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東京・春・音楽祭実行委員会（実行委員長：鈴木幸一）は、桜咲く春の上野を舞台にした国内最大級の

クラシック音楽の祭典 「東京・春・音楽祭 2023」 を、2023年 3月 18日（土）から 4月 16日（日）まで

開催いたします。 

文化の集積地・上野公園の各施設（東京文化会館、各美術館・博物館等）を拠点に、国内外一流アーテ

ィストによるオペラ、オーケストラ、室内楽、リサイタルなど、幅広いコンサートを多様な空間でお届け

し春の訪れを彩ります。 

 今回で 19回目を迎える音楽祭は、リッカルド・ムーティによる「イタリア・オペラ・アカデミー」や

ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽で開幕いたします。「東京春祭ワーグナー・シリーズ」はマレ

ク・ヤノフスキ指揮／NHK交響楽団との《ニュルンベルクのマイスタージンガー》、東京都交響楽団×東

京オペラシンガーズによる「東京春祭 合唱の芸術シリーズ」では《ドイツ・レクイエム》を 2020 年の国

際マーラー指揮者コンクールの覇者フィネガン・ダウニー・ディアーの指揮で、読売日本交響楽団との

「東京春祭プッチーニ・シリーズ」では《トスカ》、ドイツ・バイロイト音楽祭提携による「子どものた

めのワーグナー」、国内外の一流アーティストによる室内楽やリサイタル、そして人気のミュージアム・

コンサートに、上野の街を舞台に音楽会を展開する「桜の街の音楽会」も復活。2023 年に開園 150 周年を

迎える上野公園を彩ります。 

 

 

 

 

 

 

[本プレスリリースに関する報道関係お問合せ先] 

東京・春・音楽祭実行委員会 広報担当 

TEL (03)5205-6401  FAX (03)5205-6403 E-mail press@tokyo-harusai.com 

19回目を迎える国内最大級のクラシック音楽の祭典 

「東京・春・音楽祭 2023」概要発表 
開催期間：2023年 3 月 18 日 [土] ～4 月 16 日 [日] 

〜春が訪れ 桜
はな

がひらいて 音楽が始まる 上野の森に〜 
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上野の春の風物詩、東京・春・音楽祭 

「東京・春・音楽祭」は、桜咲く上野を舞台に東京の春の訪れを音楽で祝う、国内最大級のクラシック音楽の祭典

です。長い冬が終わり、桜前線の知らせが聞こえ始める 3 月中旬に始まり、街が桜色に染まり、花吹雪から新緑を感

じるまでの間、街が華やかに変化するときの躍る心をクラシック音楽で祝いたいと、2005 年に始まりました。 

2023 年もオペラやオーケストラ、国内外一流アーティストによる室内楽をはじめとする演奏会から、街角で気軽に

楽しめる音楽との出会いの場まで、様々な音色で東京の春の訪れを彩ります。 

 

 

「東京・春・音楽祭 2023」の開催概要 

期間：2023 年 3 月 18 日[土]～4 月 16 日[日] 

会場：東京文化会館、東京藝術大学奏楽堂（大学構内）、旧東京音楽学校奏楽堂、 

国立科学博物館、東京国立博物館、東京都美術館、上野の森美術館／他 

共催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館 

後援：文化庁、東京都、台東区 ※予定・申請中 

協力：一般社団法人 上野観光連盟、上野の山文化ゾーン連絡協議会、上野文化の杜新構想実行委員会 ※予定・申請中 

助成：公益財団法人企業メセナ協議会 2021 芸術・文化による社会創造ファンド 

URL： https://www.tokyo-harusai.com 

 

 

「東京・春・音楽祭 2023」の 6 つのポイント 

 

 

 

❶ オペラ、オーケストラ、室内楽など、国内外一流アーティストの演奏による上質なクラシック音楽 

❷ 東京春祭ならではの個性的なシリーズ企画の数々 

❸ 上野公園の美術館・博物館での「ミュージアム・コンサート」 

❹ 「東京春祭 for Kids」では春休みにお子様とオペラやクラシック音楽との出会いの場を 

❺ 上野公園 開園 150 周年！「桜の街の音楽会」など活気あふれるイベントが復活！ 

❻ 高画質・高音質でのライブ・ストリーミング配信(有料)を実施 

https://www.tokyo-harusai.com/
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■2023 年の聴きどころ・観どころ紹介 

世界の舞台を席巻するアーティスト達が、春の東京に集結 

東京・春・音楽祭 2023 は、「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」の一環としてリッカルド・ムーティによ

るヴェルディの《仮面舞踏会》を皮切りに、作曲家の想いに迫る演奏会形式によるオペラを 3 作品上演。イタリア・

オペラ・アカデミーでは、マエストロ・ムーティが若い音楽家にヴェルディの奥儀を伝授する 10 日間に亘るレクチ

ャー、作品解説、受講生による演奏会も実施。「東京春祭ワーグナー・シリーズ」は大作《ニュルンベルクのマイス

タージンガー》を(マレク・ヤノフスキ指揮/NHK 交響楽団）、「東京春祭プッチーニ・シリーズ」では《トスカ》(フ

レデリック・シャスラン指揮/読売日本交響楽団)も望みうる最高のキャストを揃えて上演。「ブリン・ターフェル 

Opera Night」も開催（2022 年の延期公演）。室内楽にも旬のピアニストや練達の奏者らが登場します。 

 

東京春祭ならではの個性的なシリーズ企画の数々 

 世界で活躍するソリストや日本を代表するオーケストラから選りすぐりの名手が集まり、またとない音楽との出会

いの場があるのも東京春祭ならではの魅力のひとつ。古典から現代まで、多彩なテーマ、編成で、魅力を余すことな

くお贈りします。「合唱の芸術シリーズ」では、日本デビューとなるフィネガン・ダウニー・ディアーが東京都交響

楽団を率いて《ドイツ・レクイエム》を、「歌曲シリーズ」やユニークな「マラソン・コンサート」、「ディスカヴ

ァリー・シリーズ」も聴き逃せません。 

 

上野公園内の美術館・博物館での「ミュージアム・コンサート」  

美術館・博物館の展示室内や講堂で開催される人気のミュージアム・コンサートも益々パワーアップ。国立科学博物

館では、公演毎に様々な演奏場所で日本を代表する俊英達が演奏し、東京国立博物館では、クラシック音楽の聖典 

J.S.バッハの作品を中心にしたシリーズを、東京都美術館などでの特別展や上野の森美術館での VOCA 展とのコラボ

レーションなど、何度も訪れたくなる、個性的な公演の数々をご用意しました。 
 

「東京春祭 for Kids」では春休みにお子様とオペラやクラシック音楽との出会いの場を 

 子ども向けのイベントも多彩です。バイロイト音楽祭との提携でお贈りする「子どものためのワーグナー」では

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》を親しみやすくアレンジしてお届けするほか、毎年人気の子どものための

絵本と音楽の会や公開リハーサルなど、様々な年齢のお子様を対象にクラシック音楽の魅力をお伝えします。 

 

上野公園 開園 150 周年！「桜の街の音楽会」など上野の街を舞台に活気あふれるイベントが復活！ 

 2023 年に開園 150 周年を迎える上野公園を中心に開催する「桜の街の音楽会」も満を持して復活！上野を飛び出

し、都内各所で連日、無料のミニ・コンサートも開催。お出かけの際は、音楽祭公式サイトで、開催スケジュールの

チェックをお忘れなく！ 

 

高画質・高音質でのライブ・ストリーミング配信(有料)を実施 

 ご来場が難しい方にも、東京春祭の公演をお楽しみいただけます。これまでに引き続き、高音質・高画質・自由視

点映像でライブ・ストリーミング配信を実施します。便利なアプリも継続利用可能。ライブ配信の臨場感を、皆さま

それぞれのスタイルでお楽しみください。 
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オペラ、オーケストラ、室内楽など、国内外一流アーティストの演奏による上質なクラシック音楽 
❶ 2019 年にスタートした巨匠リッカルド・ムーティによる「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」。第 3 弾と

なる 2023 年はヴェルディの《仮面舞踏会》を取り上げる。アカデミー初日の作品解説は、マエストロが作品の真髄

と魅力を語る、音楽ファン必聴の催し。来春は、リハーサル聴講者の募集も再開。(東京文化会館 大ホール ／他 3/18～4/1) 

❷ 「東京春祭ワーグナー・シリーズ」は、本シリーズでお馴染みのドイツの名匠マレク・ヤノフスキ指揮 NHK 交響

楽団のもと、大作《ニュルンベルクのマイスタージンガー》を上演。ヴァルター役デイヴィッド・バット・フィリッ

プ、バイロイト音楽祭や世界のワーグナー上演の第一線で活躍するお馴染みのバス・バリトンエギルス・シリンスら

に注目が集まる。(東京文化会館 大ホール 4/6、9)  

❸ 読売日本交響楽団との「東京春祭プッチーニ・シリーズ」は、ウィーン、ニューヨークはじめ世界の檜舞台で引

く手あまたの指揮者フレデリック・シャスランによる《トスカ》を。(東京文化会館 大ホール 4/13、16) 現代最高の歌手の

一人、ブリン・ターフェルが十八番スカルピアを演じるほか、クラッシミラ・ストヤノヴァによるトスカなど、歌い

手には世界を舞台に活躍するスターが大集結。ターフェルは渾身の Opera Night も沼尻竜典指揮、東京交響楽団との

共演で開催。(東京文化会館 大ホール 4/5) そのスペシャル・ステージも必聴。 

❹ 旬の世界的アーティスト達の登場も見逃せない。5 日間で鍵盤音楽の 500 年の歴史を奏でる、キット・アームスト

ロング(ピアノ)。(東京文化会館 小ホール 4/1, 4, 6, 8, 10)  得意とするオール・ショパン・プログラムをお届けするヤン・リシ

エツキ(ピアノ)。(東京文化会館 小ホール 4/5, 7) 

❺ ミュンヘン・フィルのコンサート・ミストレス就任で注目を浴びる青木尚佳(ヴァイオリン)は、ミュンヘンの仲間と

共に登場。(東京文化会館小ホール 4/13) ホルンの福川伸陽が三宮正満らと結成したバロック・アンサンブル(東京文化会館 小

ホール 3/24)、世界的なオーボエ奏者吉井瑞穂とウェールズ弦楽四重奏団との初共演。(東京文化会館小ホール 4/2) 実力派たち

の共演に今から期待が高まる。 

❻ 日本の音楽界を牽引しているレジェンドらも登場。堀 正文が若手俊英奏者を率いた東京春祭チェンバー・オーケ

ストラ(東京文化会館 小ホール 3/21)、前橋汀子は原田禎夫らと共にカルテットで登場、楽聖ベートーヴェンに真摯に向き

合う。(東京文化会館 小ホール 3/30) 木越 洋や加藤知子らベテラン奏者が次世代を代表する奏者と共に贈る「シューベル

トの室内楽」。(東京文化会館 小ホール 3/27) 

❼ 人気の「ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽」(東京文化会館 小ホール 3/18)では、第 1 コンサートマスター樫本

大進、首席ヴィオラ奏者アミハイ・グロス、ソロ・チェロ奏者オラフ・マニンガー、ピアノにはオハッド・ベン＝ア

リらトップクラスの演奏家が集結。オラフ・マニンガーは、ソロ・リサイタルも開催。(東京文化会館 小ホール 3/19) 

❽ 毎春好評をいただいている企画も目白押し。読響コンマス長原幸太らによる「名手たちによる室内楽の極」（東京文

化会館 小ホール 4/3）、川本嘉子、向山佳絵子を中心とした「ブラームスの室内楽」(東京文化会館 小ホール 4/5)、郷古 廉と

加藤洋之による「東京春祭〈Geist und Kunst〉室内楽シリーズ」（東京文化会館 小ホール 4/11)、結成 20 年を迎えるトリ

オ・アコード―― 白井 圭(ヴァイオリン)、門脇大樹(チェロ)、津田裕也(ピアノ)(東京文化会館 小ホール 4/15)、東京オペラシ

ンガーズと寺嶋陸也による「にほんのうた」(東京文化会館小ホール 3/22) 、「N 響メンバーによる室内楽」(東京文化会館小ホ

ール 3/22)は藤森亮一を中心にした弦楽アンサンブルを。 

❾ 旧東京音楽学校奏楽堂ではピアノ・デュオ・タカハシ | レーマンがブランデンブルク協奏曲(3/18)、戸田弥生によ

るイザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタの全曲演奏会(4/1)、フィンランド放送響首席フルート奏者小山裕幾は日本と

フィンランドをテーマに(4/8）、ヴィタリ・ユシュマノフ(バリトン)が生誕 100 年となる中田喜直を特集する。(4/14) 

東京春祭ならではの個性的なシリーズ企画の数々 
❶ オーケストラ(東京都交響楽団)と合唱(東京オペラシンガーズ)で贈る「合唱の芸術シリーズ」はブラームスの

《ドイツ・レクイエム》を、フィネガン・ダウニー・ディアー 2020 年マーラー国際指揮者コンクールで 1 位を獲得

し一躍注目を浴びた俊英が日本デビューを飾ります。（東京文化会館 大ホール 4/8） 

❷ 「歌曲シリーズ」では、ベルリン・フィル他、世界の檜舞台で飛躍的に活躍の場を広げ、2022 年の東京春祭《ロ

ーエングリン》での名唱も記憶に新しいタレク・ナズミ(バス)が、名手ゲロルト・フーバーと共に《冬の旅》を。（東

京文化会館 小ホール 3/23） 

❸ 作曲家・ピアニストの加藤昌則が、イギリスの作曲家ブリテンの魅力を 5 回シリーズで紐解く「ベンジャミン・

ブリテンの世界」の最終回。N 響首席チェリスト辻󠄀本 玲をソリストに迎えた《チェロと管弦楽のための交響曲》、ナ

レーターに女優中嶋朋子を起用する名曲《青少年のための管弦楽入門》など。（東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 4/2） 
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❹ 恒例の「マラソン・コンサート」は、上野公園 開園 150 周年にあわせ「ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音

楽・公園・博覧会」と題して、小編成の室内楽と小宮正安氏のお話で、18 世紀から 20 世紀のヨーロッパを読み解き

ます。（東京文化会館 小ホール 3/25） 

❺ 作曲家との新たな出会いが魅力の「ディスカヴァリー・シリーズ」はチェコの作曲家ボフスラフ・マルティヌーを。

(東京文化会館 小ホール 3/29) 乞うご期待。 

❻ 小林美恵、篠﨑友美、矢部達哉、水谷 晃、横坂 源、ウェン＝シン・ヤン、橋本杏奈、松井亜希、周防亮介、川口

成彦、上村文乃、小倉貴久子、LEO など国内外一流アーティストが多数出演。 

上野公園の美術館、博物館とのコラボレーション企画「ミュージアム・コンサート」  
 サロンのような親しみやすい雰囲気で、コンサートホールとは違う魅力に溢れるミュー

ジアム・コンサート。特別展とのコラボレーション企画では、その時代を生きた芸術家た

ちの息吹に触れることができる貴重な機会。 

 重要文化財も含まれる会場では、美術館や博物館が持つ荘厳な空間で、国内外の若手ア

ーティストや世界の実力派アーティストたちが各特別展や会場の特徴に合わせた演奏会を

開催。 

「東京春祭 for Kids」では春休みにお子様とオペラやクラシック音楽との出会いの場を  
 未就学のお子様から高校生まで、多様な年代を対象とした様々なプログラムを提供し、毎年好評の「東京春祭 for 

Kids」。バイロイト音楽祭との提携による「子どものためのワーグナー」は同音楽祭の総裁カタリーナ・ワーグナー

が監修する《ニュルンベルクのマイスタージンガー》を上演。(三井住友銀行 東館ライジング・スクエア 1階 アース・ガーデン 3/25、

26、31、4/1、2) 子どものための絵本と音楽の会や普段は公開されないリハーサルを見学できる催しも。お子様の年代に

合わせてお楽しみいただけます。(後日発表) 

上野公園 開園 150 周年！「桜の街の音楽会」など活気あふれるイベントが復活！  
 コロナ禍で開催が出来なかった《桜の街の音楽会》がついに復活！上野公園を中心に、都内の街角で連日、無料の

ミニ・コンサートを開催！詳細は公式 HP で順次発表いたします。 

高画質・高音質でのライブ・ストリーミング配信(有料)を実施 
会場にご来場いただけない方にも、ご自宅のパソコンや、移動中のタブレットやスマートフォン

でも東京春祭の公演を高音質・高画質・自由視点映像のライブ・ストリーミング配信でお楽しみい

ただける「東京・春・音楽祭 LIVE Streaming 2023」を今春に続き実施します。2022 年に開始した

「東京春祭アプリ」も引き続きご利用いただき、配信をより身近にお楽しみいただけます。 

配信チケットの購入方法・視聴方法等は 2023 年 2 月頃の発表予定。 
※権利関係の都合により配信されない公演もございます。

                                                   

     

                                                                                         

その他、公演詳細は決定次第、公式サイト(www.tokyo-harusai.com)にて順次発表。 

2022 年 11 月 12 日[土]10：00 より チケット順次発売 
※U－25 チケットは、2023 年 2 月 16 日[木]12：00 発売 

 

各コンサートの詳細、お申し込み方法は東京・春・音楽祭公式サイトをご参照ください。 

https://www.tokyo-harusai.com/ 

【公演に関する注意事項】 

・やむを得ぬ事情により出演者や曲目等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください 

・新型コロナウイルス感染症対策の取り組みに関しましては、公式サイトにて随時ご案内いたします。 

チケットのご購入・ご来場の際には、必ずお読みください。 

 

資料に関するお問い合わせ、取材依頼、画像貸出依頼は事務局までご連絡ください。 

東京・春・音楽祭実行委員会 広報担当 

TEL (03)5205-6401  FAX (03)5205-6403 E-mail press@tokyo-harusai.com 

「東京春祭アプリ」アイコン 

http://www.tokyo-harusai.com/
mailto:press@tokyo-harusai.com
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■上野公園地図                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■上野公園内会場 

東京文化会館 東京藝術大学奏楽堂(大学構内) 

1961(昭和 36)年 4 月の開館以来、数多くのオペラ、バレ

エ、クラシックコンサートが行われてきた。建物は前川

國男設計による代表的なモダニズム建築であり、「音楽

の殿堂」として親しまれている。 

1998(平成 10)年、移設された旧奏楽堂の跡地に、コン

サートホールとして新しく建設。ホール全体が一つの

優れた楽器として考えられ、多様な使用目的に対応し

た音響空間になっている。フランスのガルニエ社製オ

ルガンが設置され、学内外の音楽家によるオーケスト

ラ、オペラ、合唱、邦楽、室内楽等が催されている。 

旧東京音楽学校奏楽堂 国立科学博物館 

東京藝術大学音楽学部の前身、東京音楽学校の校舎とし

て、1890(明治 23)年に建築され、日本における音楽教育

の中心的な役割を担ってきた。2 階の日本最古の洋式音楽

ホールは、かつて瀧廉太郎、山田耕筰、三浦環らが演奏

をした由緒ある舞台。1983(昭和 58)年に台東区が譲り受

け、移築後、一般公開を開始、1988(昭和 63)年には重要

文化財の指定を受けている。2018(平成 30)年 11 月にリニ

ューアルオープン。 

1877（明治 10）年創立、日本最大級の総合科学博物館

です。常設展示では「人類と自然の共存をめざして」

をメインメッセージとし、恐竜の化石や大型動物の剥

製など自然史の標本や、日本の科学技術に関する資料

などを幅広く展示しています。 

日本館は国指定重要文化財であり、ネオルネサンス様

式を基調とした重厚な建物や、柔らかい光が差し込む

ステンドグラスも見どころです。 

東京国立博物館 東京都美術館 

1872(明治 5)年創立、日本で最も長い歴史を持つ博物館と

して日本を中心に広く東洋諸地域の文化財を収集・保

管・展示している。収蔵品の数は 11 万件を超え、構内に

は本館、東洋館、平成館、法隆寺宝物館、表慶館、黒田

記念館の６つの展示館がある。親しみやすい博物館を目

指して、季節や年中行事に合わせた催し、教育普及事業

なども行っており、多岐にわたる事業を通して、世界中

の人々に愛されている。 

1926(大正 15)年、日本初の公立美術館として開館。国

内外の名品を楽しめる特別展や企画展、公募展など、

多くの展覧会を開催するほか、アート・コミュニケー

ション事業など、「アートへの入口」としてさまざま

な事業を展開し、「心のゆたかさの拠り所」となる美

術館を目指している。 

上野の森美術館 ／他 

 上野公園内にある私立の美術館で、日本美術協会の美術

展示館を設備し、1972(昭和 47)年に開館。以来、所蔵品

の公開のほか、「VOCA 展」をはじめ、話題となる展覧会

を開催している。 
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■公演一覧 (2022 年 10月 31 日現在) 

3 月 

公演日 時間 公演名 会場 
来場チケット 

発売日 

3 月 18 日 

[土] 

14:00 
ピアノ・デュオ・タカハシ｜レーマン 
ブランデンブルク協奏曲（ピアノ 4 手版）全曲演奏会 

旧東京音楽学校 

奏楽堂 

12 月 11 日[日] 

10:00 

16:00 ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽 
東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティによる《仮面舞踏会》作品解説 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 12 日[土] 

10:00 

3 月 19 日

[日] 

14:00 

ミュージアム・コンサート 

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ

若き天才」記念コンサート vol.1 

東京都美術館  

講堂 
1 月発売予定 

15:00 オラフ・マニンガー（チェロ） 
東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

3 月 21 日      

[火・祝] 

14:00 

ミュージアム・コンサート 

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ

若き天才」記念コンサート vol.2  

東京都美術館  

講堂 
1 月発売予定 

15:00 東京春祭チェンバー・オーケストラ 
東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

3 月 22 日    

[水] 

14:00 
にほんのうた XII～東京オペラシンガーズ 
合唱で聴く美しい日本のうた 

東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 N 響メンバーによる室内楽 
東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

瀬尾和紀（フルート）＆松尾俊介（ギター） 

国立科学博物館  

地球館地下２階 

常設展示室 

1 月発売予定 

19:00 

ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.59 周防亮介（ヴァイオリン） 
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ 

全曲演奏会 第一夜 

東京国立博物館  

法隆寺宝物館 

エントランスホール 

1 月発売予定 

3 月 23 日     

[木] 

19:00 
東京春祭 歌曲シリーズ vol.36 

タレク・ナズミ（バス）＆ゲロルト・フーバー（ピアノ） 
東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 

ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.60 周防亮介（ヴァイオリン） 
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ 

全曲演奏会 第二夜 

東京国立博物館  

法隆寺宝物館 

エントランスホール 

1 月発売予定 

3 月 24 日     

[金] 

19:00 福川伸陽（ホルン）＆古楽の仲間たち 
東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

山田 岳（ギター）〜現代美術と音楽が出会うとき 

上野の森美術館  

展示室 
1 月発売予定 

3 月 25 日 

[土] 

13:00 

16:00 

19:00 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13 

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉—―音楽・公園・博覧会 
上野公園 開園 150周年に寄せて 

東京文化会館 

小ホール 
1 月発売予定 

14:00 颯 SA 室内楽団 
旧東京音楽学校 

奏楽堂 

12 月 11 日[日] 

10:00 
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3 月 25 日 

[土] 
14:00 

東京春祭 for Kids 

子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 
（バイロイト音楽祭提携公演） 

三井住友銀行東館                         

ライジング・スクエア１階    

アース・ガーデン 
1 月発売予定 

3 月 26 日

[日] 
14:00 

東京春祭 for Kids 

子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 
（バイロイト音楽祭提携公演） 

三井住友銀行東館                         

ライジング・スクエア１階    

アース・ガーデン 
1 月発売予定 

3 月 27 日

[月] 

14:00 

ミュージアム・コンサート 

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ

若き天才」記念コンサート vol.3 

東京都美術館  

講堂 
1 月発売予定 

19:00 シューベルトの室内楽 
東京文化会館 

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

3 月 28 日

[火]  

18:30 
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 12 日[土] 

10:00 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

LEO（箏）～現代美術と音楽が出会うとき 
上野の森美術館  

展示室 
1 月発売予定 

3 月 29 日

[水] 

19:00 
東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 

ボフスラフ・マルティヌー 
東京文化会館  

小ホール 
1 月発売予定 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

毛利文香（ヴァイオリン） 

国立科学博物館 

地球館地下２階 

常設展示室 

1 月発売予定 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.61 徳永真一郎（ギター） 

東京国立博物館  

法隆寺宝物館 

エントランスホール 

1 月発売予定 

3 月 30 日

[木] 

14:00 前橋汀子カルテット 
東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

18:30 
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 12 日[土] 

10:00 

3 月 31 日

[金]     

19:00 

東京春祭 for Kids 

子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 
（バイロイト音楽祭提携公演） 

三井住友銀行東館                         

ライジング・スクエア１階    

アース・ガーデン 
1 月発売予定 

 オーケストラの日 2023 東京文化会館  

4 月 
 

    

公演日 時間 公演名 会場 
来場チケット 

発売日 

4 月 1 日

[土] 

14:00 戸田弥生（ヴァイオリン） 
イザイ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 全曲演奏会 

旧東京音楽学校 

奏楽堂 

12 月 11 日[日] 

10:00 

14:00 

東京春祭 for Kids 

子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 
（バイロイト音楽祭提携公演） 

三井住友銀行東館                         

ライジング・スクエア１階    

アース・ガーデン 
1 月発売予定 

16:00 
キット・アームストロング（ピアノ） 

鍵盤音楽年代記（1520-2023）I 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による 

《仮面舞踏会》（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

東京文化会館  

大ホール 

11 月 12 日[土] 

10:00 
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4 月 2 日

[日] 

14:00 
ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 
20 世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 

東京藝術大学奏楽堂 

（大学構内） 

11 月 27 日[日] 

10:00 

14:00 

東京春祭 for Kids 

子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 
（バイロイト音楽祭提携公演） 

三井住友銀行東館                         

ライジング・スクエア１階    

アース・ガーデン 
1 月発売予定 

15:00 吉井瑞穂（オーボエ）＆ウェールズ弦楽四重奏団 
東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 3 日

[月] 

19:00 名手たちによる室内楽の極（きわみ） 
東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.62 川口成彦（フォルテピアノ） 

東京国立博物館  

法隆寺宝物館 

エントランスホール 

1 月発売予定 

4 月 4 日

[火]  

19:00 
キット・アームストロング（ピアノ） 

鍵盤音楽年代記（1520-2023）II 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

橋本杏奈（クラリネット） 

国立科学博物館  

地球館２階 

常設展示室 

1 月発売予定 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.63 上村文乃（チェロ） 

東京国立博物館  

法隆寺宝物館 

エントランスホール 

1 月発売予定 

4 月 5 日

[水] 

19:00 ブリン・ターフェル Opera Night 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 20 日[日] 

10:00 

19:00 ブラームスの室内楽 Ⅹ 
東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 6 日

[木] 

15:00 
東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 13 日[日] 

10:00 

19:00 
キット・アームストロング（ピアノ） 

鍵盤音楽年代記（1520-2023）III 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 7 日

[金] 

14:00 

ミュージアム・コンサート 

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ

若き天才」記念コンサート vol.4 

東京都美術館  

講堂 
1 月発売予定 

19:00 ヤン・リシエツキ（ピアノ） 
東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 8 日

[土] 

14:00 小山裕幾（フルート） 
旧東京音楽学校 

奏楽堂 

12 月 11 日[日] 

10:00 

15:00 
東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10 

ブラームス《ドイツ・レクイエム》 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 27 日[日] 

10:00 

16:00 
キット・アームストロング（ピアノ） 

鍵盤音楽年代記（1520-2023）IV 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 9 日

[日] 
15:00 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 13 日[日] 

10:00 
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4 月 10 日

[月] 
19:00 

キット・アームストロング（ピアノ） 

鍵盤音楽年代記（1520-2023）V 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 11 日

[火] 

19:00 
東京春祭〈Geist und Kunst〉室内楽シリーズ vol.3 

郷古 廉（ヴァイオリン）＆加藤洋之（ピアノ） 
鏡の中の春 ―― 横坂 源（チェロ）を迎えて 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

N 響メンバーによる室内楽 
国立科学博物館  

日本館 2 階講堂 
1 月発売予定 

4 月 12 日

[水] 

19:00 
ミュージアム・コンサート 

松井亜希（ソプラノ） 
国立科学博物館  

日本館 2 階講堂 
1 月発売予定 

19:00 

ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.64  

神田寛明（フルート）＆小倉貴久子（チェンバロ） 

東京国立博物館  

法隆寺宝物館 

エントランスホール 

1 月発売予定 

4 月 13 日

[木] 

18:30 
東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4 

《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 20 日[日] 

10:00 

19:00 
青木尚佳（ヴァイオリン）、ジャノ・リスボア（ヴィオラ）、 

ウェン＝シン・ヤン（チェロ） 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 14 日

[金] 
18:30 

ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン） 
中田喜直 生誕 100 年に寄せて 

旧東京音楽学校 

奏楽堂 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 15 日

[土] 
16:00 

Trio Accord ―― 白井 圭（ヴァイオリン）、門脇大樹（チェ

ロ）、津田裕也（ピアノ） 

東京文化会館  

小ホール 

12 月 11 日[日] 

10:00 

4 月 16 日

[日] 

14:00 
ミュージアム・コンサート 

「マティス展」 プレ・コンサート 
東京都美術館  

講堂 
1 月発売予定 

15:00 
東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4 

《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 
東京文化会館  

大ホール 

11 月 20 日[日] 

10:00 

／他 

 

 

 

 

2022 年 11 月 12 日[土]10：00 より チケット順次発売 
※U－25 チケットは、2023 年 2 月 16 日[木]12：00 発売 

 

各コンサートの詳細、お申し込み方法は東京・春・音楽祭公式サイトをご参照ください。 

https://www.tokyo-harusai.com/ 

【公演に関する注意事項】 

・やむを得ぬ事情により出演者や曲目等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください 

・新型コロナウイルス感染症対策の取り組みに関しましては、公式サイトにて随時ご案内いたします。 

チケットのご購入・ご来場の際には、必ずお読みください。 

 

資料に関するお問い合わせ、取材依頼、画像貸出依頼は事務局までご連絡ください。 

東京・春・音楽祭実行委員会 広報担当 

TEL (03)5205-6401  FAX (03)5205-6403 E-mail press@tokyo-harusai.com 

mailto:press@tokyo-harusai.com

