）、大塚季（hr）、日比野龍人（tb）、谷口順音（tub）
13:30～14:00 ヤヒロトモヒロ（打楽器）こどもたちの音楽アトリエ・プティ（子供向け） 

● 4月30日（月・振） 8階屋上
11:30～12:00、15:00～15:30 〈Parero〉（サクソフォン三重奏）
田中愛希（sax）、横山美優（sax）、三浦夢子(sax)

● 5月1日（火） 8階屋上
11:30～12:00、15:00～15:30 〈オトハコ〉（ファミリーコンサート）
田村麻理子(vo)、志村和音(p)、京谷ひとみ(マリンバ)、米重美文子(マリンバ、鉄琴)、吉原史雄(per)

● 5月3日（木・祝）
11:30～12:00、13:30～14:00 〈ひよこ４銃士〉（フルート四重奏）
新道悠衣（fl）、山本裕理子（fl）、伊東美紀（fl）、喜田理永（fl）

● 5月3日（木・祝） 8階屋上
11:30～12:00、15:00～15:30 〈Ensemble Grand Jeté〉（クラリネット五重奏）
若山修平（cl）、杉中奈津希（cl）、染谷英璃奈（cl）、上本力也（cl）、赤坂結里（cl）

● 5月4日（金・祝）
11:30～12:00 、13:30～14:00 〈Ensemble le miel〉（木管五重奏）
木村美紗季（fl）、土屋愛菜（ob）、清水理絵（cl）、岡林絵美（hr）、相良怜（fg）

● 5月4日（金・祝） 8階屋上
11:30～12:00、15:00～15:30 （金管五重奏） 
都雅紀（tp）、馬場夏子（tp）、大塚季（hr）、日比野龍人 （tb）、谷口順音（tub）

● 5月5日（土・祝）
11:30～12:00、13:30～14:00 
〈リュミエール・サクソフォン・アンサンブル〉（サクソフォン八重奏）
齋藤健太（S.sax）、田中愛希（S.sax）、陬波花梨（A.sax）、外崎遥（A.sax）、
儀賀詩織（T.sax）、古木響（T.sax）、山口春奈（B.sax）、渡辺真大（B.sax）

● 5月5日（土・祝） 8階屋上
11:30～12:00、15:00～15:30 〈アンサンブル イプスィロン〉（木管五重奏）
八百板芽威（fl）、山西由莉（ob）、臼井佑香（hr）、南齋侑花（fg）、新居遥輔（cl）

東武百貨店
2階5番地／8階屋上
（予約不要／無料）
※8階屋上公演は、雨天時は2階
　5番地に場所を変更して実施予定。

ラ・フォル・ジュルネのプレ期間や開催期間中は、東京芸術劇場の周辺エリアも音楽で溢れます。ショッピングやお食事とともにお楽しみください。
※各会場の場所の詳細はエリアマップ➡T-6ページをご参照ください。 ※楽器・略称はM-25ページをご参照ください。

詳細はこちらにお問い合わせ下さい。
ラ・フォル・ジュルネTOKYO＠池袋 応援する会 amitié（フォルテ・オクターヴハウス内）
TEL 03-6820-8234（平日9：00～17:00 土日休）

サンシャイン シティ
（予約不要／一部有料）

噴水広場

サンシャイン水族館屋外エリア
「マリンガーデン」パフォーマンスステージ

南池袋公園 付近
（予約不要／無料）

としまセンタースクエア
（予約不要／無料）

● 4月30日（月・振）
14：00～15:00頃まで 
「ラ・フォル・ジュルネが池袋にやってくる
BBBBのワッショイ！スペシャルパレード！」
出演：ブラック・ボトム・ブラス・バンド
※雨天時は、豊島区庁舎1階センタースクエアに場所を変更して
演奏を行います

● 4月22日（日）～5月5日（土・祝）
毎日9：00～20：00
※4月22日（日）は13：00～20：00 
ラ・フォル・ジュルネ展
2005年に日本初上陸したラ・フォル・ジュルネ。
13年分のキーヴィジュアルポスターや、出演アーティ
ストたちの豪華サインボードなどを展示予定。

● 5月3日（木・祝）
18:45～19:05、19:30～19:50
〈Ensemble Grand Jeté〉（クラリネット五重奏）
若山修平（cl）、杉中奈津希（cl）、染谷英璃奈（cl）、
上本力也（cl）、赤坂結里（cl）

● 5月5日（土・祝）
18:45～19:05、19:30～19:50 
〈アンサンブル・コノハ〉（コーラスグループ）
中村萌子（S）、齊藤亜里紗（S）、遠藤友歌里（A）、
佐藤直幸（T）、田中研（T）、堺裕馬（Bs）、浜崎史音（p）

● 5月4日（金・祝）
18:45～19:05、19:30～19:50 
〈Adam〉（サクソフォン四重奏）
山下友教（S.sax）、田口雄太（A.sax）、
野原シーサー朝宇（T.sax）、奥野祐樹（B.sax）

ラ・フォル・ジュルネが池袋エリアに拡大するにあたり、ルネ・マルタン公認の応援団が発足。
応援団長は豊島区長！会期直前まで数々のエリアコンサートで盛り上げます。

期間 4月22日（日）～30日（月・振）
場所 第一イン池袋、としまセンタースクエア、西口東武ホープセンター、
　　 フォルテ・オクターヴハウス、メトロポリタンプラザビル、WACCA池袋

東武鉄道　LFJ
スペシャルコラボフォトスポット

東京芸術劇場5階ロビーでは、1日に何組ものアー
ティストのサイン会が行われます。出演アーティス
トとお客様が間近で触れ合えるLFJの大きな魅力
のひとつです。
※丸の内エリアでは、ホールE内で行います。

会期前から東武東上線で走っているコラボ車両
50000系を模したフォトスポットです。ご来場の記
念にぜひお立ち寄り下さい。フォトジェニックな空
間の一つです！

5／3（木・祝）～5／5（土・祝）東京芸術劇場

MAP❶

MAP❸ MAP❹ MAP❺

MAP❷
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トートバッグ / 1,500円（税別） 公式アルバイト「くま」 / 1,800円（税別）
LFJ 運営委員会事務局

今治製タオルハンカチ / 800円（税別）

今治製スタイ / 1,500円（税別）オリジナル飴入りマグネット / 1,200 円（税別） ミネラルウォーター / 200円（税別）

コットン巾着ポーチ / 1,200円（税別）（予定）

チケットファイル / 500 円（税別）

タンブラー 
/ 1,200円（税別）（予定）

USBメモリ (8GB) 
/ 2,500 円（税別）

LED付きリフレクター 
/ 800円（税別）

オフィシャルグッズ

ラ・フォル・ジュルネTOKYO公式オリジナルグッズ

ラ・フォル・ジュルネ2018公式本

「亡命」の音楽文化誌
楽園からの追放か、それとも、楽園への逃亡か─

GOODS

BOOK

歴史の荒波に翻弄された音楽家たちはいかにして
「新しい世界」をめざしたのか─
音楽に秘められた社会的背景を圧倒的な博識と
洞察力で読み解く。

◎著者：エティエンヌ・バリイエ/翻訳：西久美子◎定価2,400円
（税別）◎発行：アルテスパブリッシング

※写真はイメージです。仕様が変更になる場合もありますので、ご了承ください。

上記他多数オリジナルグッズをご用意しています。
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