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「音楽芸術文化の振興と向上」を図ることを目的に、2000 年小牧市交響楽団として設立。2007年中部フィ
ルハーモニー交響楽団へ改称。小牧市を拠点に「地域に根差したトップクラスのオーケストラ」を目指して、主に
中部圏で精力的に演奏会を開催するプロオーケストラ。

音楽を通した情操教育にも寄与すべく、0歳から入場できるコンサートや、幼稚園児向けのアンサンブルコンサー
ト、児童・生徒のためのフルオーケストラ公演や楽団員派遣による吹奏楽部の指導など、未来の演奏家育成にも
尽力。文化庁から受託する巡回公演事業では、日本全国の小・中学校を訪れ、クラシックの名曲や各校校歌をオー
ケストラサウンドで届けるといった活動を行い、好評を博している。また、自主公演では中京地区の新進気鋭の
ソリストを積極的に起用するなど、地元の若手音楽家の支援・育成にも力を入れている。

さらに、社会貢献活動の一環として福祉団体を演奏会に招待する他、高齢者施設や病院等でボランティアコン
サートを実施するなど、より多くの人にクラシック音楽の鑑賞機会を届けることで、心豊かな社会の実現に貢献し
ている。

定期演奏会では古典から近代まで幅広く、ツィクルス(同一作曲家の連続演奏会）や新作の初演を行うなど挑
戦的でバラエティに富んだ企画と併せて、アンサンブル力や情熱的な演奏で高い評価を得ている。また、演奏は
ナクソス・ミュージック・ライブラリーから世界に向け発信され、聴くことができる。

これまでに愛知県芸術文化選奨新人賞などを受賞し、「多年にわたる地方自治の発展への功績」に対し愛知県
より感謝状を授与された。

現在、秋山和慶が芸術監督・首席指揮者、飯森範親が首席客演指揮者を務める。
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 新たなシーズンを迎え、新しい気持ちで中部フィルハーモニー交響楽団
の音楽に出会えることを心からうれしく思います。
また、日頃は、中部フィルハーモニー交響楽団には、小牧市の音楽の振

興にご尽力をいただくとともに、小中学生の音楽鑑賞事業をはじめとして、
子どもたちへ音楽のすばらしさを伝えていただいております。この場をお
借りいたしまして御礼申し上げます。
新型コロナウイルスの状況につきましては、とても収束したとは言い難

く、音楽をはじめとして芸術分野にも多くの影響を与えています。中部フィ
ルハーモニー交響楽団にとっても影響は避けて通ることはできませんが、
ぜひこの困難を乗り越え、人々に心のこもった音楽を提供し続けていただ
きたいと思います。
令和に入り新型コロナウイルスのほかにも、ロシアによるウクライナ侵

攻など世界中が混乱し、5年先、10年先を見通すことのできない厳しい状
況が続いています。
しかしながら、こうした時代だからこそ、文化は人々に潤いや活力をも

たらし、文化をとおして世界の平和と安全を追求しなければならないと思
います。
さて、いよいよ中部フィルハーモニー交響楽団の2023シーズンが始ま

ります。定期演奏会、特別演奏会いずれも魅力的な演奏会になることを
期待しています。団員の皆様、関係者の皆様そして中部フィルハーモニー
交響楽団を応援してくださる皆様にとって、それぞれの演奏会が心に残り、
特別な日になることを願っています。
最後になりますが、2023シーズンが、中部フィルハーモニー交響楽団

にとってさらなる飛躍のシーズンとなることを期待し、応援のメッセージと
させていただきます。

さらなる飛躍のシーズンに

オーケストラ ･ プロフィール 小牧市長ご挨拶

山下 史守朗

〈小牧市長〉
Shizuo Yamashita
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芸術監督・首席指揮者 : 秋山 和慶　　首席客演指揮者：飯森 範親

指揮者

常任客演コンサート･マスター : 平光 真彌

客演コンサート・マスター

桐朋学園大学指揮科卒業。ベルリン、ミュンヘンで研鑚を積み、これまで
にフランクフルト放送響、ケルン放送響、チェコ・フィル、モスクワ放送響等
に客演。01年、ドイツ・ヴュルテンベルク・フィルハーモニー管弦楽団音楽
総監督（GMD）に着任し、日本ツアーも成功に導いた。国内では94年以来、
東京交響楽団と密接な関係を続け、正指揮者、特別客演指揮者を歴任。06
年度 芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞、07年より山形交響楽団音楽監督
に就任、芸術総監督を経て、22年より同楽団桂冠指揮者。パシフィックフィ
ルハーモニア東京音楽監督、日本センチュリー交響楽団首席指揮者、いずみ
シンフォニエッタ大阪常任指揮者、東京佼成ウインドオーケストラ首席客演指
揮者、中部フィルハーモニー交響楽団首席客演指揮者。23年 4月より群馬
交響楽団常任指揮者に就任予定。

飯森範親オフィシャル・ホームページ｠http://iimori-norichika.com/

指揮者プロフィール 中部フィルハーモニー交響楽団

1941 年生まれ。齋藤秀雄のもとで指揮法を修め、1963 年に桐朋学園大学音楽学部を卒業。1964 年 2月に
東京交響楽団を指揮してデビューののち同団の音楽監督・常任指揮者を40年間にわたり務める。その間、アメリ
カ響音楽監督、バンクーバー響音楽監督 (現在桂冠指揮者 )、シラキュース響音楽監督などを歴任。また、ニューヨー
ク・フィル、ボストン響、クリーヴランド管、シカゴ響、ケルン放響、ベルリン放響、北ドイツ放響、スイス・ロマ
ンド管など世界の一流オーケストラに客演している。 
これまでにサントリー音楽賞、芸術選奨文部大臣賞、大阪芸術賞、毎日芸術賞、川崎市文化賞、京都音楽賞大
賞などを受賞。2001年紫綬褒章、2011年旭日小綬章を受章。2014年度文化功労者に選出。
現在、中部フィルハーモニー交響楽団芸術監督・首席指揮者、日本センチュリー交響楽団ミュージックアドバイ

ザー、岡山フィルハーモニック管弦楽団ミュージックアドバイザー、東京交響楽団桂冠指揮者、広島交響楽団終身
名誉指揮者、九州交響楽団桂冠指揮者など多くの任を務めるほか、洗足学園音楽大学芸術監督・特別教授、京都
市立芸術大学客員教授を務めている。

2023 年度の定期演奏会NAGOYAシリーズは、北欧の作品を採り上げ
ます。後期ロマン派から近代にかけて活躍したシベリウスの交響曲をメイン
に、グリーグ、ニールセンといった作曲家の代表作を組み合わせ、＜北欧シ
リーズ＞として2024年度に亘りシベリウスの交響曲全曲演奏に取り組みます。
KOMAKIシリーズでは、飯森範親氏による、ブルックナー：交響曲第 4番と
いう意欲的なプログラム、9月のベートーヴェン：第九交響曲では、名古屋芸
術大学合唱団の協力のもと、ハイレベルな熱い第九をお楽しみください。また、
藤岡幸夫氏をゲスト指揮者に迎える3月は新進のギタリストと、アランフェス
協奏曲を共演します。このほか、ご家族でお楽しみいただけるポップス・コン
サートや、クリスマス・コンサートなど多彩な特別公演もご企画しております。
シベリウスの交響曲全曲演奏、ブルックナーのシンフォニー、アランフェス協
奏曲は何れも中部フィル初の試みです。これまでベートーヴェン・ツィクルス
やブラームス・ツィクルスで培った技術を生かし、新たな一歩を踏み出した中
部フィルに、どうぞご期待ください。

ご挨拶

1stViolin　  

藤原 綾
綾川 智子
加藤 絢子
加藤 和可子
片山 瑠央
古井 麻美子
森下 由貴

2stViolin　  

加藤 恵子
長谷川 雪乃
清水 綾　
清水 里佳子
原 沙登子
森 清泉

Viola　　　

石川 園恵
葛西 麻弓子
加瀬 眞望子
祖父江 依子
中山 翔太

Cello　　　

河井 裕二
原 悠一
鈴木 康史
外山 純子

Contrabass

望月 康宏
早瀬 美紀

Flute　　　

山村 歩
上田 花奈

Oboe　     

新田 祐子
宮沢 香おり

Clarinet　  

玉井 真紀子
織田 真里江
北野 美幸

Fagott　　 

北川 陽子

Horn　　　

舟橋 知奈美
森 隆一郎
山下 奈緒美

Trumpet　 

赤堀 裕之史
田中 誠剛

Trombone

菅 貴登

Tuba　　　

井上 晃輔

Timpani&
Percussion

小川 研一郎

楽 団 員

★アソシエイト･コンサートマスター　
☆アシスタント･コンサートマスター　
◎トップ奏者　
〇副トップ奏者

★

☆

◎

○ ○

◎ ◎

◎

◎

◎ ◎

◎

○

◎

○

◎ ◎

◎

ステージ･マネージャー　吉田 敬一
ライブラリアン　志賀 美保

アシスタント･ライブラリアン　吉田 美奈

（2022年12日1月現在）

役員

［会 長］ 西村 義明
［ファウンダー］ 佐藤 宏
［理 事 長］ 加藤 隆久
［常 務 理 事］ 上村 和久／岡田 進司／布藤 和志
［常 任 理 事］ 赤堀 裕之史／岩田 徹／河合 裕二
 後藤 孝文／副島 孝／水野 恵翠
［理 事］ 稲山 達也／佐藤 大五郎／志村 美佐子
 社本 さと子／武元 智子／西村 義明
 丹羽 正雄／横田 恭子
［監 事］ 野々川 和明／林 浩之

事 務 局

［事 務 局 長］
［経営管理部長］
［演奏事業部長］

  

［システム･アドバイザー］

布藤 和志
上村 和久
岡田 進司
柿下 まり
井村 まさ慧
吉田 敬一
志賀 美保
笠井 雄太
乾 光季
後藤 利樹

飯森 範親

〈首席客演指揮者〉
Norichika Iimori

  ⓒ山岸伸

秋山 和慶

〈芸術監督・首席指揮者〉
Kazuyoshi Akiyama

  ⓒ堀田力丸
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　　　　　　　シリーズ　　小牧市市民会館／東部市民センターKOMAKI

定期演奏会

　　　　　　　　シリーズ　　三井住友海上 しらかわホールＮＡGＯＹＡ
【全席指定】 プラチナ 席5,500円　Ｓ席 4,500円　Ａ席 3,500円　B席 2,500円　学生席1,000円（当日窓口にて販売、  25歳以下、学生証提示）

2023

15:00 開演
6.3（土） 第87回定期演奏会

ブルックナーのロマン

指揮：飯森 範親（中部フィルハーモニー交響楽団 首席客演指揮者）
ピアノ：牛田 智大
●モーツァルト：ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
●ブルックナー：交響曲 第4番 変ホ長調  ｢ロマンティック｣ 

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　2月22日（水）～2月28日（火） ／ 一般発売　3月8日（水）

ブルックナーの交響曲は中部フィル初のプログラム。第４番は彼の交響曲の中で、唯一表題を持った作品で、最初に書かれた長調の
交響曲。モーツァルトのピアノ協奏曲第24番は、番号付きの27曲の協奏曲中たった2曲しかない短調作品のひとつ。独奏は人気、実
力ともに若手を代表するピアニスト牛田智大。

2023

15:00 開演
9.2（土） 第89回定期演奏会

こまき第九2023

指揮：飯森 範親
ソプラノ：小林 沙羅*　メゾソプラノ：三輪 陽子　テノール：中井 亮一　バス：森 雅史
合唱：名古屋芸術大学ハルモニア合唱団、同学生合唱団、こまき第九2023特別合唱団
●ワーグナー：楽劇｢トリスタンとイゾルデ｣より〔前奏曲と愛の死〕*
●ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 作品125 ｢合唱付き｣
市民会館が改修に入る前のこの時期に恒例の第九交響曲を持ってきました。
名古屋芸術大学の協力のもと、ハイレベルな熱い第九にご期待ください。

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　5月17日（水）～5月23日（火） ／ 一般発売　5月31日（水）

2024

15:00 開演
3.30（土） 第91回定期演奏会

アランフェス

指揮：藤岡 幸夫
ギター：徳永 真一郎*
●レスピーギ：組曲｢鳥｣
●ロドリーゴ：アランフェス協奏曲*
●ベートーヴェン：交響曲 第3番 変ホ長調 作品55｢英雄｣
市民会館改修中のKOMAKI定期の会場は東部市民センター。この会場に相応しいプログラミングをしました。中部フィル初となるア
ランフェス協奏曲の独奏は、新進気鋭の徳永真一郎。

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　12月13日（水）～12月19日（火） ／ 一般発売　1月10日（水）

KOMAKIシリーズ1

小牧市市民会館

KOMAKIシリーズ2

小牧市市民会館

KOMAKIシリーズ3

小牧市東部市民センター

2023

15:00 開演
5.27（土） 第86回定期演奏会

北欧シリーズVol.1

指揮：秋山 和慶（中部フィルハーモニー交響楽団 芸術監督･首席指揮者）
フルート：上野 星矢
●シベリウス：組曲｢カレリア｣ 作品11
●ニールセン：フルート協奏曲 
●シベリウス：交響曲 第1番 ホ短調 作品39
北欧シリーズの第1回目は、フィンランドのシベリウスとデンマークのニールセン。シベリウスの｢カレリア｣は、新婚旅行で訪れた思い
出のカレリア地方を描いた作品。交響曲第1番は34歳の時に書いた文字通り最初の交響曲。これを機に交響曲作家の道を進みます。
北欧近代の作曲家を代表するニールセンのフルート協奏曲の独奏は、19歳で名匠ランパルの名を冠した国際コンクールで優勝後、飛
ぶ鳥を落とす勢いで活躍中の上野星矢です。

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　2月15日（水）～2月21日（火） ／ 一般発売　3月1日（水）

NAGOYAシリーズ1

2023

15:00 開演
7.15（土） 第88回定期演奏会

北欧シリーズVol.2

指揮：秋山 和慶
ヴァイオリン：北川 千紗
●スヴェンセン：ノルウェー狂詩曲 第3番 作品21
●シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
●シベリウス：交響曲 第3番 ハ長調 作品52

管弦楽法を駆使してノルウェーの音楽を発展させたスヴェンセンのノルウェー狂詩曲は、リストのハンガリー狂詩曲に触発された民族
色豊かな作品。シベリウスのヴァイオリン協奏曲は、音楽史において抜いては語れないヴァイオリン協奏曲の傑作。独奏は愛知県出身
で数々の国際コンクールで受賞している北川千紗。2020年の日本音楽コンクールでの優勝曲を再び。交響曲第3番は、シベリウス一
家がヘルシンキ郊外の田園地方に居を構えた頃のもので、3楽章形式の特色ある作品。

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　3月29日（水）～4月4日（火） ／ 一般発売　4月12日（水）

NAGOYAシリーズ2

2023

15:00 開演
10.8（日） 第90回定期演奏会

北欧シリーズVol.3

指揮：秋山 和慶
●グリーグ：ノルウェー舞曲 作品35
●グリーグ：組曲｢ペール・ギュント｣第1番、第2番
●シベリウス：交響曲 第5番 変ホ長調 作品82
ノルウェーの民族音楽を得意のピアノで数多く紹介したグリーグ。ノルウェー舞曲はピアノ連弾曲を管弦楽のために編曲した作品。同
胞イプセンの戯曲に曲を付けた｢ペール・ギュント｣は今日でも親しまれるグリーグの代表作。シベリウスの交響曲第5番は、体調を悪
くしていた時期を脱して50歳の誕生日に彼自身の指揮で成功に導いた明るい作品。

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　6月21日（水）～6月27日（火） ／ 一般発売　7月5日（水）

NAGOYAシリーズ3

秋山 和慶 上野 星矢
 ©山岸伸

飯森 範親 牛田 智大
 ©Ariga Terasawa

秋山 和慶 北川 千紗
 ⒸKei Uesugi

秋山 和慶

三輪 陽子 中井 亮一 森 雅史小林 沙羅

 ©NIPPON 
　 COLUMBIA

藤岡 幸夫
 ⒸShin Yamagishi

徳永 真一郎
 ⒸTohru Yuasa

飯森 範親
 ©山岸伸

6
Season Program 2023

7
Season Program 2023



ニュー・イヤー・コンサート
＜ガーシュウィンでハッピー・ニュー・イヤー！＞ 岐阜特別演奏会

サラマンカホールでのオープニングは、初登場のシューベルト：｢サラマンカの友人た
ち｣。続いてピアノの名手でもある指揮者、渡邊一正氏の弾き振りで｢ラプソディ・イ
ン・ブルー｣。後半はおなじみのウィンナ・ワルツ、ポルカで華やかに新春を祝います。

出演：中部フィルハーモニー交響楽団金管アンサンブル0才児から大人まで一緒に楽しめるコンサート。歌あり、物語あ
り、手拍子での参加あり、ステージと客席が一体となれるプログ
ラムです。

サラマンカホール

夏休み！ファミリー・ポップス・コンサート ～映画音楽の名作で～
長久手特別演奏会 長久手市文化の家

2023

15:00 開演
8.19（土）

夏休み！ファミリー・ポップス・コンサート ～映画音楽の名作で～
松阪特別演奏会 クラギ文化ホール（松阪市民文化会館）

2023

15:00 開演
8.20（日）

2024

14:00 開演
1.13（土）

0さいからの家族で楽しむクラシック・コンサート
小牧市内施設

2023

11:00/14:00 開演
8.5（土）

特別演奏会

指揮・編曲：藤野 浩一
クラウン(道化師)：岩佐 麻里子

●星に願いを
●ホーム・アローン・メドレー
●ダースヴェイダーのテーマ
●ドラえもんの楽器紹介
●オズの魔法使いファンタジー
●アダムス・ファミリー・メドレー
●ア・ホール・ニューワールド
●風と共に去りぬ　ほか

指揮・ピアノ：渡邊 一正

●シューベルト：歌劇｢サラマンカの友人たち｣ D.326 序曲
●ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
●ヨハン・シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲
●ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ「天体の音楽」
●ヨハン・シュトラウスⅡ：鍛冶屋のポルカ　ほか

シンフォニック・ポップスの第一人者、藤野浩一氏を指揮に迎え、
氏のアレンジによる著名映画音楽の数々をお聴きいただきます。
ゲストは、アメリカで活躍するクラウン(道化師)の岩佐麻里子
氏。カヴァレフスキーの組曲｢道化師｣でのパフォーマンスも楽し
みです。

クリスマス・コンサート
小牧特別演奏会

指揮：石﨑 真弥奈　
ヴァイオリン：フェデリコ・アゴスティーニ

●アンダーソン：そりすべり
●J.ウィリアムズ：映画音楽｢ホーム・アローン｣より
●ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲｢四季｣より“冬”
●ベートーヴェン：ロマンス第2番 ヘ長調 作品50
●コレッリ：クリスマス協奏曲
●プロコフィエフ：冬のかがり火　ほか

【全席指定】 3,500円　
　　　　　　  学生1,000円(25歳以下、当日窓口販売)

小牧市東部市民センター

2023

15:00 開演
12.17（日）

【全席指定】3,000円　学生：1,000円（25歳以下）

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　5月10日（水）～5月16日（火） ／ 一般発売　5月24日（水）

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　9月27日（水）～10月3日（火） ／ 一般発売　10月11日（水）

中部フィルサポーター／フレンズ先行予約　8月30日（水）～9月5日（火） ／ 一般発売　9月13日（水）

【全自由席】5月下旬 発売予定

0さいからの家族で楽しむクラシック・コンサート
守山文化小劇場(名古屋市)

2023

11:00/14:00 開演
8.4（金）

チケットお求め・お問い合わせ…守山文化小劇場　TEL 052-796-1821

【全席指定】 プラチナ席5,500円　S席4,500円　A席3,500円　
　　　　　　 学生1,000円(25歳以下、当日窓口販売)

渡邊 一正

※都合により、ソリスト・曲目が変更になる場合があります。

藤野 浩一 岩佐 麻里子

ファミリーで楽しむことができるクリスマス・コンサートです。
ゲストには、元イ・ムジチ合奏団のF.アゴスティーニ氏を迎え、
ヴィヴァルディの｢四季｣をはじめ、親しみのある曲を揃えまし
た。｢冬のかがり火｣は、冬休みに郊外で遊ぶ子供たちを描いた
作品です。

石﨑 真弥奈
 ©井村重人

フェデリコ・アゴスティーニ
 ©平舘平

 ©Satoshi Mitsuta1
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小牧市篠岡二丁目 23 番地　TEL.0568-79-0011
名鉄小牧線 / 小牧原駅から、あおい交通ピーチバス｢桃花台行｣　
JR 春日井駅 / 高蔵寺駅から名鉄バス
「桃花台」行き「桃花台センター」下車

小牧市東部市民センター

NAGOYAシリーズ1(しらかわホール)
2023年5月27日(土)15:00開演
第86回定期演奏会＜北欧シリーズVol.1＞

KOMAKIシリーズ1(小牧市市民会館)
2023年6月3日(土) 15:00開演
第87回定期演奏会＜ブルックナーのロマンティック＞

NAGOYAシリーズ2(しらかわホール)
2023年7月15日(土) 15:00開演
第88回定期演奏会＜北欧シリーズVol.2＞

長久手特別演奏会(長久手市文化の家)
2023年8月19日(土) 15:00開演
＜夏休み！ファミリー・ポップス・コンサート＞

松阪特別演奏会(クラギ文化ホール)
2023年8月20日(日) 15:00開演
＜夏休み！ファミリー・ポップス・コンサート＞

年間を通して、ホールごとに同じお席で定期演奏会をお楽しみいただけます。
コロナ感染状況により座席のレイアウトや席数が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

定期演奏会全 6公演分

24,600円プラチナ席

席種 NAGOYA・KOMAKI
〈全 6 公演分〉

33,000円
通常価格

19,800円S席 27,000円
通常価格

15,600円A席 21,000円
通常価格

10,800円B席 15,000円
通常価格

5,500円プラチナ席

席種 1公演

4,500円S席

3,500円A席

2,500円B席

12,300円プラチナ席

席種 NAGOYAシリーズ
〈3 公演分〉

16,500円
通常価格

9,900円S席 13,500円
通常価格

7,800円A席 10,500円
通常価格

5,400円B席 7,500円
通常価格

12,300円

KOMAKIシリーズ
〈3 公演分〉

16,500円
通常価格

9,900円13,500円
通常価格

7,800円10,500円
通常価格

5,400円7,500円
通常価格

※他の割引とは併用できませんのでご了承ください。※詳しくはお問合せください。

シーズン会員券
1公演ごとのチケット

1回券 25％割引通常価格
公演地ごとのそれぞれ 3公演分

シリーズ会員券 25％割引

KOMAKIシリーズ2(小牧市市民会館)
2023年9月2日(土) 15:00開演
第89回定期演奏会＜第九＞

NAGOYAシリーズ3(しらかわホール)
2023年10月8日(日) 15:00開演
第90回定期演奏会＜北欧シリーズVol.3＞

小牧特別公演(小牧市東部市民センター)
2023年12月17日(日) 15:00開演
＜クリスマス・コンサート＞

岐阜特別演奏会(サラマンカホール)
2024年1月13日(土) 14:00開演
＜ニュー・イヤー・コンサート＞

KOMAKIシリーズ3(小牧市東部市民センター)
2024年3月30日(土) 15:00開演
第91回定期演奏会＜アランフェス＞

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-9-15　TEL 052-222-7110
〈地下鉄「伏見」駅 5 番出口から徒歩 5 分〉

〒485-0041 小牧市小牧 2-107　TEL 0568-77-8205
名鉄「小牧」駅から徒歩 10 分（800m）

チケットお申込み方法
▼中部フィルハーモニー交響楽団
　事務局
TEL 0568-43-4333
メール info@chubu-phil.com
〔お支払い〕…現金、銀行振り込み
〔お電話での販売期間〕
　一般発売開始日から公演日の
　前々週の木曜日まで

※ご予約後のキャンセルはお受けいたしかねますので
　あらかじめご了承ください。

▼WEBオンラインチケットサイト

https://chubuphil.tstar.jp
＊お支払い…クレジット

■ 定期演奏会　■ 特別演奏会

公演カレンダー

定期会員券

ホール座席表

チケットお求め０さいからの家族で楽しむクラシック・コンサート
2023年8月4日(金)11:00/14:00 守山文化小劇場(名古屋市)
2023年8月5日(土)11:00/14:00 小牧市内施設
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