配信映像について
オーケストラは北から順にご案内しています。
配信予定時間
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１７時
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１８時２０分頃

１９時２０分頃

１９時２０分頃
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２０時２０分頃

２０時００分頃

１８時４０分頃

１７時

18:05分頃

オーケストラ

配信予定演奏映像

札幌交響楽団

東京公演
2019年1月30日（水）
サントリーホール
指揮：マティアス・バーメルト
ブラームス／交響曲第２番 第３楽章

仙台フィルハーモニー管弦楽団

2020年8月10日
日立システムズホールコンサートホール
指揮：大井剛史
チャイコフスキー／組曲「くるみ割り人形」より“花のワルツ”

山形交響楽団

やまぎん県民ホール×山響『ベートーヴェン交響曲スペシャル 第3回《最終回》』
2020年9月28日(月)
やまぎん県民ホール
指揮：村川千秋
ベートーヴェン／劇音楽「エグモント」作品84 序曲
やまぎん県民ホール×山響 ベートーヴェン交響曲スペシャル(第１回)
2020年7月25日（土）
やまぎん県民ホール
指揮：阪哲朗
ベートーヴェン／交響曲 第５番 ハ短調「運命」第４楽章

群馬交響楽団

群響創立75周年記念プロジェクト『音楽の力で世界を「つなぐ」群響演奏会』
2020年12月5日（土）
高崎芸術劇場
指揮：小林研一郎
ベートーヴェン／交響曲 第５番 ハ短調 作品67「運命」第１楽章

ＮＨＫ交響楽団

11月公演
2020年11月14日（土）
NHKホール
指揮：熊倉 優
メンデルスゾーン／交響曲第4番「イタリア」第1楽章

新日本フィルハーモニー交響楽団

「第九」特別演奏会
2020年12月18日（金）
Bunkamuraオーチャードホール
指揮：広上淳一
ベートーヴェン／交響曲第９番 第４楽章

東京交響楽団

第九2020
2020年12月28日
サントリーホール
指揮：ジョナサン・ノット
ベートーヴェン／交響曲第９番 第４楽章

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

第３３６回定期演奏会
２０２０年９月２６日（土）
東京オペラシティコンサートホール
指揮：高関健
バッハ（エルガー編）／幻想曲とフーガ

東京都交響楽団

都響スペシャル2020
2020年9月16日（水）
サントリーホール
指揮：大野和士
ベートーヴェン／交響曲第3番 変ホ長調 op.55《英雄》

東京ニューシティ管弦楽団

第136回定期演奏会
2021年1月24日（日）
東京芸術劇場
指揮：飯森範親
ストラヴィンスキー／バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)

東京フィルハーモニー交響楽団

チョン・ミョンフン指揮：定期演奏会（チャイコフスキーNo.4）
アンドレア･バッティストーニ指揮：定期演奏会（ベートーヴェンNo.5）
ミハイル・プレトニョフ指揮：定期演奏会
（ボロディン/交響詩「中央アジアの草原にて」）
尾高忠明指揮＆お話「午後のコンサート」
どちらが聴けるかお楽しみに♪

日本フィルハーモニー交響楽団

ヨーロッパ公演
2019年4月2日(火）
フィンランド・ヘルシンキ ミュージックセンター
指揮：ピエタリ・インキネン
シベリウス：交響曲第2番 第４楽章

読売日本交響楽団

第603回定期演奏会
２０２０年11月19日（木）
サントリーホール
指揮：鈴木優人
シューベルト／交響曲第4番 第3楽章～第4楽章

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

フューチャーコンサート川崎公演
2020年12月26日（土）
ミューザ川崎シンフォニーホール
指揮：鈴木秀美
ベートーヴェン/交響曲第九番「合唱付き」より 第４楽章

オーケストラ・アンサンブル金沢

第434回定期公演フィルハーモニー・シリーズ
2020年10月22日（木）
石川県立音楽堂コンサートホール
指揮：井上道義
マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲

セントラル愛知交響楽団

「未来につなぐコンサート」
2020年8月9日(日)
刈谷市総合文化センター大ホール
指揮：角田鋼亮
J.S.バッハ・高井優希編曲／「主よ人の望みよ喜びよ」より
ベートーヴェン／交響曲第5番ハ短調1楽章より

名古屋フィルハーモニー交響楽団

東京公演
２０２１年３月１４日
サントリーホール
指揮：小泉和裕
ブラームス／交響曲第1番ハ短調 第４楽章

２０時００分頃

京都市交響楽団

第649回定期演奏会
2020年9月12日（土）
京都コンサートホール
指揮：広上淳一
ドヴォルザーク／交響曲第９番ホ短調op.95「新世界から」

１７時４５分頃

大阪交響楽団

メッセージ

大阪フィルハーモニー交響楽団

チャイコフスキー・チクルスⅢ
2020年11月29日（日）
フェスティバルホール
指揮：尾高忠明
チャイコフスキー／交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」第３楽章

日本センチュリー交響楽団

センチュリー豊中名曲シリーズ Vol.13
2020年3月28日（土）
豊中市立文化芸術センター
指揮：飯森 範親
ベートーヴェン/交響曲第7番 イ長調 作品92第２楽章

兵庫芸術文化センター管弦楽団

わくわくOnlineオーケストラ教室 妖精パックのオーケストラってなぁ～に？ Part2
2021年3月16日公開
兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
解説・指揮・構成：佐渡裕
ベルリオーズ／幻想交響曲 op.14より第２楽章「舞踏会」

広島交響楽団

第405回プレミアム定期演奏会 大阪
2020年11月15日（日）
ザ・シンフォニーホール
指揮：下野竜也
ブルックナー／交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」(ハース版)

九州交響楽団

第22回名曲・午後のオーケストラ〜不朽の名曲「田園」「運命」
2021年2月2日（火）
指揮：小泉和裕（九州交響楽団音楽監督）
ベートーヴェン／交響曲 第５番 ハ短調 作品67「運命」より第４楽章

千葉交響楽団

元気いっぱい！ちばファミリーコンサートin南総
2020年１２月６日（日）
千葉県南総文化ホール大ホール
指揮：山下一史
ドヴォルザーク／スラブ舞曲第３番変イ長調

藝大フィルハーモニア管弦楽団

藝大定期 第400回
2020年10月9日（金）
奏楽堂
指揮：松本宗利音
J.ブラームス：《交響曲第４番》ホ短調 作品98 より 第３楽章

２０時２０分頃

２０時００分頃

１７時

１７時４５分頃

２０時２０分頃

１９時４０分頃

１９時４０分頃

１７時４５分頃

１７時２５分頃

１９時４０分頃

１９時２０分頃

１７時２５分頃

１８:４０分頃

小中学校オーケストラ鑑賞会
2021年 3月3日
和光市民文化センター サンアゼリア 大ホール
指揮： 松岡究
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団カルメン組曲より『トレアドール』
交響曲第五番「運命」第一楽章
ハンガリー舞曲第５番
『白鳥の湖』より「情景」
「ラデツキー行進曲」

１８時２０分頃

静岡交響楽団

第96回定期演奏会
2020年9月6日（日）
会場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
指揮：高関健
ブルックナー／交響曲第7番 ホ長調（ハース版）

１８時０５分頃

中部フィルハーモニー交響楽団

会場:小牧市市民会館
指揮:高井優希
曲目:チャイコフスキー 交響曲第4番より第4楽章

京都フィルハーモニー室内合奏団

第231回定期公演
2021年2月23日（火・祝）
京都コンサートホール・アンサンブルホールムラタ
指揮：柳澤寿男
ファリャ作曲「恋は魔術師」（1915年版）一部

１９時２０分頃

アマービレフィルハーモニー管弦楽団

日本オーケストラ連盟加入記念コンサート
茨木市市民総合センター（クリエイトセンター）
2020年12月13日（日）
指揮：加藤 完二
モーツアルト／ピアノ協奏曲第23番イ長調K.488
モーツアルト／交響曲第40番ト短調K.550

１８時４０分頃

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

１９時４０分頃

テレマン室内オーケストラ

１８時２０分頃

１８時４０分頃

２０時２０分頃

２０時００分頃

チャイコフスキー／交響曲 第6番「悲愴」
第286回定期演奏会
2020年8月24日
大阪市中央公会堂
指揮：延原武春
A.サリエリ：歌劇「トロフォーニオの洞窟」序曲

岡山フィルハーモニック管弦楽団

特別演奏会「運命」「ベト７」
～ベートーヴェン生誕250周年記念～
2020年12月6日(日)
岡山シンフォニーホール大ホール
指 揮／川瀬賢太郎
ベートーヴェン／交響曲第５番「運命」より第４楽

瀬戸フィルハーモニー交響楽団

第３４回定期演奏会
２０２１年１月１７日（日）
サンポートホール高松
指揮 志村健一
宮﨑朋菜作曲 「瀬戸内ファンタジー」

長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団

第15回大村定期演奏会
2020年12月19日（土）
指揮：松原勝也（弾き振り）
演奏曲目：モーツァルト／ディヴェルティメント 変ロ長調 K.137
ドヴォルザーク／弦楽セレナーデ ホ長調 Op.22

