
【定期演奏会】テーマ「夜－Night」 年間テーマに基づく曲をたどる 8つのプログラム
１年を通してひとつの演奏会のようにお楽しみください

８プログラム 16公演　会場：札幌コンサートホール Kitara　開演：土曜 17:00 ／日曜 13:00

前期シーズン（４公演） 後期シーズン（４公演）

公式ホームページ
www.sso.or.jp

札幌交響楽団 電話 011-520-1771お問い合わせは

（平日 9︓30 ～ 18︓00　土 ・ 日 ・ 祝 定休、月曜不定休、年末年始休業あり）

札幌交響楽団 ２０２３ - ２０２４

■定期会員券
　年間8回（または半期4 回）の定期演奏会を同じ座席“マイシート”で継続してお聴きいただく会員制度です。
　都合が悪いときは同じプログラムの他曜日に振替が可能です（事前予約制）。
　　　　※新規受付の座席数には限りがあります。
　　※後期シーズンの受付は 8月頃からを予定しています。
　　※定期会員のお客様は、会員先行などの特典が利用可能です。詳細は入会後ご案内します。

　【1 か年 ・ 前期シーズン新規受付】
　＜札響事務局＞ 公式 HP ・ 申込書郵送／座席選択不可／販売予定座席数に達し次第受付を終了
　　受付開始︓2 月 10 日（金）～
　　※お申し込みいただいた方には、随時、座席とお支払いのご案内を発送します。

　＜ローソンチケット＞ Web のみ／座席選択可／先着／販売予定座席数に達し次第受付を終了
　　受付開始︓2 月 10 日（金）10:00 ～
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＊2023年度U25割は1998年以降生まれを対象とします。

座席は裏面をご覧ください

このほか、1回券には当日販売限定のスマイル席があります。

■1 回券
　定期会員席以外の席の一部を、1 回券として販売します。残席がある場合には会場にて当日券を販売します。
　　○取扱プレイガイド︓Kitaraチケットセンター、道新プレイガイド、市民交流プラザチケットセンター、
　　　　　　　　　　　  　　  チケットぴあ、ローソンチケット、セイコーマート

※本紙の内容は2022年11月時点のものです。
※内容は変更になる場合があります。 最新情報は
　 札響公式ホームページにてご確認ください。

チケットのご案内 ・ ・ ・ 定期会員券と 1 回券、 それぞれに座席をご用意しています。 ご希望の券種をお選びください。

follow us on:

※購入方法によっては手数料等が加算されます。
※前売販売は初日公演前々日で終了します（ローソンチケット、セイコーマートを除く）。
　 予定枚数売り切れの場合はその限りではありません。

　　

第656回　10月 7日（土）／8日（日）
［１回券発売：８月１８日（金）、札響会員先行：８月１６日（水）］

フィリップ・ラシーヌ： 愛－大管弦楽のための

ホリガー： 薄明－ソプラノと大管弦楽のための５つの俳句

ヴェレシュ： ベラ・バルトークの思い出に捧げる哀歌

バルトーク： 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽

指揮 ： ハインツ ・ ホリガー

ソプラノ ： サラ ・ ウェゲナー ⓒD.Vass

ⓒSimon-David-Tschan

ブリテン： セレナード

ブルックナー： 交響曲第６番 
    ～ブルックナー生誕２００年記念～

第658回　2024 年 1月 27日（土）／28日（日）
［１回券発売：１１月１０日（金）、札響会員先行：１１月８日（水）］

指揮 ： マティアス･バーメルト （首席指揮者）

テノール ： イアン ・ ボストリッジ

ホルン ： アレッシオ ・ アレグリーニ
ⓒKalpesh Lathigra

ⓒPriska Ketterer

ⓒY.Fujii

第659回　2024 年 2月 24日（土）／25日（日）
［１回券発売：１１月１０日（金）、札響会員先行：１１月８日（水）］

～エルガー没後９０年記念～

 エルガー： 夕べの歌
 　　　　　 チェロ協奏曲

　　　　　  交響曲第２番

指揮 ： 尾高忠明 （名誉音楽監督）

チェロ ： 上野通明

ⓒMartin Richardson ⓒAnne Laure-Lechat

第657回　11月 11日（土）／12日（日）
［１回券発売：８月１８日（金）、札響会員先行：８月１６日（水）］

ワーグナー（ヘンツェ編）： ヴェーゼンドンクの歌

マーラー： 交響曲第７番「夜の歌」　

指揮 ： 下野竜也

メゾソプラノ ： 池田香織

ⓒNaoya Yamaguchi

ⓒ井村重人

第652回　4月 22日（土）／23日（日）
［１回券発売：２月２４日（金）、札響会員先行：２月２２日（水）］

ムソルグスキー（ショスタコーヴィチ編）：

　「ホヴァンシチナ」前奏曲（モスクワ川の夜明け）

プロコフィエフ： ピアノ協奏曲第３番

ラフマニノフ： 交響曲第２番 ～ラフマニノフ生誕１５０年記念～

指揮 ： 川瀬賢太郎 （正指揮者）

ピアノ ： オリ ・ ムストネン

ⓒHeikki Tuuli

ⓒYoshinori Kurosawa

第655 回　9月 9日（土）／10日（日）
［１回券発売：６月２３日（金）、札響会員先行：６月２１日（水）］

ラヴェル： 組曲「クープランの墓」（管弦楽版）

ファリャ： スペインの庭の夜

フランク： 交響曲

指揮 ： マティアス ・ バーメルト （首席指揮者）

ピアノ ： リーズ ・ ドゥ ・ ラ ・ サール

ⓒHane GalloisⓒY.Fujii

メンデルスゾーン： 「真夏の夜の夢」序曲、夜想曲

ブラームス：ドイツ・レクイエム
　　　　　　　  ～ブラームス生誕１９０年記念～

第653 回　5月 27日（土）／28日（日）
［１回券発売：２月２４日（金）、札響会員先行：２月２２日（水）］

指揮 ： マティアス ・ バーメルト （首席指揮者）

独唱 ： 吉田珠代 （ソプラノ）

　　　　 甲斐栄次郎 （バリトン）

合唱 ： 札響合唱団ほか

　　　　 （合唱指揮 ： 長内勲、 大嶋恵人、 中原聡章） ⓒY.Fujii

ⓒYuji Ueno

第654 回　6月 24日（土）／25日（日）
［１回券発売：４月７日（金）、札響会員先行：４月５日（水）］

ラフマニノフ： ピアノ協奏曲第３番
　　　　　　　　　～ラフマニノフ生誕１５０年記念～

ドビュッシー： イベリア（管弦楽のための「映像」より）

　　　　　　　　  ～通りから道から／夜の香り／祭りの日の朝

ラヴェル： スペイン狂詩曲

指揮 ： 広上淳一 （友情指揮者）

ピアノ ： 反田恭平

ⓒMasaaki Tomitori
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