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バスでお越しの方

○ 市バス32系統、46系統、京都岡崎ループ
「岡崎公園  ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ

○ 市バス5系統、100系統、急行110系統
「岡崎公園  美術館・平安神宮前」下車徒歩約5分

フロアガイド

電車でお越しの方

○ 京都市営地下鉄東西線
「東山」駅1番出口より徒歩約10分

○ 京阪電鉄
「神宮丸太町」駅2番出口より徒歩約13分
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京都市  公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

メインホール

サウスホールサウスホールサウスホール
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京都モダンテラス

総合案内・チケットカウンター
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ローム・スクエアローム・スクエアローム・スクエア

メインホール

サウスホールサウスホールサウスホール

ファミリーマート

京都岡崎 蔦屋書店
スターバックス コーヒー

プロムナードプロムナードプロムナード

メインホールの演技エリアと同等の広さを有する、
ブラックボックスタイプの多目的スペース。
リハーサルや小規模公演、レセプションなどに活用で
きます。

客席数2005席、4層バルコニー構造の多目的ホール。
コンサートをはじめ、バレエ、オペラ、ミュージカルなど
の本格的な舞台芸術公演に対応できます。

客席数716席の中規模ホール。
舞台と客席が近く、伝統芸能、演劇、ダンスなどの多
様な表現が可能です。

2F

1F

B2F

※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。　※記載事項は、2016年（平成28年）3月現在のものです。

ロ ー ム シ ア タ ー 京 都

オ ー プ ニ ング ライン アップ
O p e n i n g  L i n e u p



京都 市長

平成28年１月１０日、ついにロームシアター
京都がオープンしました。京都を代表する
新たな文化芸術の創造発信拠点として、岡崎
エリアに新しい賑わいを生み出しています。
今後更に多くの方々の文化芸術活動を応
援すると同時に、これまで観ることのできな
かった世界一流の舞台芸術公演の数々な
ど、文化芸術の魅力を存分に感じていただけ
る充実のラインアップをお届けしていきます。
今後続々と展開される多彩なオープニング
事業に、どうぞご期待ください。たくさんの
方のご来場を心からお待ちしています。

公益財団法人
京都市音楽芸術文化振興財団

理事長

京都の新たな文化芸術の創造・発信拠点
として、本年1月にロームシアター京都が
開館致しました。おかげさまでオープニング
事業は盛況であり、公演のない日も、賑わい
施設は多くの皆様にご利用いただいていま
す。今後も、皆様に劇場を安心・安全そして
快適にご利用いただけるように努めるとと
もに、京都市や文化芸術団体等の皆様の
ご協力をいただきながら、多彩な公演を開催
してまいりますので、本誌をご覧いただき、
ぜひ劇場まで足をお運びください。

50余年にわたり市民の皆様や国内外のアーティストの方々に愛され続けてきた京都会館は

2016年（平成28年）1月10日（日）にロームシアター京都として生まれ変わりました。

伝統の継承と新たな創造を続ける文化芸術都市であり、日本の文化首都・京都にふさわしい“文化の殿堂”は

新しい「劇場文化」をつくります。

京 都と世界をつなぐ文化芸術の創造発信拠点

ロームシアター京都

“文 化 の 殿 堂”再 び。

世界的な舞台芸術の公演を実現する一
方で、日頃の成果を発表する晴れ舞台と
もなる最高の市民ホール。ロームシアター
京都は人々が集まる場としての新しい公共
施設を目指し、また岡崎地域の賑わいを
創出しています。今後は、京都が日本の文
化首都、世界を代表する文化芸術都市の
一翼を担えるよう、文化芸術を愛する多くの
市民の皆様の御支援のもとで活発な事業
展開を図っていきます。ロームシアター京都
をどうかこれまで以上に可愛がり、育ててい
ただきますようお願い申し上げます。

ロームシアター京都 館長
[京都市文化芸術政策監]

01 02

撮影：小川重雄



オープニング事業　
ロームシアター京都のオープニングを華やかに彩る、多様なジャンルの公演をお届けします。

2016年（平成28年）4月～12月開催分

03 04ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival舞踊 Dance凡例

前売 2,000円 当日 2,300円

7月18日（月・祝）　13：30開演日 時

サウスホール会 場

第331回 市民寄席

チケット 全席指定
一般発売日 5月17日（火）

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
助 成

：
：

第30回向田邦子賞、第57回岸田國士戯曲賞を受けた岩井秀人を
中心に2003年に結成され、今、東京で最もチケットが取りにくいと
言われる人気劇団ハイバイが5年ぶりに京都に登場。今回の舞台
は地球、ヒト科オトコ類による、性欲期から死期までを描く大河
ドラマにして代表作。

5月14日（土）　14：00/18：00開演
     15日（日）　14：00開演

日 時

ノースホール会 場

ハイバイ「おとこたち」

チケット

有限会社quinada、ハイバイ
京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）

主 催：

全席自由 一般前売 3,300円 一般当日 3,800円

学生 2,500円
一般発売日 4月2日（土）

前売 1,500円 当日 1,800円

京都会館の恒例行事として永年愛され、1月にはサウスホールを
満員にした人気の落語会。第330回がノースホールでの初開催と
なります。

5月17日（火）　19：00開演日 時

ノースホール会 場

「道具屋」桂華紋
「権助提灯」桂春蝶
「親子茶屋」桂米輔
「便利屋さん」笑福亭福笑

前売チケット完売。当日券の販売については、決定次第ロームシアター
京都WEBサイト等にてお知らせします。

第330回 市民寄席

チケット 全席自由

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
助 成

：
：

世界最高峰と言われる自然ドキュメンタリー番組「フローズンプラ
ネット（NHKとBBCの大型国際共同制作シリーズ）」の壮大な世
界を、大スクリーンの映像とフルオーケストラで。

4月29日（金・祝）　15：00開演日 時

メインホール会 場

京響クロスオーバー
フローズンプラネット in コンサート

ダグラス・ボストック
京都市交響楽団

指 揮
管 弦 楽

：
：

The BBC and BBC Earth are trademarks of the
British Broadcasting Corporation and are used
under licence. BBC logo ©BBC 1996

©Chadden Hunter

チケット S席 5,500円
A席 4,500円 C席 2,500円

S席ジュニア 3,500円（5歳～18歳以下）
B席 3,500円

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
ローム株式会社
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
協 賛
助 成

：
：
：

全席指定

発売中一般発売日

その緻密なサウンドに楽界から注目を浴びる京都市立芸術大学の吹
奏楽が、東の吹奏楽界の雄・東京音楽大学をゲストに迎え、広上淳一
と増井信貴の指揮の下、心ひとつに音楽の歓びを謳いあげます。

7月10日（日）　14：00開演日 時

メインホール会 場

広上淳一、増井信貴
京都市立芸術大学、東京音楽大学

指 揮
吹 奏 楽

：
：

東京音大・京都芸大による
吹奏楽の祭典 in KYOTO！

一般発売日 発売中

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
京都市立芸術大学、東京音楽大学
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催

助 成

：

：

大人 1,500円 学生 1,000円チケット 全席自由

一般発売日 発売中
チケット 全席自由

京都民謡民舞連合会加入社中の競演とプロ歌手により、全国各
地の伝統ある民謡と踊りの数々を披露します。華やかな歌声と踊
りをご堪能ください。

4月17日（日）　13：00開演日 時

メインホール会 場

公益財団法人京都市芸術文化協会創立35周年記念事業
京都民謡まつり

京都民謡民舞連合会社中、大野実佐子、剣持雄介
翔田ひかり、弘田るみ、細川澄美枝 他

出 演：

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
公益財団法人京都市芸術文化協会
京都民謡民舞連合会
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催

協 力
助 成

：

：
：

前売 2,300円 当日 2,500円

※小学生以上はチケットが必要です。

若者文化の発信、表現活動の発表の場として、1991年にスタートし、
今回で25回目を迎えるダンス＆ミュージックのコンテスト。選考を経
たダンサーとミュージシャンが出演します。また、青少年が主体となっ
て企画・運営・制作を行い、協働し創りあげるフェスティバルです。

8月21日（日）日 時

サウスホール会 場

第25回 LIVE KIDS
～アマチュアダンス＆ミュージックフェスティバル 25th anniversary～

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
公益財団法人京都市ユースサービス協会

主 催：

チケット 入場無料（申込不要）

第23回LIVE KIDSより

平安神宮で開催する京都薪能に先立ち、解説を交えながら能楽の
魅力を御紹介します。（雨天時は本公演もメインホールで開催）

6月1日（水）、2日（木）　14：00開演（両日とも）日 時

メインホール会 場

能の世界へおこしやす -京都薪能鑑賞のために-

チケット 入場無料（要事前申込）
※京都薪能チケットを持参の場合は申込不要
［参加申込受付期間］4月1日（金）～5月8日（日）
［申込先］京都いつでもコール  TEL.075-661-3755

京都市、一般社団法人京都能楽会
ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）

主 催：

京都薪能（写真提供 京都能楽会）

ロームシアター京都のオープニング事業としても公演を行った、
歴史あるバレエの名門ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミーに
よるワークショップを、2015年に続いて開催します。本場の「ワガ
ノワ・メソッド」が学べる特別レッスンに是非ご参加ください。

8月8日（月）～10日（水）日 時

ノースホール会 場

ワガノワ・バレエ・アカデミー
ワークショップ

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
全京都洋舞協議会
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
協 力
助 成

：
：
：

© SHOKO MATSUHASHI © SHOKO MATSUHASHI

撮影：曳野若菜

※記載事項は2016年（平成28年）3月末現在のものです。
※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、ロームシアター京都 TEL .075 -771- 6051または各問合先までお問い合わせください。

内 容

問 合 公益財団法人 京都市ユースサービス協会
「ライブキッズ運営事務局」  TEL.075-213-3681

問 合 京都薪能事務局  TEL.075-771-6114

問 合 有限会社quinada  TEL.080-6562-4520

問 合 公益財団法人京都市芸術文化協会   TEL.075-213-1003

参加クラス等は、5月下旬にロームシアター京都WEBサイト
等にてお知らせします。



オープニング事業　2016年（平成28年）4月～12月開催分

05 06ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival舞踊 Dance凡例

京都で生まれ育った気鋭の若手ピアニスト・寒川晶子によるコンサー
ト。特別ゲストにアクースモニウムの第一人者、檜垣智也を迎え、「C
（ド）」音のみに特殊調律したピアノとのコラボレーションが実現。演奏
機会の希少なド音ピアノが一色で描く世界をお楽しみください。

9月24日（土）　18：00開演日 時

サウスホール会 場

ロームシアター京都セレクション

寒川晶子ピアノ： 檜垣智也アクースモニウム：

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
助 成

：
：

©Takashi Arai ©Reiko Kawasaki

チケット

一般発売日 5月28日（土）

チケット S席 39,000円 A席 27,000円
C席 9,000円 D席 5,000円

B席 15,000円全席指定

発売中一般発売日

（B・C・D席完売）

ロシアの世界的なオペラハウス「マリインスキー劇場」の京都初公
演。同劇場の総裁でもある巨匠ゲルギエフが厳選した自信作、
チャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」を最新演出（アレク
セイ・ステパニュク演出／2014年プレミエ）で上演します。

10月8日（土）　14：00開演日 時

メインホール会 場

ワレリー・ゲルギエフ 芸術総監督・指揮
マリインスキー・オペラ「エフゲニー・オネーギン」

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
三井住友銀行
株式会社京都確認検査機構

主 催
特別協賛
協 賛

：
：
：

©Alexander Shapunov ©N.Razina

ワレリー・ゲルギエフ
アレクセイ・ステパニュク
マリインスキー歌劇場管弦楽団・合唱団

芸術総監督／指揮
演 出
管 弦 楽

：
：
：

問 合 KYOTO EXPERIMENT事務局  TEL.075-213-5839

京都発、世界各地から集う先鋭的な舞台芸術を紹介する国際舞台芸
術祭「KYOTO EXPERIMENT」。春の開催に引き続き7回目となる
今回も、ロームシアター京都をメイン会場に開催します。演劇やダンス
のみならず美術、音楽、デザイン、建築にまたがる実験的な11の公式
プログラムとそれを取り巻く数々の企画にどうぞご期待ください。

10月22日（土）～11月13日（日）日 時

ロームシアター京都、京都芸術センター
京都芸術劇場 春秋座
京都府立府民ホール“アルティ”ほか

会 場

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭
2016 AUTUMN

京都国際舞台芸術祭実行委員会
［京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
京都芸術センター（公益財団法人京都市芸術文化協会）
京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター］
平成28年度 文化庁 国際芸術交流支援事業

主 催

助 成

：

：

チケット

マーク・テ［演劇］、ルイス・ガレー［ダンス］、フェデリコ・レオン
［演劇］、マーティン・クリード［ダンス］、松根充和［パフォーマンス］
篠田千明［演劇］、木ノ下歌舞伎［演劇］、池田亮司［オーディオ
ヴィジュアル・コンサート］、庭劇団ペニノ［演劇］、シャンカル・
ヴェンカテーシュワラン［演劇］、researchlight［リサーチプロジェクト］

参 加
アーティスト
（ 予 定 ）

：

8月中旬予定一般発売日

前売 1,500円 当日 1,800円

9月20日（火）　19：00開演日 時

ノースホール会 場

第332回 市民寄席

チケット 全席自由
一般発売日 7月18日（月・祝）

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
助 成

：
： 撮影：三枝近志 提供：新国立劇場（新国立劇場2010／2011シーズン公演より）

演目は喜劇オペラの最高峰「フィガロの結婚」で、新国立劇場の
通常公演と全く同じ舞台をお届けします。広上淳一指揮・京都市
交響楽団の演奏と一流の歌手により、高校生にオペラの素晴らし
さと楽しみ方を知ってもらう新たな教育プログラムです。

10月26日（水）、28日（金）　13：00開演（両日とも）日 時

メインホール会 場

新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室・関西公演
「フィガロの結婚」全4幕（イタリア語上演／字幕付）

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
新国立劇場
公益財団法人ローム ミュージック ファンデーション
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業
ローム株式会社

主 催

助 成

協 賛

：

：

：

広上淳一
新国立劇場合唱団
アンドレアス・ホモキ
京都市交響楽団

指 揮
合 唱
演 出
管 弦 楽

：
：
：
：

池田亮司「superposition」2014 撮影：福永一夫

青少年にとってオーケストラの入門編になればと、すぎやまこういちが
作曲した交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」をオーケストラでお贈りするコ
ンサート。2016年は9月17日、18日に「みやこめっせ」をメイン会場と
する西日本最大規模のマンガ・アニメイベント「京都・国際マンガ・ア
ニメフェア」の一環として開催します。

9月18日（日）　14：00開演日 時

メインホール会 場

京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）
ドラゴンクエスト スペシャルコンサート
交響組曲「ドラゴンクエストV」“天空の花嫁”

スギヤマ工房、エラート音楽事務所
京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
株式会社トーセ
エフエム京都
京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会
株式会社スクウェア・エニックス、キングレコード株式会社

主 催
共 催
協 賛
後 援
協 力

：
：
：
：
：

渡邊一正
日本センチュリー交響楽団
すぎやまこういち

指 揮
管弦楽
お 話

：
：
：

チケット

一般発売日 6月25日（土）予定
全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円

チケット

問 合 エラート音楽事務所  TEL.075-751-0617

※記載事項は2016年（平成28年）3月末現在のものです。
※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、ロームシアター京都 TEL .075 -771- 6051または各問合先までお問い合わせください。

京都市交響楽団と第一線で活躍する人気ロック・ポップス系アー
ティストが共演します。より幅広い世代にオーケストラの魅力を
知ってもらうべく、両ジャンルの音楽がコラボレーションし、新鮮で
贅沢なステージをお届けします。

9月2日（金）日 時

メインホール会 場

シンフォニック・エヴォリューション（仮称）

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
ＯＫＡＺＡＫＩ ＬＯＯＰＳ実行委員会
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
共 催
助 成

：
：
：

チケット 料金・発売日等は、決定次第ロームシアター京都WEBサイト
等にてお知らせします。

公益財団法人京都市芸術文化協会創立35周年記念事業

京の文化絵巻Ⅰ～花鳥風月～

京都に伝わる伝統芸能からダンスまで、様々な舞台がまるで絵巻物を観るよう
に次々と繰り広げられます。幕開けは総勢100人による邦楽の大演奏。今様
や邦舞、能楽、狂言など、普段見る機会の少ない和の芸能が続きます。いけば
なや書の芸術も登場し、ラストを飾るモダンダンスは邦楽や洋楽とのコラボ
レーション。この日、この時にしか観られない豪華な舞台をお楽しみください。

9月11日（日）　17：30開演日 時

サウスホール会 場

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
公益財団法人京都市芸術文化協会
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催

助 成

：

：

みやこ

チケット

一般発売日

前売 2,500円 当日 3,000円全席自由
6月予定。決定次第ロームシアター京都WEB
サイト等にてお知らせします。

ロームシアター京都が立地する岡崎地域を舞台に、5名のOKAZAKI 
LOOPSディレクターが主導する新たな音楽フェスティバルを開催
します。音楽やアート、パフォーマンス、伝統工芸、食などのさまざまな
文化ジャンルがコラボレーションし、京都の秋を彩ります。

9月3日（土）、4日（日）日 時

ロームシアター京都全館、岡崎地域会 場

OKAZAKI LOOPS

ＯＫＡＺＡＫＩ ＬＯＯＰＳ実行委員会（京都市、公益財団法人京都市
音楽芸術文化振興財団、京都新聞社、株式会社エフエム京都、
株式会社京都放送、有限会社エピファニーワークス、公益社団
法人京都市観光協会、京都市立芸術大学）
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催

助 成

：

：

チケット 料金・発売日等は、決定次第ロームシアター京都WEBサイト
等にてお知らせします。

OKAZAKI LOOPS ディレクター：
広上淳一（音楽）、高木正勝（音楽）、名和晃平（アート）、首藤康之
（身体パフォーマンス）、細尾真孝（伝統工芸）

S席 3,000円 A席 2,000円

一般券等の発売については、決定次第ロームシアター京都
ＷＥＢサイト等にてお知らせします。　

全席指定

メインホール客席 ©小川重雄



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

冠事業
リニューアルオープンを記念し、共に祝い、盛り上げていただく公演をご紹介します。

オープニング事業　 2016年（平成28年）4月～12月開催分

07 08

年会費無料、ロームシアター京都主催公演のチケット先行予約特典が
受けられるお得なオンライン会員制度です。詳細はロームシアター京都
のWEBサイトをご覧ください。

他にも特典あり。詳細は、ロームシアター京都チケットカウンター
（TEL.075-746-3201）までお問い合わせください。

※事前登録（無料）が必要です。
（詳しくは、ロームシアター京都または京都コンサートホールのWEBサイトへ）

オンラインチケット
24時間購入可

https://www.e-get.jp/kyoto/pt/

※主催公演以外は、チケットの取扱いがない場合もございます。

特典1チケット優先予約（指定公演のみ）

特典3公演情報等のご送付

特典4お電話１本で楽々チケット購入！

特典2チケットの割引販売（指定公演のみ）

WEB

チケットのご購入について

フレンズ会員募集中！

窓口・電話とも10：00～19：00/年中無休　※臨時休館日を除く

ロームシアター京都チケットカウンター

075 -746 - 3201

窓口・電話とも10：00～17：00/第1・3月曜日休　※祝日の場合は翌日

京都コンサートホールチケットカウンター

075 -711- 3231

京都コンサートホール・ロームシアター京都

Club会員募集！
○ 入会金無料　○ 年会費1,000円（税込）

○ 会員期間：1年間（4月1日～翌年3月31日）

※2016年度は、1月10日～2017年3月31日

いつでも

ご入会

いただけ
ます

※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、
ロームシアター京都 TEL.075-771-6051または各問合先までお問い合わせください。ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival舞踊 Dance凡例

元ふきのとう・細坪基佳をボーカルに迎え、N.S.Pの
中村貴之･平賀和人で構成されたスリーハンサムズ。
懐かしの名曲が、京都に響きわたる。

4月16日（土）　15：00開演日 時
サウスホール会 場

スリーハンサムズ
コンサート2016～俺たちの放課後～

ナウ ウエスト ワン　TEL.075-252-5150問合
発売中　全席指定 6,500円チケット

©S

女性演歌歌手のトップをゆく、石川さゆりの全国
ツアー。

4月18日（月）　14：00/
　　　　　  18：00開演

日 時

メインホール会 場

石川さゆりコンサート 2016

株式会社京都中央企画
TEL.075-251-1788

問合

発売中　全席指定チケット
S席 7,500円 A席 6,500円

小学生から70代のメンバーが在籍するコミュニティダ
ンスカンパニーによるオムニバス形式のダンス公演。

4月16日（土）　14：00/
　　　　　  18：00開演

日 時

ノースホール会 場

KDE 第5回公演 RE：PEACE-PIECE

Kyoto Dance Exchange
kdedance@yahoo.co.jp

問合

発売中　全席自由チケット
前売一般 1,800円
前売/当日小中高生 1,000円       未就学児 無料

当日 2,000円

日本の伝統文化のさらなる伝承を目指す、邦楽の演奏会。

4月10日（日）　13：00開演日 時
サウスホール会 場

日本の華麗なる伝統 ～京都から世界へ発信～

日本伝統文化支援協会
TEL.075-441-5640

問合

発売中　全席自由 4,000円チケット

4月17日（日）　13：00開演日 時
サウスホール会 場

音楽の仲間「花」“A Hana of music”
第22回コンサート

音楽の仲間「花」“A Hana of music”
TEL.075-701-5050

問合

オペラアリア・歌曲の演奏、弦楽合奏（セリオー
ソ）・声楽と弦楽合奏・バンドネオン三重奏・金管五
重奏等の演奏。

入場無料・全席自由チケット

全曲京ことばの『京都人の夜景色』（京都初演・千原
英喜 /曲、村山槐多/詩）をはじめ、合唱の魅力をお
楽しみください。

4月15日（金）　19：00開演日 時
サウスホール会 場

アンサンブル アカデミー 京都 第7回演奏会

アンサンブル アカデミー 京都
TEL.072-850-8798（小石）

問合

発売中　全席自由チケット
一般 2,000円   学生 1,000円 

全国31ヶ所を回るロングランツアー、ついに京都へ！

4月16日（土）　18：00開演日 時
メインホール会 場

AKIRA FUSE LIVE 2015-2016
～うたかた～

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合
発売中　全席指定 6,800円チケット

スカをベースに幅広い音楽性で名高いライブバン
ド。スカパラが春の京都だけの特別追加公演で
熱狂させる！

4月14日（木）　19：00開演
     15日（金）　19：00開演

日 時

メインホール会 場

東京スカパラダイスオーケストラ

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合

発売中　全席指定チケット
S席 5,940円 A席 5,400円

※記載事項は2016年（平成28年）3月末現在のものです。
※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、各問合先までお問い合わせください。

4月19日（火）　19：00開演日 時
メインホール会 場

ナオト・インティライミ HALL TOUR
～アットホールで、アットホームなキャラバン2016～

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合

発売中　指定席 6,000円
注釈付指定席 5,500円

チケット

様々な出会いと経験の中から生まれた音楽で人々を
魅了し続けるナオト・インティライミ。アットホールで
アットホームなツアーを開催します！

前売 1,500円 当日 1,800円

11月16日（水）　19：00開演日 時

ノースホール会 場

第333回 市民寄席

チケット 全席自由
一般発売日 9月20日（火）

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催
助 成

：
：

演出・振付に深川秀夫、創立60周年の京都市交響楽団の演奏にのせ
て、公募で選ばれた京都ゆかりのダンサーたちによるチャイコフスキー
三大バレエのひとつ「白鳥の湖」全幕公演を上演いたします。

11月20日（日）　15：00開演日 時

メインホール会 場

深川秀夫
京都市交響楽団

演出・振付
管 弦 楽

：
：

園田隆一郎指 揮：

公益財団法人京都市芸術文化協会創立35周年記念事業
深川秀夫版「白鳥の湖」全幕公演

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
公益財団法人京都市芸術文化協会、全京都洋舞協議会
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催

助 成

：

：

チケット

デビュー40周年を迎えてからも、とどまることを知
らないTHE ALFEE。情熱ほとばしるステージをお
楽しみに。

4月  9日（土）　18：00開演
     10日（日）　17：00開演

日 時

メインホール会 場

THE ALFEE
Best Hit Alfee 春フェス

ナウ ウエスト ワン
TEL.075-252-5150

問合
残席状況はお問合せくださいチケット

料金・発売日等は、決定次第ロームシアター京都WEBサイト
等にてお知らせします。

「国立京都伝統芸能文化センター（仮称）」の誘致をめざし、既存の伝統
芸能の分野や流派を越えて新たな舞台を創作・上演しています。今回
は、神に奉納する歌舞「神楽」を題材に、音楽、舞踊、舞台、美術等の実
演家、市民の皆様とともに新しい「かぐら」を創作します。

11月26日（土）日 時

サウスホール会 場

五感で感じる和の文化事業
創生劇場「Traditional Trial ～KAGURA～（仮称）」

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
京都芸術センター（公益財団法人京都市芸術文化協会）
平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

主 催

助 成

：

：

杉原邦生
小林昌廣

演 出
脚 色

：
：

いしいしんじ劇 作：

チケット 料金・発売日等は、決定次第ロームシアター京都WEBサイト
等にてお知らせします。

“神とはなにか”、”意識とは何か”、“人間とは何か”といった形而上学
的テーマに挑んだ楳図かずおの伝説的長編漫画が、豪華クリエイター
陣の手でミュージカルとして生まれ変わります。

12月下旬日 時

メインホール会 場

ミュージカル公演「わたしは真悟」

京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）主 催：

楳図かずお（『わたしは真悟』小学館刊）
谷賢一
フィリップ・ドゥクフレ
トクマルシューゴ／阿部海太郎
高畑充希、門脇麦 ほか
ホリプロ

原 作
脚 本
演出・振付
音 楽
出 演
企画・制作

：
：
：
：
：
：

チケット 料金・発売日等は、決定次第ロームシアター京都WEBサイト
等にてお知らせします。



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

09 10ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival舞踊 Dance凡例

妻、愛人、愛人の娘…三人の女性の「手紙」に込めた
一人の男への其々の愛を中谷美紀が1人3役で挑む
井上靖の傑作舞台。

5月7日（土） 18：00開演
5月8日（日）・9日（月） 13：00開演

日 時

サウスホール会 場

猟銃

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合
発売中　全席指定 8,500円チケット

中谷美紀、ロドリーグ・プロトー出 演 ：

これまで京都会館で開催されてきた桂文珍の独演
会がロームシアター京都に帰ってくる！

4月21日（木）　13：00開演日 時
メインホール会 場

桂文珍独演会 JAPAN TOUR

（株）グリークス　TEL.06-6966-6555問合
発売中　全席指定 4,500円チケット

日本を代表するシンガー・ソングライター南こうせつ
と、京都市交響楽団のコラボレーションが実現！

5月7日（土）　17：30開演日 時
メインホール会 場

南こうせつ&京都市交響楽団
スペシャルコンサート

ナウ ウエスト ワン  TEL.075-252-5150
©S

問合

発売中　全席指定チケット
前売 7,000円指　定 当日 7,500円
前売 6,500円ハイチェア 当日 7,000円

様々な年齢層が集い、練習で培った魅力ある歌声と演奏を発表します。

5月15日（日）　13：00開演日 時
メインホール会 場

サワダ音楽院 第66回発表会

サワダ音楽院  TEL.075-771-0382問合

入場無料（要整理券）・全席自由
詳細はお問合せください

チケット

日本を代表する演歌歌手、坂本冬美。渾身の歌声が
京都に響きわたる。

5月16日（月）　14：00/
                  18：00開演

日 時

メインホール会 場

坂本冬美30周年記念コンサートツアー2016

（株）京都中央企画  TEL.075-251-1788問合

発売中　全席指定チケット
S席 7,500円 A席 6,500円

BS日テレでおなじみのコーラスグループ。
若き情熱で、素晴らしい歌声を響かせる。

5月6日（金）　13：30開演日 時
メインホール会 場

フォレスタ コンサート in 京都

otonowa  TEL.075-252-8255問合

発売中　全席指定チケット
S席 5,500円 A席 4,500円

4 0 0年前、京都に響いた西洋古楽器の音が今
ここに甦る。

5月6日（金）　19：00開演日 時
ノースホール会 場

京都、聚楽第、幻のキリシタン音楽

アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニ
（笠原雅仁）
TEL.075-493-5262

問合

発売中　チケット
前売 3,000円
プリンチピ友の会 2,500円

当日 3,500円 学生 1,500円

バンドネオンと歌とダンスが織り成す、端午の節句に
贈るタンゴのコンサートです。

5月5日（木・祝） 14：00開演日 時
サウスホール会 場

端午の節句にタンゴの音楽会
オルケスタ アストロリコ結成25周年記念コンサート

株式会社プランツ・コーポレーション
TEL.075-222-7755

問合
発売中　全席指定 5,000円チケット

オーケストラの全曲生演奏によって大スクリーンに
映画「ゴジラ」(1954)が今、蘇る。

5月2日（月）　18：00開演日 時
メインホール会 場

ゴジラ音楽祭 in 京都
～伊福部昭 没後10年に寄せて～

TM&©TOHO.CO.,LTD.

センチュリー・チケットサービス
TEL.06-6868-0591
（受付時間：平日10：00～18：00）

問合

和田薫
日本センチュリー交響楽団

指 揮
演 奏

：
：

発売中　全席指定
※SS席には本公演オリジナル特典付

チケット

SS席 10,000円 S席 7,500円
A席 6,000円 B席 5,000円

抜群の人気と実力を誇り、世界中の人々の心を
癒す「天使の歌声」を堪能。

4月30日（土）　14：00開演日 時
メインホール会 場

Canon Presents
ウィーン少年合唱団

©www.lukasbeck.com
otonowa  TEL.075-252-8255問合

発売中　全席指定チケット
S席 6,500円 A席 5,000円
B席 3,500円 C席 2,000円

盲人筝曲家の梶寿美子が主宰する琴アンサンブル
プリマルーチェによる演奏や独奏、堀田力さわや
か福祉財団会長とのトーク。

4月30日（土）　14：00開演日 時
サウスホール会 場

チャリティトーク&コンサート
「手渡したい大きな有難う」

琴アンサンブルプリマルーチェ
TEL.090-2042-8096（梶宏）

問合
発売中　全席自由チケット 前売 3,000円

舟木一夫が歌う懐かしき青春の日 ・々・・
思い出蘇るコンサート。

4月26日（火）　14：30/
　　　　　   18：30開演

日 時

メインホール会 場

舟木一夫コンサート 2016

グリークス  TEL.06-6966-6555問合
発売中　全席指定 7,000円チケット

人間国宝・柳家小三治と愛弟子柳家三三の夢の
共演がついに京都で実現！

4月26日（火）　18：30開演日 時
サウスホール会 場

柳家小三治・柳家三三親子会

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合
発売中　全席指定 5,500円チケット

世界最高峰のダンス作品コンテスト『Le ge nd 
Tokyo』。その中から伝説的〝名作〟が一挙集結する
エンタメ公演、初の関西公演！

5月14日（土）・15日（日） 全3公演日 時
サウスホール会 場

FINAL LEGEND Ⅳ 
ELECTRIC KALEIDO-JAPONESQUE

株式会社ジャスト・ビー
『Legend Tokyo』事務局
TEL.070-5543-0563
（受付時間：平日13：00～20：00）

問合

4月1日（金）発売 全席指定チケット
SS席 7,560円 S席 6,480円 A席 4,860円

4月25日（月）　19：00開演日 時
メインホール会 場

“DRAMATIC LIBERTY”tour 2016
加藤ミリヤ

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合

発売中　全席指定 5,900円
※小学生は要保護者同伴

チケット

若い女性を中心に圧倒的人気を誇る加藤ミリヤ。
最新アルバム「L IBERT Y」の発売を記念して、
「”DRAMATIC LIBERTY”tour 2016」を開催します！ 最終ステージでは府内高校生を迎えて合同でオー

ケストラによる混声合唱組曲「水のいのち」を演奏
します。

5月1日（日）　14：00開演日 時
メインホール会 場

京都男声合唱団 第34回演奏会

京都男声合唱団  TEL.080-6679-5001問合

発売中　全席自由 2,000円
※乳児・ベビーカーでの入場不可

チケット

アリアの名曲集と、喜歌劇「メリー・ウィドウ」抜粋版を
コンサート形式で。

5月5日（木・祝）　15：00開演日 時
メインホール会 場

《オペラの愉しみ》
～京都教育大学管弦楽団OBオーケストラ第14回演奏会～

京都教育大学管弦楽団OBオーケストラ
TEL.050-3651-0968

問合

発売中　全席自由チケット
前売 2,000円
小中高生 1,000円

当日 2,500円

国内外で活躍するローム ミュージック ファンデー
ションが支援した音楽家の豪華な共演に加え、京都
の学生が野外で楽しい演奏を披露！

4月23日（土） 12：00～21：00
     24日（日） 12：15～19：30

日 時

メインホール、サウスホール、ローム・スクエア会 場

ローム ミュージック フェスティバル2016

エラート音楽事務所　TEL.075-751-0617問合

発売中　※公演によって異なります。
　詳細はお問い合わせください

チケット

ミュージカルや映画でも知られる傑作を、仲代達矢
率いる無名塾が総力を挙げてお届け。

4月28日（木）　     18：30開演
     29日（金・祝）　13：30開演

日 時

サウスホール会 場

京都労演4月例会 無名塾
「おれたちは天使じゃない」

京都労演  TEL.075-231-3730問合
詳細はお問い合わせくださいチケット

京都市交響楽団の演奏による音楽の力を通して、子どもたちに絆のこころ
を伝える。

5月4日（水・祝）　14：30開演日 時
メインホール会 場

ライオンズクラブ国際協会335-C地区 第62回年次大会
今、君に届けたい『音楽がつなぐ絆の心』

ライオンズクラブ国際協会335-C地区
TEL.075-344-0258（大野博史）

問合
詳細はお問い合わせくださいチケット

※記載事項は2016年（平成28年）3月末現在のものです。
※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、各問合先までお問い合わせください。

全48曲を1人1曲ずつ、48人が連続して弾き繋ぐリレー演奏形式の長時間
演奏会です。

5月1日（日）　第1部 12：30開演
　　　　　　　 第2部 16：00開演

日 時

サウスホール会 場

バッハ平均律クラヴィーア曲集
全2巻全曲演奏会 ～48人48色～

バッハ平均律を弾く会
TEL.075-762-5549（駒田さよこ）

問合

全席自由チケット
前売 2,000円 当日 2,500円 通し券 3,000円（一般前売のみ）一般

※学生（高校生以下）は500円引き

12団体による各合唱演奏と、第20回を記念して出演者約
900名による”ふるさとの四季”の大合唱をお楽しみください。

5月3日（火・祝）　13：00開演日 時
メインホール会 場

第20回 KGA合唱の集い

KGA合唱の集い実行委員会
TEL.075-592-6861（田丸千晶）

問合

発売中　入場無料チケット
（要整理券。当日整理券配布あり）

©BS日テレ
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マーラーの交響曲を1曲ずつ演奏していく壮大な
企画の第6回目は、交響曲第3番。

6月19日（日）　14：00開演日 時
メインホール会 場

関西グスタフ・マーラー交響楽団 第6回演奏会

関西グスタフ・マーラー交響楽団
info@kansaimahler.com

問合
発売中　全席自由 1,500円チケット

黒人霊歌、Cuatro Cantos Penitencialesより、
男声合唱組曲『水のいのち』ほか。

6月19日（日）　14：00開演日 時
サウスホール会 場

京都産業大学グリークラブ創部50周年記念コンサート
［男声合唱団ARCHER 第7回演奏会］

京都産業大学グリークラブOB会
ksu.glee.ob@gmail.com（新庄一範）

問合
入場整理券発行中 入場無料チケット

この春、同志社女子大学音楽学科を優秀な成績
で卒業した新人による、演奏活動の最初のス
テップとなる演奏会です。フレッシュな演奏をお
楽しみください。

6月24日（金）　19：00開演日 時
サウスホール会 場

新人演奏会
～同志社女子大学音楽学科 第64回卒業生によるジョイントコンサート～

同志社女子大学 音楽学会≪頌啓会≫
TEL.0774-65-8512

問合
発売中　全席自由 2,000円チケット

どの様な障がいがあっても、皆が一緒に参加できる
ように工夫し、楽しむことができるコンサートです。

5月22日（日）　13：30開演日 時
メインホール会 場

第16回 ヒューマンふれあいコンサート

経糸の会  TEL.075-721-1967（杉村紳爾）問合
当日座席指定 3,000円チケット

フランスのシャンソン、イタリアのカンツォーネ、そし
てドイツのリート、愛に満ちた素敵な歌の数々を歌い
綴ります。

6月3日（金）　18：30開演日 時
サウスホール会 場

佐竹律香シャンソンリサイタル
-フランス・イタリア・ドイツ･･･愛の歌-

佐竹律香音楽事務所   TEL.090-8847-0808問合
発売中　全席指定 4,000円チケット

演歌界の期待の星、三山ひろし。歌あり、芝居ありの
楽しいステージ。

5月25日（水）　18：30開演日 時
メインホール会 場

「三山ひろし一座」民音特別公演
爆笑人情喜劇と昭和歌謡ヒット・パレード

公演事務局  TEL.06-6966-8000問合

発売中　全席指定チケット
S席 5,300円 A席 4,800円

三山ひろし、玉川カルテット
浅草21世紀 他

出 演 ：

New Yorkで活躍するピアニストによる赤ちゃん
から大人まで楽しめる本格ジャズ。

5月31日（火）　11：00/
                  15：00開演

日 時

ノースホール会 場

０才からのジャズコンサート

オフィスヨコタ  TEL.090-4436-2262問合

4月1日（金）発売チケット
前売大   人（中学生以上） 1,000円 当日 1,200円
前売子ども（0才～小学生） 500円 当日 700円

全席自由

日本の演歌界をリードし続ける五木ひろしによる、
聴きごたえ満点のコンサート。

6月14日（火）　14：00/
　　　　　  18：00開演

日 時

メインホール会 場

五木ひろしコンサート2016

（株）京都中央企画  TEL.075-251-1788問合

発売中　全席指定チケット
S席（1・2階席）7,500円 A席（3・4階席）6,500円

ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival舞踊 Dance凡例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ご存じ中高年のアイドル綾小路きみまろ。抱腹絶倒間違いなしのお笑い
ライブ。

5月23日（月）　14：00開演日 時
メインホール会 場

綾小路きみまろ
爆笑!!スーパーライブ2016

グッドラック・プロモーション株式会社
TEL.0120-30-8181

問合

発売中　全席指定チケット
S席 5,500円 A席 4,500円 B席 3,500円
※18歳未満入場不可

5月22日（日）　17：30開演日 時
サウスホール会 場

太田裕美 コンサート2016

ナウ ウエスト ワン  TEL.075-252-5150問合

発売中　全席指定チケット
前売 5,400円 当日 5,900円

©S

「木綿のハンカチーフ」などのヒット曲で知られる
太田裕美が、変わらぬ歌声を京都に響かせます。
あなたの青春がよみがえる！！ 6月4日（土）　14：00/

                 18：30開演
日 時

メインホール会 場

Memorable Moment（メモラブルモーメント）
「GIFT」京都公演

Memorable Moment（メモラブルモーメント）
TEL.070-1369-6886

問合

テクニックの高さと豊かな表現力で、国内外のコン
テストで優勝を誇るMemorable Moment。待望
の活動拠点、京都での公演が決定。

発売中　チケット
©金サジ（umiak）A席 4,800円 B席 3,500円ほか

「Romeo and Ju l ie t」深川秀夫振付（日本初
演）の他、華やかでコケティッシュな魅力あふれる
バレエの世界をお贈りします。

6月5日（日）　15：00開演日 時
サウスホール会 場

「原美香 with Friends」バレエリサイタル

原美香バレエスタジオ  TEL.075-862-2521問合

4月3日（日）発売チケット

原美香
S席 6,000円 A席 5,000円 B席 3,000円

宇崎竜童・野本有流＆御堂筋ブルースバンドが登場。
京都でブルースの夜を楽しむ。

6月5日（日）　17：00開演日 時
メインホール会 場

京都新聞トマト倶楽部 Rock'n Boogie Night

エースプロモート  TEL.06-6341-1171問合

発売中　全席指定チケット
A席 3,000円 B席 2,000円

日本ポップス界の永遠の歌姫、杏里のステージをお
楽しみください。

6月8日（水）　18：30開演日 時
メインホール会 場

ANRI TOUR LIVE 2016

公演事務局  TEL.06-6966-8000問合

発売中　全席指定チケット
S席 6,000円 A席 5,500円

京都府吹奏楽連盟の加盟団体が、迫力ある演奏を繰り広げる。

6月12日（日）日 時
メインホール会 場

ブラスコンサート2016吹奏楽祭京都

京都府吹奏楽連盟 事務局
TEL.075-414-6385

問合
チケット 5月中旬発売予定 前売 500円 当日 1,000円

圧倒的な歌唱力を誇るJ U J Uによる、J U J U  
HALL TOUR 2016。京都はここロームシアター
京都で開催決定。

6月16日（木）　18：30開演日 時
メインホール会 場

JUJU HALL TOUR 2016 -WHAT YOU WANT-

（株）夢番地  TEL.06-6341-3525問合
全席指定 7,900円チケット 4月16日（土）発売

馬場俊英の活動20周年を記念した「成人式ツアー」。

6月18日（土）　17：30開演日 時
メインホール会 場

馬場俊英 20周年記念ツアー
「ME AND MY STORY」

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合

チケット
S席 5,700円 A席 5,200円 B席 4,800円

4月23日（土）発売

精力的なライブで観客を魅了し続ける髙橋真梨子。
いよいよロームシアター京都に登場。

6月25日（土）　18：00開演
     26日（日）　17：30開演

日 時

メインホール会 場

髙橋真梨子コンサート

ナウ ウエスト ワン  TEL.075-252-5150問合

チケット 4月9日（土）発売

©S
S席 8,500円 A席 8,000円
ハイチェアー席 7,500円

倖田來未が47都道府県全国ツアーを開催！自身
初・ベストシングルコレクションツアーとなります！

6月28日（火）　19：00開演
     29日（水）　18：30開演

日 時

メインホール会 場

倖田來未 KODA KUMI LIVE TOUR 2016
～Best Single Collection～

（株）夢番地  TEL.06-6341-3525問合
発売日未定 全席指定 8,400円チケット

ワルシャワ国立フィルのコンサートマスターと組ん
だ髙木知寿子ワルシャワピアノトリオ結成10周年
コンサート。

7月2日（土）　14：00開演日 時
サウスホール会 場

髙木知寿子 ワルシャワピアノトリオ

株式会社プランツ・コーポレーション
TEL.075-222-7755

問合
チケット 4月1日（金）発売 全席指定 5,000円

府内に数多くある合唱団のハレの舞台として、多彩なプログラムをお贈りします。

5月28日（土）
     29日（日）

日 時

メインホール、サウスホール、ノースホール会 場

第53回 京都合唱祭

京都府合唱連盟  TEL.075-744-6347問合
4月9日（土）発売 全席自由 810円（2日間有効）チケット

大切なことは、ぜんぶふとんのなかからはじまっ
た。劇団しようよのロームシアター京都初進出は、
愛を巡るおとことおんなの物語。

6月24日（金）         　15：00/19：00開演
      25日（土）　12：00/16：00開演
     26日（日）　16：00開演

日 時

ノースホール会 場

『こっちを向いて、みどり』

フリンジシアタープロジェクト   TEL.075-276-5779問合

チケット 4月4日（月）発売 全席自由
前売 2,800円 当日 3,300円

前売 2,300円 当日 2,800円U-30（30歳以下）
一般

5月28日（土）発売

落語界でひときわ注目を集める立川談春。観客を
どんどん魅了する談春節をお見逃しなく。

6月25日（土）　15：00開演
     26日（日）　15：00開演

日 時

サウスホール会 場

立川談春 独演会2016

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合
チケット

©鈴木心

全席指定 4,320円

※記載事項は2016年（平成28年）3月末現在のものです。
※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、各問合先までお問い合わせください。

全国大会に出場する選手の選出や、美容学校生向けの種目のコンテスト等を行なう。

7月4日（月）　10：30開会日 時
サウスホール会 場

全日本美容技術選手権大会 京都府予選

京都府美容業生活衛生同業組合
TEL.075-811-0211

問合
詳細はお問い合わせくださいチケット



全日本吹奏楽コンクール全国大会出場をかけた、関西予選を開催。

8月27日（土）・28日（日） 10：00開演日 時
メインホール会 場

第66回 関西吹奏楽コンクール

関西吹奏楽連盟 事務局  TEL.06-6202-1231問合
当日券のみ 1,200円チケット

昨年の京都市交響楽団ヨーロッパツアーのソリスト
で現代琵琶楽の大家、中村鶴城が、秘曲『壇の浦』や
自作『空海』を熱演。京都初登場！

7月9日（土）　18：00開演日 時
ノースホール会 場

中村鶴城 琵琶リサイタル2016

タッシ・アーツ   TEL.03-5272-1370問合
発売中　全席自由 4,000円チケット

稲盛財団では松山バレエ団の公演に合計4,800名
の皆様を無料ご招待。この夏、こころ豊かな感動の
ひとときをお過ごしください。

8月16日（火）～8月18日（木）日 時
メインホール会 場

公益財団法人 稲盛財団主催
松山バレエ団 新「白鳥の湖」京都公演

アサヒ・ファミリー・ニュース社「稲盛財団 バレエ招待」係
TEL.06-6201-0637（平日10：00～18：00）

問合

ご招待チケット
事前申込が必要です。詳細はお問い合わせください。

©matsuyama ballet

13 14ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

舞踊 Dance凡例

スーパースター、郷ひろみがロームシアター京都に
やってくる！燃え盛る情熱を生で感じよう。

7月8日（金）　18：30開演日 時
メインホール会 場

 Hiromi Go Concert Tour 2016 NEW WORLD

（株）京都中央企画   TEL.075-251-1788問合
チケット 7,500円4月13日（水）発売

流浪と孤独の39年を生きたショパンの真実が、
「革命」「幻想即興曲」などの演奏と、友人らに宛てた
手紙の朗読によって明らかになる。

7月9日（土）　14：00開演日 時
サウスホール会 場

松平定知（朗読）×松本和将（ピアノ）
シリーズ 極上の「語り」と「音楽」で味わう午後
ショパン～望郷のポロネーズ

タッシ・アーツ   TEL.03-5272-1370問合

発売中　全席指定 3,500円チケット
ロイヤルシート 4,500円（バルコニー席）
2公演セット券 6,500円（10/15サウスホール公演とのセット券）
※ロイヤルシートの2公演セット券はなし。

©タッシ・アーツ

実力派演歌歌手、福田こうへいの魅力をたっぷ
り堪能できるコンサート。

7月13日（水）　13：00/
　　　　　  17：00開演

日 時

メインホール会 場

福田こうへいコンサート2016 ～うた魂～

（株）京都中央企画   TEL.075-251-1788問合

チケット
S席（1・2階席）6,500円 A席（3・4階席）6,000円

4月13日（水）発売

©森口ミツル

狂言役者・茂山千之丞を演出に迎え、大阪の民
話をもとに、大阪にわか、文楽、狂言等の伝統芸
能を現代に活かして創り上げた作品。

7月16日（土）　14：00開演日 時
ノースホール会 場

劇団コーロ公演「天満のとらやん」

一般社団法人劇団コーロ TEL.06-6704-0624問合

チケット 4月21日（木）発売 全席自由
前売 2,000円 当日 2,500円

ＮＹ、シカゴ、ロンドン、ダブリン、パリ。世界中で
感動の嵐を巻き起こす大人気カンパニー６度目の
来日！

7月18日（月・祝）　15：00開演日 時
メインホール会 場

トリニティ・アイリッシュ・ダンス

リバティ・コンサーツ 
TEL.０６-７７３２-８７７１（10:00～18:00）

問合

発売中　全席指定チケット
S席 9,000円 A席 7,000円

世界的プリマ、エレーナ・フィリピエワらトップ・ソ
リストが実力を競う華やかなガラ公演。名場面ばか
りを集めたバレエ傑作集です。

7月27日（水）　13：30開演日 時
メインホール会 場

キエフ・バレエ
タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ
～華麗なるクラシックバレエ・ハイライト～

otonowa  TEL.075-252-8255問合
チケット 4月15日（金）発売 全席指定 7,000円

待望４年ぶりの京都公演、ジュリーの熱唱のス
テージにご期待ください！

7月28日（木）　18：30開演日 時
メインホール会 場

沢田研二 LIVE 2016 un democratic love

otonowa  TEL.075-252-8255問合
チケット 4月16日（土）発売 全席指定 7,000円

国立パリ・オペラ座からゲストダンサーを迎え、
上質な本場のバレエを京都市交響楽団の演奏と
ともにご紹介。

7月24日（日）　15：00開演日 時
メインホール会 場

京都バレエ団 「ドン・キホーテ」全幕

一般社団法人 京都バレエ団
TEL.075-701-6026（有馬）

問合

発売中　全席指定チケット

※当日券は各500円増

S席 12,000円 A席 10,000円
C席 6,000円 D席 4,000円

B席 8,000円

©HIDEMI SETO

プロの育成を目的とした管楽器セミナーの受講
生・講師陣による演奏会を開催。

7月24日（日）　14：00開演日 時
サウスホール会 場

ローム ミュージック ファンデーション
音楽セミナーコンサート2016

エラート音楽事務所  TEL.075-751-0617問合
全席自由 1,000円チケット

©佐々木卓男

京都府吹奏楽連盟の加盟団体が関西大会への出場を目指し、練習の成果
を競う。

7月30日（土）～8月7日（日）日 時
メインホール会 場

第53回 京都府吹奏楽コンクール

京都府吹奏楽連盟 事務局
TEL.075-414-6385

問合

チケット 7月1日（金）発売 全席自由
前売 小・中・高校生 700円   一般 1,000円
当日 すべて 1,200円

家族そろって楽しめるクラシック入門コンサートの決定版!わかりやすく美しい
オーケストラとバレエの世界にご期待ください。

8月9日（火）　14：00開演日 時
メインホール会 場

日本フィルハーモニー交響楽団
ロームクラシックスペシャル
日本フィル夏休みコンサート2016

（公財）日本フィルハーモニー交響楽団
TEL.03-5378-6311

問合

チケット 4月27日（水）発売予定 全席指定
A席 大人 4,200円   子ども 2,500円
B席 大人 3,200円   子ども 1,800円

有名な「くるみ割り人形」の世界を、チェロとマリンバ
の生演奏と共に、人形劇でお楽しみください。

8月11日（木・祝）　11：00/
　　　　　　  14：00開演

日 時

サウスホール会 場

人形劇団京芸 夏休み親子人形劇「プッペン＊ムジーク」

人形劇団京芸  TEL.0774-21-4080問合

チケット 6月1日（水）発売予定
大人 3,000円 子ども 2,000円

「タッチ」浅倉南役でおなじみの声優・日髙のり子を迎え
ての親子向けコンサート！

8月11日（木・祝）　11：30/
　　　　　　  14：30開演

日 時

メインホール会 場

京都新聞トマト倶楽部 京フィル 
夏休みファミリーコンサート（仮称）

京都フィルハーモニー室内合奏団
TEL.075-212-8275

※2歳未満入場不可

問合

チケット 5月26日（木）発売 全席指定
2歳～小学6年生 500円 中学生以上 1,500円

美しい日本の歌を歌い続けて今年で30年。姉妹
ならではの息の合ったハーモニーで、童謡・唱歌・
愛唱歌の数々をお楽しみください。

9月7日（水）　15：00開演日 時
メインホール会 場

由紀さおり・安田祥子 ファミリーコンサート

otonowa  TEL.075-252-8255問合
チケット 4月15日（金）発売 全席指定 6,500円

京都と大阪それぞれで活動する女声合唱団による
ジョイントコンサート。合同演奏の経験も豊富。た
おやかなハーモニーをお楽しみください。

9月10日（土）　14：00開演日 時
メインホール会 場

Frisches Ei & ル・ヴァン エレガンテ Joint Concert

Frisches Ei
TEL.090-5098-7970（豊田展美）

問合
チケット 5月1日（日）発売 全席自由 1,000円

楽しい冒険物語とともに、歌ったり踊ったりクイズに
答えたりしながら楽しめる、参加型のコンサート！

7月16日（土）　10：30/
　　　　　  13：10/
　　　　　  15：50開演

日 時

メインホール会 場

しまじろうコンサート
たいようの  しまの  カーニバル

しまじろうコンサートお客様窓口
TEL.0120-988-883（通話料無料 9：00～21：00）

問合

チケット

©Benesse Corporation／しまじろう

5月25日（水）発売 全席指定

こどもちゃれんじ会員　　　　　　　　  2,160円（「しまじろうコンサート」公式
WEBサイトからお申し込み頂いた場合のみが該当となります）
※3歳未満は保護者1名につき、お子さま1名までひざ上無料
　（席が必要な場合は有料）

一般 2,400円

西本智実指揮のもと、京都市交響楽団と市民参加
の合唱団が織りなす華麗で壮大な世界をお届け！

7月17日（日）　15：00開演日 時
メインホール会 場

西本智実指揮＆京都市交響楽団
ヴェルディ・レクイエム

京都ミューズ  TEL.075-441-1567問合

チケット 4月19日（火）発売 全席指定
SS席 6,500円 S席 6,000円 A席 5,500円

©塩澤秀樹

8月13日（土）　14：30開演日 時
メインホール会 場

京都バレエシアター
日本とウクライナの若きアーティスト達「くるみ割り人形」

特定非営利活動法人 子供の城アートセンター　
TEL.075-751-7944

問合

本場の舞台美術にて、世界に誇るウクライナ・
キエフと京都バレエシアターのアーティスト達が
バレエの魅力をお伝えする。
チケット 4月中旬発売予定 料金未定

デニス・マトヴィエンコ
アナスタシア・マトヴィエンコ

※記載事項は2016年（平成28年）3月末現在のものです。
※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、各問合先までお問い合わせください。

発売中　



9月19日（月・祝）　 12：30開演日 時
サウスホール会 場

（社）日本創作新舞踊協会 京都・滋賀大会　
第14回 長月に舞う

一般社団法人日本創作新舞踊協会
TEL.0774-39-8007

問合

関西を中心に全国各地の新舞踊各流派が集い、子どもからシニア世代まで
豪華で多彩な舞台を繰り広げる。

発売中　3,000円チケット

祇園祭参加を目指し、女性の囃子方を持つ「平成女
鉾」の二十歳を祝う記念事業。鉾を建立し、拝観、道中
囃子、記念グッズの販売など。

9月30日（金）～10月2日（日）日 時
ローム・スクエア会 場

平成女鉾清音会二十周年事業/
鉾建立・祇園囃子披露
～平成女鉾二十歳～

平成女鉾清音会事務局  TEL.090-6376-7316問合
入場無料チケット

卒業生による演奏会を5年ぶりにロームシアター京都
で開催。日夜練習に励んだ成果を披露します。

9月25日（日）　 13：30開演日 時
サウスホール会 場

京都大学マンドリンオーケストラ55周年記念OB演奏会

京都大学マンドリンオーケストラOB会
TEL.080-2226-9218

問合
入場無料（申込不要）チケット

レッスンを通して、歌と交流を楽しむコーラスグ
ループの発表会。

9月17日（土）　 13：00開演日 時
ノースホール会 場

NPO法人音の風 ミュージックサロンコンサート

NPO法人音の風
TEL.075-525-0600（天谷）

問合

あまや

入場無料チケット

和太鼓スクールTAIKO-LABの生徒による発表と、
ゲスト・講師の演奏も披露。

9月17日（土）・18日（日） 16：00開演日 時
サウスホール会 場

和太鼓音楽祭2016秋

株式会社太鼓センター  TEL.0120-923-915問合
詳細はお問い合わせくださいチケット

15 16ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival舞踊 Dance凡例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10組のピアニストが総数220本の指を駆使して競演
するコスモポリタンな一夜。デュオで4手、8手がその
美技を披露します。

9月10日（土）　17：30開演日 時
サウスホール会 場

第30回 京都芸術祭音楽部門
ムジカA国際音楽協会会員による
「ファンタスティック・ピアノフェスティヴァル － ピアノ2台で紡ぐ220指の競演」

京都芸術祭音楽部門実行委員会
「ファンタスティック・ピアノフェスティヴァル」事務局
TEL.075-931-2350

問合
全席自由 3,000円チケット 5月上旬発売予定

青森が誇るエンターテイナー、吉幾三によるスペ
シャルコンサート。

9月15日（木）　14：30/
　　　　　  18：30開演

日 時

メインホール会 場

吉 幾三 オン・ステージ2016

公演事務局  TEL.06-6966-8000問合

発売中　全席指定チケット
S席 6,800円 A席 5,800円

京都会館で30年間行われていた「全同志社メサ
イア」。かつてその女声パートを担っていた音楽
学科OGを中心にお贈りします。

9月19日（月・祝）　 15：00開演日 時
メインホール会 場

MESSIAH
～メサイア初演のオリジナルに限りなく近い「オックスフォード版」による～

同志社女子大学 音楽学会≪頌啓会≫ 
TEL.0774-65-8512

問合

チケット

指揮：山下一史

4月1日（金）発売 3,000円
（当日座席指定 13時より交換）

ワーグナーの『タンホイザー』を迫力のコラボで歌い
上げ、新しい文化の殿堂「ロームシアター京都」のオー
プニングを祝福します。

9月22日（木・祝）　13：30開演日 時
メインホール会 場

同志社リーダークランツOB会合唱団・
カンマーフィルハーモニー京都 特別演奏会
～男声合唱とオーケストラの共演・協演～

同志社リーダークランツOB会
TEL.090-3945-8617（馬渕）

問合
チケット 5月1日（日）発売 全席自由 2,000円

今年、18年目を迎える合唱団です。オーケストラ付きミサ曲から日本の合唱
曲、世界の民謡など幅広い演奏活動を行っています。

9月22日（木・祝）　 14：00開演日 時
サウスホール会 場

京都鴨川混声合唱団 第2回演奏会

京都鴨川混声合唱団
TEL.075-391-2078

問合
チケット 7月1日（金）発売 2,000円

京都エコーのまるごとシリーズ第３弾。今度は作曲家千原英喜の作品のみで
プログラム。千原×浅井をご期待ください。

9月25日（日）　 14：00開演日 時
メインホール会 場

合唱団京都エコー「まるごとちはら」

合唱団京都エコー  TEL.090-8167-1599問合

チケット 4月2日（土）発売
S席 4,000円 A席 3,000円 B席 2,000円
C席 1,000円 ※S、A、B席は指定席、C席は自由席

平安時代の雅な行事の数々を、80人を超す人々が
装束で演じる大迫力な舞台。

9月26日（月）　 13：00開演日 時
サウスホール会 場

衣紋道髙倉流たかくら会・装束劇・源氏物語（桐壷）

衣紋道髙倉流たかくら会 東京道場
TEL.03-5459-0075

問合
チケット 4月1日（金）発売 全席指定 3,000円

感動！驚き！極上のエンターテイメント＝マジックの
祭典が開幕！メインゲストでプリンセス天功×吉本
新喜劇のショーが決定！

10月9日（日）
     10日（月・祝）

日 時

サウスホール、ノースホール会 場

マジックバザール

マジックバザール実行委員会
TEL.075-417-4870（武智美保）

問合

発売日未定チケット
サウスホール
全席指定 4,800円（団体販売3,800円予定）
ノースホール 1日1回入れ替え制

©蛭田有一

大人 2,000円 子ども 1,500円 通し券 3,000円

11月に創立35周年を迎える合唱団＜ロンド・ハルモニア＞の記念コンサート。
佐藤眞「蔵王」、ドボルザーク「テ・デウム」などをお届けします。

10月16日（日）　 14：00開演日 時
サウスホール会 場

合唱団〈ロンド・ハルモニア〉35周年記念演奏会

合唱団〈ロンド・ハルモニア〉
TEL.075-331-4055（原田孝雄）

問合

発売日未定 全席自由チケット
前売 1,500円 当日 1,800円

時代を超えて走り続けるジュリーの熱いステージに
ご期待ください！

10月31日（月）　 18：30開演日 時
メインホール会 場

沢田研二 LIVE 2016 un democratic love

otonowa  TEL.075-252-8255問合
チケット 4月16日（土）発売 全席指定 7,000円

熊本マリと広上淳一指揮・京都市交響楽団による
アルベニス「スペイン狂詩曲」他をお届けします。

11月2日（水）　 19：00開演日 時
メインホール会 場

ロームクラシックスペシャル
華麗に、ダイナミックに、
熊本マリピアノコンチェルト

有限会社エラート音楽事務所
TEL.075-751-0617

問合

チケット 4月下旬発売予定 全席指定
S席 4,000円 A席 3,000円 B席 2,000円

京都市フィレンツェ市姉妹都市提携50周年記念
事業としてテアトロ・ヴェルディでの上演作品を
京都市交響楽団の演奏で。

11月5日（土）　 15：30開演日 時
メインホール会 場

第68回 桧垣バレエ団公演「椿姫」

一般社団法人 桧垣バレエ団
TEL.0774-62-0588

問合

チケット 4月5日（火）発売

©A.Grandoni
S券 8,000円 A券 7,000円 B券 6,000円
C券 4,000円 D券 2,000円 ※当日券は各500円増

園部・洛西高校吹奏楽部OBによるスクールバンド
の精神が息づく特別演奏会を開催。

11月13日（日）　 13：30開演日 時
メインホール会 場

鈴江昭記念ウインドオーケストラ演奏会2016

鈴江昭記念ウインドオーケストラ
演奏会実行委員会　
TEL.090-1149-3797
（演奏会実行委員会 平井静男）

問合
チケット 5月中旬発売予定 全席自由 1,500円

プロの指揮者を招き、オーケストラの演奏による
クラシック音楽の名曲をお届けする。 

10月30日（日）　 時間未定日 時
メインホール会 場

同志社交響楽団 第88回定期演奏会

同志社交響楽団
TEL.080-6102-9343（今岡真由）

問合
チケット 発売日未定

2016年、デビュー20周年を迎えるT.M.Revolutionが
ロームシアター京都に登場！

11月3日（木・祝）日 時
メインホール会 場

T.M.Revolution

キョードーインフォメーション
TEL.0570-200-888

問合
全席指定 7,800円チケット 9月24日（土）発売

有名オペラ・オペレッタアリア、重唱曲等のガラ
コンサート。

11月23日（水・祝） 14：00開演日 時
サウスホール会 場

第30回 京都芸術祭音楽部門
ムジカA国際音楽協会会員による
「魅惑のオペラハイライト シリーズⅥ」

「第30回京都芸術祭音楽部門実行委員会」
ムジカＡ国際音楽協会
TEL.075-603-2445

問合
チケット 9月22日（木）発売 全席自由 3,000円

タッシ・アーツ   TEL.03-5272-1370問合

「ハイリゲンシュタットの遺書」「不滅の恋人へのラ
ブレター」の朗読と、三大ソナタの名演が、ベートー
ヴェンの愛と苦悩に迫る。

10月15日（土）　 14：00開演日 時
サウスホール会 場

松平定知（朗読）×松本和将（ピアノ）
シリーズ 極上の「語り」と「音楽」で味わう午後
ベートーヴェン～我が不滅なる愛

発売中　全席指定 3,500円チケット
ロイヤルシート 4,500円（バルコニー席）
2公演セット券 6,500円（7/9サウスホール公演とのセット券）
※ロイヤルシートの2公演セット券はなし。

©タッシ・アーツ

※記載事項は2016年（平成28年）3月末現在のものです。
※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、各問合先までお問い合わせください。



撮影：清水ミサコ

オープニング事業 2016年（平成28年）1月～3月開催分

※記載事項は、2016年（平成28年）3月末現在のものです。

※各公演のチケットに関する最新情報や入場の年齢制限などは、
各問合先までお問い合わせください。

1月

2016年1月10日の開館より、さまざまな催しにより劇場に賑わいが生み出されています。
3月までの間に上演された催しをご紹介します。

開館記念式典・記念公演
メインホール
主催：京都市、ロームシアター京都

10（日）

能楽特別公演 ～伝承 日本人の心～
サウスホール
主催：京都市、ロームシアター京都

10（日）

ロームシアター京都
プロデュース・オペラ「フィデリオ」
メインホール
主催：京都市、ロームシアター京都

11（月・ 祝）

公益財団法人京都伝統伎芸振興財団
創立20周年記念公演
八花絢爛（はっかけんらん）
～東京、金沢、博多から京に集い、八花街が京で舞う～
主催：（公財）京都伝統伎芸振興財団（おおきに財団）
　　  京都市、京都花街組合連合会、ロームシアター京都

16（土） 17（日）

第36回 京都幼児音楽フェスティバル
メインホール
主催：京都市日本保育教会

23（土） 24（日）

第329回 市民寄席
サウスホール
主催：京都市、ロームシアター京都

24（日）

日本舞踊特別公演 ～輝く日本の舞と踊～
サウスホール
主催：京都市、ロームシアター京都、（公社）日本舞踊協会

30（土）

ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー
「くるみ割り人形」
メインホール
主催：京都市、ロームシアター京都

30（土）

公益財団法人京都市芸術文化協会
創立35周年記念事業
第40回 京都ビッグ・バンド・フェスティバル
メインホール
主催：京都市、ロームシアター京都、（公財）京都市芸術文化協会

31（日）

2月
小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトⅩⅣ京都公演
子どものためのオペラ
J.シュトラウスII世：喜歌劇「こうもり」より（第2幕）
（ダイジェスト版）ローム クラシック スペシャル
メインホール
主催：小澤征爾音楽塾／ヴェローザ・ジャパン
　　  京都市、ロームシアター京都

15（月）

小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトⅩⅣ京都公演
J.シュトラウスII世：喜歌劇「こうもり」全3幕
ROHM CLASSIC SPECIAL〈原語上演／字幕付〉
メインホール
主催：小澤征爾音楽塾／ヴェローザ・ジャパン
　　  京都市、ロームシアター京都

18（木） 20（土）

京都市消防音楽隊発足60周年記念演奏会
メインホール
主催：京都市、ロームシアター京都

28（日）

3月
山下達郎コンサート
メインホール
主催：ナウ ウエスト ワン

2（水）

井上陽水コンサート2016 「UNITED COVER 2」
メインホール
主催：αステーション

12（土）

おかあさんといっしょ ポコポッテイトがやってきた！！
メインホール
主催：otonowa

19（土） 20（日）

きもの×京響 彩コンサート
メインホール
主催：京都市、伝統産業の日実行委員会
　　 （公財）京都和装産業振興財団、ロームシアター京都

21（月・祝）

談ス
サウスホール
主催：（株）サンライズプロモーション東京、京都市、ロームシアター京都

24（木）

アクロバティック・ファンタジードラマ
輝け！パンダ・マスター
これぞ最高峰！中国雑技団が放つ最新傑作!！
メインホール
主催：（一財）民主音楽協会関西センター

25（金）

第15回 京都さくらパレード
メインホール、岡崎地域
主催：京都市、ロームシアター京都、京都府吹奏楽連盟

27（日）

斉藤和義
メインホール
主催：キョードーグループ

29（火）

秦 基博 CONCERT TOUR 2016
メインホール
主催：ナウ ウエスト ワン、グリーンズコーポレーション

30（水）

クリス・ハート
メインホール
主催：（株）キョードーマネジメントシステムズ

31（木）

YAMAZAKI MASAYOSHI
“Twenty First Century Men” TOUR 2015-2016
メインホール
主催：ナウ ウエスト ワン、グリーンズコーポレーション

5（土）

GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2016 “Supernova”
メインホール
主催：（株）夢番地

3（木） 4（金）

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2016 SPRING
サウスホール、ノースホール、ローム・スクエア
主催：京都国際舞台芸術祭実行委員会
　　（京都市、ロームシアター京都、（公益）京都市音楽芸術文化振興財団、京都芸術センター
　　（公益）京都市芸術文化協会、京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター）

5（土）～27（日）

搬入プロジェクト ―京都・岡崎計画―
ローム・スクエア他
主催：京都市、ロームシアター京都

5（土）～27（日）

撮影：渡辺真也

撮影：松見拓也

©佐々木卓男

©佐々木卓男

©大窪道治

17 18ジャンル： 音楽 Music 演劇 Theater フェスティバル Festival舞踊 Dance凡例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

11月27日（日） 9：20開演日 時
メインホール会 場

京都府次世代等古典芸能普及促進公演
吟詠・剣詩舞道祭『吟と舞』

京都府詩吟連盟・京都府吟剣詩舞道総連盟
TEL.090-8389-1524（事務局 財津煌風）

問合

美しい漢詩、和歌を吟と剣扇舞で表現し、人々に感
銘を与える芸術を披露する。

入場無料チケット

人気と実力を兼ね揃え、2015年にデビュー30周年
を迎えた日本を代表するピアニスト。

11月27日（日）　 14：00開演日 時
サウスホール会 場

小山実稚恵ピアノリサイタル

京都ミューズ  TEL.075-441-1567問合

チケット 7月12日（火）発売 全席指定 4,800円
※当日学生証呈示で500円のキャッシュバックあり

12月3日（土）　 14：00開演日 時
サウスホール会 場

京都ゲヴァントハウス合唱団が歌う“ウィーンの調べ”

京都ゲヴァントハウス合唱団
TEL.075-962-1635

問合

ウィーン育ちA・グロスマン指揮にて合唱の名曲を
オーケストラと共にお届けします。

チケット 6月1日（水）発売 全席自由
前売 4,000円 当日 4,500円 学生 2,000円

役者、MCなど幅広く活動する福山俊朗の演劇プ
ロデュース公演第１弾。作・演出にチャーハン・ラ
モーンを迎える。

12月3日（土）         　19：00開演
       4日（日）　13：00/16：00開演

日 時

ノースホール会 場

福山俊朗プロデュース syubiro theater 第１回公演

syubiro theater  TEL.090-2389-9778問合
チケット 9月1日（木）発売 3,500円

1980年結成、ドイツ・フランス・イタリア他で演奏、絶賛を
博す。特にウイーンでは音楽史上初めてのフルートオーケ
ストラ演奏（指揮：佐渡裕）として貴重な歴史を刻んだ。

12月4日（日）　 14：00開演日 時
サウスホール会 場

第30回 京都芸術祭音楽部門
「あうろすフルートあんさんぶる 魅惑のフルート音楽をあつめて…」

あうろすフルートあんさんぶる
TEL.090-1912-6418

問合

チケット 9月4日（日）発売 全席自由
一般 3,000円 学生 2,500円

昭和には様々な顔がある思い出ぎっしりの歌がある。

12月10日（土）　 14：00開演日 時
サウスホール会 場

江藤ゆう子 昭和を歌う

株式会社プランツ・コーポレーション
TEL.075-222-7755

問合
チケット 8月1日（月）発売 全席指定 5,000円

日本に三味線音楽が伝わって以来、独自に発展をしてきた、伝承の響きを楽しむ。

12月11日（日）　 13：00開演日 時
サウスホール会 場

第55回 三味線組歌演奏会

一般社団法人京都當道会
TEL.075-441-5640

問合
チケット 発売日未定 全席自由 2,500円

Ken Music Network所属の5合唱団が参集。様々
なスタイルの単独演奏と、合同は富岡健構成編曲演
出の合唱ファンタジー「オペラ座の怪人」発信も！

12月18日（日）　 18：00開演日 時
メインホール会 場

合唱って楽しい！！ 
－富岡健と創る新しい音楽空間－

富岡健と創る新しい音楽空間実行委員会　
TEL.075-722-8425（植松雅子）

問合

チケット
指定席 2,500円（当日座席指定券引換）
自由席 1,000円（3Fバルコニー・4F席）

6月1日（水）発売

様々な種類によるフルートオーケストラの演奏と
歌、他の楽器を入れた曲も演奏。

12月18日（日）　 14：00開演日 時
ノースホール会 場

関西フルートオーケストラ クリスマスコンサート

関西フルートオーケストラ
TEL.090-7491-0929（古川憲治）

問合
チケット 発売日未定 全席自由（料金未定）

©ND CHOW

0歳から楽しめる！親子のためのクラシックコン
サート。生のオーケストラと歌声で、クリスマスや
冬の音楽をたっぷりお届けします。

12月23日（金・祝）　11：30/
　　　　　　  14：30開演

日 時

サウスホール会 場

京都フィルハーモニー室内合奏団
はじめてのクラシックコンサートシリーズVol.15
ちびっこクリスマス

特定非営利活動法人
京都フィルハーモニー室内合奏団
TEL.075-212-8275

問合

チケット 7月25日（月）発売 各公演全席指定
大人 2,000円 子ども（2歳～中学生）1,000円
ペア 2,500円
※2歳未満のお子様は膝上無料です。
　但し2歳未満で座席が必要な方はチケットをご購入下さい。
※当日券は各500円増

開館記念式典・記念公演、
能楽特別公演／
©渡辺真也
小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクト
ⅩⅣ京都公演／
©大窪道治
Memorable Moment（メモラブル
モーメント）「GIFT」東京公演／
©金サジ（umiak）
オペラ「フィデリオ」／ロシア国立
ワガノワ・バレエ・アカデミー「くるみ
割り人形」／市民寄席／
©佐々木卓男
西本智実指揮＆京都市交響楽団
ヴェルディ・レクイエム／
©塩澤秀樹
日本舞踊特別公演／
©ハヤシフォート
地点「スポーツ劇」／
©松見拓也
マリインスキー・オペラ「エフゲニー・
オネーギン」／
©Alexander Shapunov
ロームシアター 京都外観・内観／
©小川重雄

表 紙 使 用 写 真 ： 撮 影

京都市交響楽団常任首席客演指揮者・高関による豪
華ソリスト S：森麻季 A：竹本節子 T：清水徹太郎 
B：三原剛を迎えての第九。

12月17日（土）　 15：00開演日 時
メインホール会 場

高関健指揮＆京都市交響楽団
ベートーヴェン「第九」

京都ミューズ  TEL.075-441-1567問合

全席指定チケット
SS席 6,500円 S席 6,000円 A席 5,500円

10月18日（火）発売
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