
 

報 道 資 料  
平成 30年 10月 30日 

 

市内で開催されるクリスマスイベントについて 

 
 １１月半ば頃からクリスマスの時期にかけて、JR 常磐線沿線の駅周辺では、商店

会等がイルミネーションの飾り付けをして街を彩り、それに合わせて様々なイベント

を予定しております。 
 松戸駅周辺では、街角に素敵な音楽が流れる「音楽の街、松戸」をテーマに、「松

戸クリスマス音楽祭」が開催されます。この季節の恒例イベントとして市民にも浸透

し、大変好評のこの音楽祭は今年で７回目を迎えますが、年々規模も拡大し、様々な

場所で、６５回以上の演奏がございます。 
 また、今回は松戸のクリスマスが更に盛り上がるよう、中心市街地緊急活性化事業

における一連のイベント「MATSUDO WONDER! 2018」の一環として、「ウィーン・

フェスタ MATSUDO」をはじめとする演奏会や、「インタラクティブ・マッピング（仮

称）」の開催も決定しましたので、お知らせいたします。 
 
１．「第７回 松戸クリスマス音楽祭」について 
  学生からプロまで様々な奏者による演奏会を、戸定邸や小ホール、喫茶レストラ

ン、お寺などを使い、期間中に６５ステージ以上開催いたします。 
※詳細はパンフレット参照 

 
 （１）開催期間 １１月１７日（土）から１２月２５日（火）まで 
 
 （２）会  場  松戸駅周辺の公共施設や店舗、お寺など 
 
 （３）問 合 せ  松戸クリスマス音楽祭実行委員会事務局 

☎０４７－３６５－０１００ 
 
２．MATSUDO WONDER！ 2018 

「ウィーン・フェスタ MATSUDO」他、演奏会について 
音楽の都ウィーンの名演奏家が松戸にやってきます。ウィーンフィルハーモニー 

管弦楽団の主席トランペット奏者をはじめ、管打楽器奏者１０人（予定）による演 
奏を、松戸西口公園に特設する大型テントの中でお楽しみいただけます。 
底抜けに楽しいオーストリア民族音楽に酔いしれ、軽食や飲み物と共に最高の時 

間をお過ごしください。 
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（１）日 時  １１月１７日（土） 
【１回目】１７時から１８時まで 
【２回目】１９時３０分から２０時３０分まで 

         ※雨天決行 
 
（２）会 場  松戸西口公園 特設大型テント 
 
（３）定  員  各回先着１５０人 
 
（４）入 場 料  各５，０００円（全席自由、飲食代込） 
        １人４枚まで 
 

（５）チケット  １１月２日（金）より販売開始 
購入方法  電話で森のホール２１チケットセンター 

☎０４７－３８４－３３３１ 
（受付時間１０時から１９時まで、月曜を除く） 

 
（６）演奏内容  ヴァイスバッヒャー・ブラス・ウィーン 

（ウィーンフィルハーモニー管弦楽団管打楽器奏者による 
ブラスムジークアンサンブル） 

 
（７）問 合 せ  松戸駅周辺商業協同組合 

☎０４７－３６５－０１００ 
 
  MATSUDO WONDER！2018 では、「ウィーン・フェスタ MATSUDO」の他、

１２月７日（金）に「德川眞弓 ピアノリサイタル」、１２月１９日（水）に「N 響

メンバーと工藤セシリアによるピアノトリオ」を松戸市民劇場にて開催いたします。 
沢山の方のご来場をお待ちしております。 

※詳細は「第７回 クリスマス音楽祭」パンフレット参照 
（「ウィーン・フェスタ MATSUDO」についてはチラシ添付） 

 
３．MATSUDO WONDER！ 2018 

「インタラクティブ・マッピング（仮称）」について 
松戸駅西口デッキステージにて、人の動きに反応し 

て映像が変わる「インタラクティブ・マッピング」を 
展開いたします。駅周辺のイルミネーションと合わせ 
て、是非お楽しみください。 
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（１）開催期間  １１月２３日（金・祝）から１２月２４日（月・振休）までの 
土日祝日１７時から２０時まで（振替休日含む） 

 
 （２）開催場所  松戸駅西口デッキステージ 
 
（３）問 合 せ  松戸クリスマスファンタジー2018 事務局 

          ☎０４７－３６５－０１００ 
 
４．「ウィンターイルミネーション 2018」概要 
  １１月半ば頃からクリスマス、年明けにかけて、JR 常磐線沿線の駅周辺にて、

商店会等がイルミネーションの飾り付けをして街を彩ります。 
  
 松戸駅周辺 
『松戸クリスマスファンタジー2018』 
松戸駅西口デッキのコニファーガーデンに広がるブ 

ルーとシャンパンゴールドの光の波。皆さんの心に温 
かい光をともします。 
 

 （１）開催期間 １１月１８日（日）から１２月２５日（火）まで 
   
（２）開催場所  松戸駅前 

 
（３）問 合 せ  松戸クリスマスファンタジー2018 事務局 
        ☎０４７－３６５－０１００ 
 

新松戸駅周辺 
『新松戸 光のフェスタ「X’mas バル+プラス」』 
“おかえりなさい新松戸”をテーマに今年も駅前を 

 イルミネーションでライトアップ。今年は新坂川テラ 
 スを拠点に新松戸の「食」を楽しむ「バル」も企画い 
たします。新松戸で「身」も「心」も温まってください。 

 
 （１）開催期間  １１月２３日（金・祝）から１月６日（日）まで 
 
 （２）開催場所  新松戸駅前、新坂川テラスなど 
 
 （３）問 合 せ  新松戸光のフェスタ実行委員会事務局 
          ☎０４７－３４４－００５１ 
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 北小金駅周辺 
『黄金（KOGANE）イルミネーション』 
常磐線沿線で最初に始まったイルミネーションです。 

北小金駅南口ロータリーに高さ１５メートルの「シンボ 
ルツリー」や地元の小・中学生が作った「光のオブジェ」 
約１００基、また、旧水戸街道沿いに花と緑と歴史の街 
を感じさせる「和風行灯」１５０基を設置します。 

   
 （１）開催期間  １１月１７日（土）から１月８日（火）まで 
 
 （２）開催場所  北小金駅前 
 
 （３）問 合 せ  小金の街をよくする会・黄金イルミネーション実行委員会事務局 

☎０４７－３４７－８００１ 
 
 北松戸駅周辺 
『スターダストロードプロジェクト』 
北松戸駅東口ロータリーからメインストリートの街 

 路灯を LED イルミネーションで彩ります。県立松戸 
高校芸術科とコラボレーションし、作製したオブジェ 
も飾られます。 

 
（１）開催期間  １２月１日（土）から来年１月３１日（木）まで 

 
（２）開催場所  北松戸駅前 

 
（３）問 合 せ  北松戸商店会 ☎０４７－３６２－７６５２ 

 
 
 

【問い合わせ先】 
経済振興部 商工振興課  ☎０４７－７１１－６３７７ 
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第7回 松戸クリスマス音楽祭

17.November to 25.December

今年のクリスマスも、松戸駅周辺のいろいろな場所で

小さな音楽会が開かれます。

街角に素敵な音楽が流れる「音楽の街、松戸」を目指して。

どうぞ最寄りの音楽会へお出かけください。

Matsudo Christmas Music Festa 2018

http://matsu-on.net/ 松戸クリスマス音楽祭



12月24日
14：30開演（14：00開場）

2018年 月・休日

森のホール21大ホール

森のホール21チケットセンター （月曜休業。祝日の場合翌日休業）

 047-384-3331 http.//www.morinohall21.com
チケットぴあ 0570-02-9999 Pコード：124-350  http://t.pia.jp/
イープラス http://eplus.jp
ローソンチケット 0570-08-4003 Lコード：33456  http://l-tike.com/

CNプレイガイド 0570-08-9999

CNまつど 047-330-1878

Ro-Onチケット 047-365-9960
柏髙島屋友の会 04-7144-1111（代）

ユニバース 047-349-5323 http.//www.univers-concert.com

■チケット発売日  一般発売 8月11日（土）  会員先行 8月10日（金）（森のホール会員）
■プレイガイド

森のホール21チケットセンター
047-384-3331

■お問い合わせ 

■チケット料金（全席指定・税込） ■S ￥6,500 ■A ￥5,500 ■B ￥3,500

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※車椅子席は森のホール２１チケットセンターまでお問合せください。

※森のホール２１は大変混雑いたします。公共交通機関をご利用ください。

※演奏曲目は変更になる場合がございます。

松戸市制施行75周年記念・

森のホール21開館25周年記念事業

主催 ： 公益財団法人  松戸市文化振興財団

共催 ： 松戸市教育委員会　協力 ： 新京成電鉄株式会社

制作協力 ： ユニバース　企画・制作 ： クリスタル・アーツ

ミュー
ジカル

界のプ
リンス

井上芳
雄 出演

決定

1



11/17
（土）

1回目公演　開場16：30　開演17：00　終演18：00

2回目公演　開場19：00　開演19：30　終演20：30

松戸西口公園
特設大型テント

ブラスムージク(Blasmusik)：ドイツ語で「管楽器の音楽」の

意味。オーストリア、チェコ、ドイツなどで演奏される、ポルカ

やワルツなどの民族音楽。管楽器の他に打楽器やアコーディ

オンなどが入ることが多い。

演奏：ヴァイスバッヒャー・ブラス・ウィーン
（ウィーンフィルハーモニー管弦楽団管打楽器奏者によるブラスムージクアンサンブル）

世界最高峰オーケストラメンバーによる

ブラスムジーク。

G・ヴァイスバッヒャーの底抜けに楽しい

オーストリア民族音楽で酔いしれる！

食事やお酒を楽しみながら、

最高の時間をお過ごしください。

世界最高峰のオーケストラメンバーによる Blasmusik
ブ ラ ス ム ジ ー ク

シュテファン・ハイメル
ウィーンフィルハーモニー
管弦楽団
主席トランペット奏者

ラース・ミヒャエル・

ストランスキー
ウィーンフィルハーモニー
管弦楽団　ホルン奏者

ユルゲン・ペッヒャッカー
ウィーンフィルハーモニー
管弦楽団
主席トランペット奏者

パウル・ハルヴァクス
ウィーンフィルハーモニー
管弦楽団
主席テューバ奏者

ロナルド・ヤネシッツ
ウィーンフィルハーモニー
管弦楽団
主席ホルン奏者

ベンジャミン・シュミー

ディンガー
ウィーンフィルハーモニー
管弦楽団　打楽器奏者

マニュエル・フーバー
ウィーンフィルハーモニー
管弦楽団
主席ホルン奏者

シュテファン・ノイバウアー
ウィーン国立歌劇場管弦楽団
クラリネット奏者

アレクサンダー・

ラートシュテッター
ホーファー交響楽団
クラリネット奏者

共演　小原裕樹
トランペット奏者

主催 ： MATSUDO WONDER！ 松戸市
主管 ： 松戸駅周辺商業協同組合

☎047-365-0100

チケット発売日：11/2（金）
お問合せ/チケットのご予約は

森のホール21チケットセンター 
☎047-384-3331
10：00〜19：00（月曜日休館。祝日の場合は翌日休館）

http://www.morinohall21.com
※チケットはお一人様4枚まで。

　枚数に限りがありますので、

　売り切れの際はご容赦願います。

全席自由

5,000円
（税込）

※軽食・ドリンク

　（アルコール、

　　ソフトドリンク）付き

ウィーン・フェスタMATSUDO

本イベントは、松戸市の中心

市街地緊急活性化事業の予

算を活用し実施しています。
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12/9 （日）

曲目：「1867」 2018年バージョン 歌と語り付き 他
1回目/13：00～13：40  2回目/14：30～15：10
会場　戸定邸表座敷棟
費用　戸定歴史館・戸定邸共通入館料
　　　（一般320円など）

明治17年落成　建物：国指定重要文化財庭園：

国指定名勝 一般公開されている唯一の徳川家の

住まい。

木造平屋一部二階建。9つの建物が連なり、部屋数は23に達す

る。最上等の杉の柾目材をふんだんに用いながら、華美な装飾を

排した簡潔な造形を追求している。建物落成後、明治20年までに

写真の庭を完成させた。芝生の庭と建物の調和が見所である。

　建設者の徳川昭武は最後の将軍・徳川慶喜の弟で、兄から将

軍後継候補として期待され、1867年パリ万国博覧会に将軍名代

として派遣された。帰国後、最後の水戸藩主となった。兄との親交

は終生に及び、慶喜はたびたび戸定邸を訪れた。皇太子時代の大

正天皇や皇族との社交の場としても使われた。わが国を代表する

景観と音楽、美術作品を組み合わせ、新たな価値の創造を目指す

戸定アートプロジェクトの舞台でもある。

戸定邸 

予約・申込不要　直接会場へお越しください。　問合せ　戸定歴史館　047-362-2050

戸定邸明治150年

戸定邸 1867コンサート
「1867」 の作曲家・荒川洋氏 ( フルート ) を

含む、新日本フィルハーモニーメンバー 8 名

をお招きします。戸定歴史館の展示室で楽曲

の背景となった史実に触れ、明治維新によっ

て忘れ去られてしまった徳川昭武の物語を語

りと共に演奏でお楽しみいただきます。

　　

12/7（金） 松戸市民劇場德川眞弓
ピアノリサイタル

德川眞弓（ピアニスト）
　東京芸術大学付属高校を経て同大学卒業。米国イ

ンディアナ大学大学院修了。同大学院指揮科ピアニ

ストとして勤務。帰国後は国内外でソロリサイタル

をはじめコンチェルト・室内楽・伴奏など様々な演奏

活動をしている。

　東日本大震災以来 3 回にわたり東京文化会館にて

チャリティリサイタルを開催し「東松島に森の学校を

つくる運動」 に貢献、2017 年開校の折東松島市よ

り表彰された。2003 年に始まった「マンハッタン・

サロン・コンサート」 は 100 回を超えてなお継続中。

ＣＤ「ポートレイト」「子象ババールの物語（レコー

ド芸術特選盤）」、DVD 「シャコンヌ・ライヴ！」 好

評発売中。MOMO ピアノ教室主宰。

ホームページ

 http://park8.wakwak.com/~toktok/

開場１８：３０　開演１９：００　　　　チケット料金 大人1,000円　中学生以下 500円

　戸定邸を建てた徳川昭武は、兄の将

軍・慶喜の名代として1867年パリ万博に

参加し、フランスやロシアの皇帝、各国国

王と華麗なる宮廷外交を行いました。し

かし、明治維新により、敗者となった昭武

の栄光は忘れ去られてしまいました。

　政治との関わりを絶った彼は、明治17

年、松戸に私邸・戸定邸（国指定重文、庭

園は同名勝）を建てて暮らしました。

　2015年に作曲家荒川洋氏が戸定邸

と出会い、8名のアンサンブルによる楽曲

「1867」が誕生し、CD制作やピアノ版も

加えて佐賀、都内2箇所、茨城でコンサー

トツアーを行いました。幕末から現代ま

での壮大な物語を紡ぎだすこの曲は、松

戸が誕生の場となったのです。

出　演：德川眞弓（ピアノ）
齊藤洋一(歴史背景解説/松戸市戸定歴史館　館長)

演奏曲：1867（荒川洋）
アヴェ・マリア（マスカーニ）
ラ・カンパネラ（リスト） 他

CD「1867」ジャケット

＊出演者は変更になる場合があります。

戸定邸の歴史から生まれた、松戸ゆかりのオリジナル曲
「1867」を当時の画像や語りとともにご紹介いたします。

お問合せ/チケットのご予約は　チケット発売日：11/2（金）

森のホール21チケットセンター 
☎047-384-3331
10：00〜19：00（月曜日休館。祝日の場合は翌日休館）

http://www.morinohall21.com

松戸クラシック音楽を楽しむ会

090-1805-2206

主催 ： MATSUDO WONDER！ 松戸市 本イベントは、松戸市の中心

市街地緊急活性化事業の予

算を活用し実施しています。
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松戸市民劇場

ピアノ／工藤セシリア 

Cecilia Kudo　

　フランス生まれ。4 才よりピアノを始め、パリ

国立地方音楽院に入学。コテ夫妻、ベルリンスカ

イヤ女史の元で研鑽を積む。8 才の時に初めて

日本とフランスで演奏会に出演。フランスでの青

少年コンクールで最優秀賞、第一位などを獲得。

パリ・エコール・ノルマル修了後に、ドビュッシー

でのデビュー CD が発売され、日本でのデビュー

リサイタルは高い評価を得る。ラジオフランス、

サンテミリオン音楽祭などに招聘される。父親の

フルート奏者、工藤重典との 2 枚の CD はレコー

ド芸術特選にも選ばれ、室内楽奏者としても評価

される。フランス、日本、シンガポール、ロシア、

韓国、台湾、中国などで活躍中。

チェロ／　宮坂拡志
Hiroshi Miyasaka　

　東京生まれ。5 歳よりチェロを始める。桐朋

女子高等学校（共学）音楽科を経て桐朋学園

大学を卒業。その後 N 響アカデミー（1 期生）

を経て 2007 年に NHK 交響楽団入団。これ

までにプロジェクト Q、小澤征爾音楽塾オペラ

プロジェクト、小澤征爾・ロストロポーヴィッチ

の各氏によるコンサートキャラバン、宮崎国際

音楽祭、軽井沢国際音楽祭、水戸室内管弦楽

団等に出演。また、エルンスト・オッテンザマー、

ラリー・コームズ、フォルクハルト・シュトイデ

の各氏等とも共演。2010 年アフィニス文化財

団の海外研修員として国立ミュンヘン音楽大学

へ留学。これまでにチェロを木越洋、堤剛、ウェ

ン＝シン・ヤンの各氏に師事。トリオブリランテ、

鶴カルテット等の室内楽のメンバー。

お問合せ/チケットのご予約は　チケット発売日：11/2（金）

森のホール21チケットセンター 
☎047-384-3331
10：00〜19：00（月曜日休館。祝日の場合は翌日休館）

http://www.morinohall21.com

松戸クラシック音楽を楽しむ会

090-1805-2206

主催 ： MATSUDO WONDER！ 松戸市

開場１８：３０　開演１９：００
チケット料金 大人2,000円

中学生以下 1,000円

ヴァイオリン／大宮臨太郎 

Rintaro Omiya　

　1981 年生まれ。 横浜市出身。 辰巳明子・

堀正文両氏に師事。2000 年第 69 回日本音楽

コンクール３位。同年ミレニアム・ニュークラシッ

クオーディション１位、併せて審査員特別賞を

受賞。2001 年仙台国際コンクール５位、聴衆

者賞受賞。2002 年メニューイン国際ヴァイオ

リンコンクール２位、2003 年プラハの春国際

コンクールファイナリストほか受賞多数。桐朋

学園大学４年生在学中に N 響オーディションに

合格、2005 年ウィーンヴィルトゥオーゾとモー

ツアルトのヴァイオリン協奏曲第５番 「トルコ

風」 を共演、2008 年 12 月より一年間アフィ

ニス文化財団の奨学金を得てドイツフライブル

グに留学。現在、NHK 交響楽団第 1 ヴァイオ

リン・フォアシュピーラーを務めている。

工藤セシリアと
N響メンバーによるピアノトリオ

12/19（水）

気鋭のピアニスト、工藤セシリアとN響の名手が贈る

珠玉のアンサンブル

本イベントは、松戸市の中心

市街地緊急活性化事業の予

算を活用し実施しています。

予約 松戸クラッシック音楽を楽しむ会　090-1805-2206

ハービー・トンプソンJAZZライブ

12/14
（金）

ハービートンプソンは少年時代からゴスペルを歌い始

め、レイ・チャールズのリードトランペッターであった

マーカス・ベレグレイブの勧めでジャズの世界に入った。

2004年に大阪のアメリカ領事官アレキサンダー・アル

モゾブによりジャズボーカル親善大使に任命された。

伝統的なサックス奏者ジョー・ヘンダーソンをはじめ、

マーカス・ベルグレイブ、カーティス・フィラーやルイ・ヘ

インズ、ジェイムスカーター達との共演がある。

NBC主催のスーパーシンガーでスーパーシンガーの座

を勝ち取るなどの経歴があり、現在、アメリカのデトロ

イトタイガースの野球開幕戦でアメリカ国歌を歌うなど

をはじめ、日本、ヨーロッパ諸国、2015年11月タイ王国

ハジャイ大学にてマハー・チャクリ・シリントーン王女の

記念コンサートに参加などの活躍をしている。

18：00開場  19：00開演  ￥6,000（軽食、ワンドリンク付）

デトロイト出身でゴスペルをルーツに持ち、

アメリカ領事館より「ジャズ親善大使」と称されたハービーが

満を持して松戸に登場！

Harvey 

Thompson

Jazz Live 

田中 裕士  Piano 横山 裕 Bass Jun Saito Drums

Harvey Thompson (vocals)　

カフェドカオリ

Café de KAORI 
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12/15
（土）

開場13：30
開演14：00 吉祥寺

予約  松戸駅周辺商業協同組合  047-365-0100

￥500 
※要予約

松雲亭
昭和53 年に戸定邸隣接地に建設されたお

茶室で、茶会、句会等の芸術文化活動など、

市民の憩いの場として利用されている。

趣のあるお茶室で、ハープの響きをお楽しみください。

出演：小橋ちひろ（ハープ）

演奏曲：カノン(パッヘルベル)アメージンググレイス　他

クリスマスハープコンサート

大人１０００円
中学生以下５００円

演奏曲：バーナード/ウィンター・ワンダーランド、
バッハ/主よ、人の望みの喜びよ、　カッチーニ/アヴェ・マリア 他

出　演：〈まつど響かせ隊〉小原裕樹（こはらひろき）トランペット
井上恵子（いのうえけいこ）オーボエ・鍵盤ハーモニカ
小原由起子（こはらゆきこ）キーボード

恒例になりました、仏教のお寺でキリスト教のクリスマス音楽
という異文化のコラボをお楽しみ下さい。

お寺でクリスマス
コンサート5！ 開山の記録ははっきりしませんが、

天和年間（1681 〜1684）の石碑

があり、水戸街道の宿場町松戸が

誕生した頃には存在したと推測され

ます。薬師堂に納められるご本尊の

薬師如来像は、弘法大師自らが一

本の木から三体の薬師像を作り、根

本を根本吉祥寺、中根を馬橋中根

寺、上部を印西市歓喜院に祀られた

もので、地名もその古事に由来する

と伝えられています。予約 松戸駅周辺商業協同組合 047-365-0100

吉祥寺 

松雲亭
（戸定が丘歴史公園内）

開場13：30
開演14：0012/16

（日）

小ホールで身近に楽しむ生演奏 アリエッタホール

晩秋に酔うピアノの調べ Christmas Concert
～チェロとピアノの贈り物

今回のコンサートでは、情緒溢れる哀愁に満ちたピアノの名

曲をお届けしたいと思います。2018 年を振り返りながら、感

謝と祈りを込めてクリスマスにちなんだ素敵な曲をお贈り致

します。みなさまのお越しを心よりお待ちしています。

開場14:30  開演15:00 
大人１０００円　中学生以下５００円

演奏曲：ショパン前奏曲より4番、7番、ラヴェル：クープラン

の墓より「メヌエット」、シューマン：クライスレリアーナ他

出　演：西 祥子（にししょうこ）ピアノ

11/23（（金・祝） 11/24（（土）

予約 松戸クラッシック音楽を楽しむ会 090-1805-2206

クリスマスコンサート
今年もクリスマスシーズンがやってきました。

マンドリンを加えトリオで楽しいコンサートを

お届けします。

①13:00 ②16:00（2回公演、30分前開場）
大人１０００円　中学生以下５００円

演奏曲：ロマンス：ウェーバー

オブリビオン：ピアソラ　モミの木　他

出　演：黒木 良太（くろき りょうた）トロンボーン

長谷川 ひとみ （はせがわ　ひとみ）マンドリン

笹田 圭子（ささだ けいこ）ピアノ

12/1（（土）

予約 047-364-1424

優しい歌で贈る
X'masソプラノコンサート

クリスマス弦楽コンサート

音楽療法も取り入れた、心がほっこりする歌と

ピアノとチェロのコンサート。皆様からのリク

エスト曲も有ります。北風ぴぃぷぅでも暖かい

気持ちになり、皆様の心が癒されますように。

松戸市にゆかりあるヴァイオリニスト、チェリストのコンサートです。
国内多数のコンクールで優秀な成績をおさめ将来を期待されている
大岩宝新、川瀬眞子、堀菜乃。高嶋ちさ子 12 人のヴァイオリニスト
元メンバー石崎諒子。ピアニストに鎌田しのぶを迎え、それぞれの個
性が光るコンサートをお送りいたします。

開場14:00  開演14:30 
大人１０００円

中学生以下５００円

開場13:30  開演14:00 
大人１０００円

中学生以下５００円

演奏曲：クリスマスメドレー 他

出　演：苫米地裕実(とまべちひろみ)ソプラノ

佐藤規子(さとうのりこ)ピアノ

亀田正俊(かめだまさとし)チェロ

演奏曲：ラロ スペイン交響曲 第5楽章
モーツァルト ヴァイオリンコンチェルト第５番 第１楽章
ハイドン チェロコンチェルト第１番 第１楽章　きよしこの夜　他
出　演：石崎諒子 いしざきりょうこ ヴァイオリン
大岩宝新 おおいわたから ヴァイオリン
川瀬眞子 かわせまこ ヴァイオリン
　堀菜乃    ほりなの チェロ　鎌田しのぶ かまたしのぶ ピアノ

12/2（（日）

12/15（（土）

予約 トマ教室 047-366-5528

ピアノ連弾で迎えるクリスマス
クリスマスにふさわしい曲をお届けいたします。

クラシックからポピュラークラシックまで、彩り華やかな曲をお楽しみください。

開場13:30  開演14:00 
大人１０００円  中学生以下５００円

演奏曲：連弾名曲選　他

出　演：

伊藤壽英（いとうすみえ）ピアノ

田中英明（たなかひであき）ピアノ

尾城杏奈（おじろあんな）ピアノ

12/9（（日）

予約 080-6767-1358 予約 松戸クラッシック音楽を楽しむ会
090-1805-2206

開場13:30  開演14:00 
大人１０００円　中学生以下５００円

予約 松戸クラシック音楽を楽しむ会
080-1805-2206
  clara.music.society@gmail.com

聞き馴染みのあるクリスマス音楽だけでは
なく、チェリスト出身国のマケドニア伝統
音楽、ピアソラ「タンゴ」、ショパン「小犬
のワルツ」などの名曲をそれぞれ、チェロ
とピアノの音色でお届けします。

演奏曲：ピアソラ「タンゴ」、

ショパン「小犬のワルツ」 他

出　演：チェロ / Pere Jovaov（ペレ ヨバノフ）

× ピアノ / 吉村 直美
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松戸クリスマス祭
美しいチェロの演奏を聴きながら心のこもったイタ
リア料理の数々、そしてお気に入りのワインとともに
素敵な時間をお過ごし下さい。

19：00～11/28（（水）

タベルナ・デル・ヴィットリオ

演奏曲：エルガー 愛の挨拶 

バッハ 無伴奏チェロ組曲より第3番  クリスマスソング 他

　出　演：豊原さやか（チェロ）

クリスマス
バイオリンディナー
今年で４回目になるオステリアタナロのクリスマス音楽祭。
素敵なバイオリンの音色とともに、前回に増して料理もワイ
ンもグレードアップのご満足いただける内容です。

当日コース料理のみ6,500円（税別）

※ドリンク別途注文、料理一皿ずつに合わせた

　ワインペアリングコース全6種¥2500（税別）あり、

他グラス、ボトルワインあり

演奏曲：チャールダーシュ   Holy Holy(讃美歌) 他

出　演：杉山優子

12/6（木）

予約 047-712-1992

オステリア・タナロ
19：00～

スタジオ宝星

クリスマス「レトリオ」コンサート
ジプシーギターを得意とする菅原智明、クラッシッ

クを基盤に様々な音楽を弾きこなす眞間麻美、ロッ

クテイスト溢れるパーカッション深津良輔の3 人組。

どこか懐かしく軽快でヨーロピアンな音楽から情

熱的なサウンドまでお楽しみ下さい。

開場17:00  開演17:30 
大人１０００円　中学生以下５００円

演奏曲：リベルタンゴ、サンタが町にやってくる 他

出　演：Retrio（レトリオ）　菅原智明（ギター）

眞間麻美（ピアノ＆ピアニカ）

深津良輔（パーカッション）

12/21（（金）

レストランやカフェ・バーで楽しむ特別なひととき

予約:菅原 090-6132-0516

バイオリン・アコーディオン・
イタリア料理コラボイベント

演奏曲：アヴェ ヴェルム コルプス　花のワルツ

ウィンターワンダーランド　ホワイトクリスマス 他

出演：石川寛子（バイオリン）　おりこ（アコーディオン）

12/4（（火）

予約  047-710-8646

トラットリア イル・レガーロ
5,500円（税別）

ウィーンよもやまばなし
ウィーンに住んで10 年のフルーティストとピアニスト、
そしてウィーン生まれのソプラノのファミリーコンサート！

開場13:30  開演14:00 
大人１０００円　中学生以下５００円

演奏曲：クリスマスメドレー、きよしこの夜（グルーバー） 他

出　演：井ノ上洋（いのうえひろし）フルート

井ノ上てい（いのうえてい）ピアノ

　井ノ上瞳（いのうえひとみ）ソプラノ

12/23（（日）

予約 047-342-3189

クリスマス☆トリオが贈る
クラシックなひととき
本格的な室内楽でクリスマスの名曲を
お楽しみください。

(2回公演入替制)
①１３：00開演　②１５：３０開演
１５００円

演奏曲：ドビュッシー：トリオ、クリスマス・フェスティバル 他

出　演：クリスマス☆トリオ

内藤雅子(ないとうまさこ)フルート

小川泰則(おがわやすのり)チェロ

上野範子(うえののりこ)ピアノ

12/24（（月・休）

予約 047-366-4081

X’mas Jazz Night

開場18:30  開演19:00 
大人１０００円　中学生以下５００円12/8（金）

演奏曲：ジャズスタンダード、クリスマスソング 他

出　演：MKOSと仲間たち／P諸戸勝也(もろとかつや)

B日下部史貴（くさかべふみたか）

Dｓ奥山五月男（おく

やまさつお）Voまっくすずき

津軽三味線　芦田　洋（あしだひろし） 他

松お気軽にジャズをお楽しみください。

普段着でおいで下さい。

鈴木 誠（090-3336-8282）

美音と美食の出会い
美味しい音色を中国料理と音楽で奏でる
一夜限りのスペシャルディナーを
是非ご堪能下さい！！

19：00～
7,000円（税別）

※完全予約制

予約 047-382-5250

11/29（（木）

中国料理  天廣堂

演奏曲：バッハ無伴奏チェロ組曲より　ダニーボーイ

アヴェマリア他

出　演：白神 あき絵

中華とチェロの夕べ
本格中華料理と美しいチェロの調べで、
優雅なひと時をお楽しみください。

予約 047-363-3858

12/2（（日）

華 苑

演奏曲：バッハ/無伴奏チェロ組曲第3番

出　演：石崎翔子（チェロ）

１部18：30～ 
2部19：00～

※当店３階建てのお店です。
　１部は２階
　２部は３階での演奏となります。

新店舗では初めての音楽イベ
ントです。今年はバイオリン+
アコーディオンというさらにパ
ワーアップしたイベントです。

11/17（土）

Café de KAORI (カフェドカオリ）

中鉢聡テノールコンサート
予約 クラッシックの森 080-3205-1844

開場14：30 開演15：00
7,500円（税込）

開場18:00  開演19:00  6,000円（税込） ※1ドリンク軽食付

11/20（（火）

Latin Jazz
予約 090-6046-3133 出演 ： 青木タイセイ　伊達　弦　竹内恵里

※コーヒーor
紅茶＆スイーツ付

熱いサウンドを
至近距離で
お楽しみください。

迫力あるテノールの歌声とともに、
素敵な午後をお過ごし下さい。

予約 047-368-1959

3,800円（税別）
コース料理

17：00～
3,500円（税別）

※軽コース&飲み放題付き
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コルコバード

X’mas Jazz Night
開場19:00  開演19:30　2500円　※ワンドリンク付

12/14（金）

演奏曲：White Christmas, Georgia on my mind 他

出　演：MKOSと仲間たち／P諸戸勝也(もろとかつや)

B日下部史貴（くさかべふみたか）

Dｓ奥山五月男（おくやまさつお）

Voまっくすずき　

津軽三味線　芦田　洋（あしだひろし） 他

松戸のライブハウスに来てみませんか。
お気軽に普段着でおいで下さい。

鈴木 誠 （090-3336-8282）

12/24（（月） 和実花

創作和食と
ギターのコラボ

予約 047-710-7407

大人6,000円（税込） 

18：00～

お出汁と素材を生かした創作和食と
ギターの生演奏をお楽しみください。

演奏曲：ブラジル民謡組曲  H.ヴィラ＝ロボス

森に夢みる  A.バリオス　他

出　演： 明石　現

11/24（（土） 12/9（（日）

12/15（（土）

12/22（（土）

Youth音楽室inクラッシック♪2018 オペラティックXmasコンサート

大人のポップスXmasナイト

予約 047-711-8080 

開場18：00  開演19：00 
4,500円（税込）　※Xmasプレート+ワンドリンク付

1ステージ 開場15：30  開演16：00 Ò
 3,000円（税込） ※焼菓子+ワンドリンク付

2ステージ 開場18：00  開演18：30 
 4,500円（税込） ※Xmasプレート+ワンドリンク付

開場18：00  開演19：00 
4,500円（税込） ※Xmasプレート+ワンドリンク付

開場18：00  開演19：00     3,800円（税込） 

※Xmasプレート+シャンパンorジュース

演奏曲：アヴェマリア集・主よ人の望みの喜びよ・闘牛士の歌  他

出　演： 土橋　創（バリトン）・和久深雪（ピアノ）

カフェ＆バル 『類』

クリスマスのオープニングは本格的なバリトン歌
手とピアノによる迫力あるクラシカルナイトをお
楽しみください。

12/11（（火） MONKEY Sea & Realfood

予約 047-711-5722

6,000円（税込）
※予約制（先着順。満席になり次第受付終了。）

19：00～

ウッドをたくさん使った響きの良い店内で、お食
事を楽しんで頂きながら、昔懐かしの映画音楽
と、有名なジャズスタンダードナンバーを、きらび
やかなトランペットの音色に乗せてお贈りします。

演奏曲：ホワイト・クリスマス　ジングルベル 他

出　演：Sana Liber（サナ・リベル）

野津道夫（のつ みちお）トランペット

　松尾佳奈（まつお かな）ピアノ

Christmas Live Dinner♬
クリスマス・ライブ・ディナー

演奏曲：Ave Maria　O holy night　他

出　演：樺沢わか子（かばさわわかこ）メゾソプラノ

和田広野（わだひろの）テノール

池沢由香子（いけざわゆ

演奏曲：ホワイトクリスマス　他

出　演：泉　珠里（ボーカル）

掛川孝志（ピアノ）　中野秀一（ギター）

演奏曲：ザ、クリスマスソング

ホワイトクリスマス・哀愁のヨーロッパ  他

出　演：菅原智明（ギター）

定番のクリスマスソングの他、オペラアリアなど
生演奏の迫力を気軽にお楽しみください。

本格派ピアノ・ギターが奏でる、懐かしくて心にし
みるメロディーを、魅惑の歌声でお送りします。

ジプシージャズを中心に、ラテン・映画音楽など、情熱と
哀愁漂う演奏で素敵なクリスマスの夜をお届けします

12/20（（木）

12/25（（火）

Cello Duo X'mas!!

ジャズ＆ボッサXmas

開場18：00  開演19：00 　   3,800円（税込）

※クリスマスプレート+シャンパンまたはソフトドリンク付

開場18：00  開演19：00 　  4,500円（税込）

※Xmasプレート+シャンパンorジュース付

演奏曲：赤鼻のトナカイ アヴェ・マリア 他

出　演： Corydon×2　

坂田桃子 さかたももこ　李 信恵 リ・シンヘ

演奏曲：ジングルベル・星に願いを 他

出　演： Betty ＆ Yuri

クリスマス曲やクラシック曲を、
２つのチェロが奏でます！

ジャズスタンダード、ボサノヴァをピア
ノとギター、ヴォーカルで楽しくお送り
します。

ジプシージャズXmasコンサート

12/11（（火） 和菓子 峰月

演奏曲：聖母と御子　ラグリマ

タイスの瞑想曲 他

出　演：中島康男　田中忠行  山口敦史

予約 ０４７－３６２－２７８５

伝統の和菓子とクラシックギターの
優しい響きで、クリスマスのひと時
をお楽しみ下さい。

19：00～　1,000円（税込）　

※お茶と和菓子・和菓子のおみやげ付和菓子と
クラシックギターの調べ

12/20（（木） cafe kohaku

Cello Duo X'mas!!

予約 047-364-4245 ※チケット予約制

大人2,000円（税込） ※ワンドリンク・焼き菓子付

16：00～

クリスマス曲やクラシック曲を、２つのチェ
ロが奏でます！美味しいコーヒーと共にお
楽しみください。

演奏曲：サンタが街にやってくる　アヴェ・マリア 他

出　演： Corydon×2

(あらかじめ当店にて
     購入してください)

12/25（（火）

中国菜  戸芽主 チュウゴクサイ
ドメーヌ

自然派中華と
バイオリンのマリアージュ

予約 047-393-8480（完全予約制）

19：00～
大人5,400円（税込）

※ワンドリンク込み

演奏曲：タイスの瞑想曲、ユーモレスク、クリスマスソング 他

出　演：谷口亜実

化学調味料を使用せず、素材の味を生かした中華料理と
自然派ワインをバイオリンと共にお楽しみ下さい。
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入場
無料松戸の街角で楽しむ小さな演奏会

子供サロンコンサート
ボサノバとポップスの夕べ

12/8（（土） 12/14（（金）

13:00～
18:00～
軽食とワンドリンクをご用意します、基本予約制。

松戸商工会議所 2Fサロン センチュリー21山一ハウス

コメンテーター：小原由起子（ピアニスト）

演奏曲：イパネマの娘、マシュケナダ、黒いオルフェ　他

出　演：Betty 大竹

無料

無料主催：松戸商工会議所女性会
問合せ 松戸クラッシック音楽を楽しむ会 090-1805-2206 問合せ 047-362-0021 

松戸商工会議所女性会が市民の皆様にお送り

する特別な音楽祭です。松戸市内の音楽指導

者により推薦された未来の音楽家を目指す子

供達（小学生〜中学生）が精一杯演奏します。

応援よろしくお願いいたします。

ボサノバと言えば、一度は聞いた事があるでしょう。

そうあの軽快なリズムに乗って過ごす夕べのひと時。

呉服店でクリスマスソングのひとときを
12/1（（土）14:00～ 葛西屋呉服店

演奏曲：「ふるさとの四季」「マイ・ウェイ」
オペラ《フィガロの結婚》より「序曲」 他

出　演：聖徳女声アンサンブル
田村紗梨緒(たむらさりお)
西村祐美子(にしむらゆみこ)
真野綾子(まのあやこ)
吉田薫(よしだかおる)
 　ピアノ: 森嶋奏帆(もりしまかなほ)　

無料

問合せ 047-367-2026 

師走の初日、呉服に囲まれながら、クリスマスソングを楽しみませんか。

※先着30名様着座、

　満席の場合は立ち席

　松戸市シティー・ミニコンサート

音楽の詰め合わせ～Assorted music～
開場11:30  開演12:15（12:45終了予定）

開場13:00  開演13:30（15:40終了予定）

開場11:30
開演12:15（12:45終了予定）

松戸市役所 市議会議場

森のホール21 小ホール

演奏曲：ラテンメドレー　マイフェイバリットシングス  他

出　演：Quartetto Leaf　Sop. Sax 彦坂優太　Alto. Sax 彦坂僚太

Ten. Sax 中谷弘志　 Bari. Sax 金山佑真

コンサートの詳細は松戸市ＷＥＢサイトよりご確認下さい。

http://www.city.matsudo.chiba.jp/event/kanko/city_mini/index.html

11/21（（水）

＊12月

＊20周年記念コンサート

＊11月

市民会館

レーベンスルスト・
フィルハーモニー管弦楽団

11/25
（日）

開場13：30　開演14：00

平潟神社

演奏曲：ハリヴォルセン パッサカリア

モーツァルト ヴァイオリンとチェロのための二重奏

クリスマスソング

　出 演：谷口亜美（ヴァイオリン）
　豊原さやか（チェロ）

東京藝術大学出身の2 人が奏でる、

美しい弦楽器の調べをお楽しみ下さい。

クリスマスコンサート
～ヴァイオリンとチェロの調べ～

平 潟 神 社 が

いつ頃造られたか定かではあ

りませんが、隣接する来迎寺

（1609 年創建）の境内に水神

社として祀られたもので、文化

年間（1806 〜 17）に幕府が制

作した分間延絵図には来迎寺

及び水神社の記述があります。

祭神は「水波之女命（みずはめ

のみこと）」で秋葉神社、三峯

神社を合祀しています。江戸川

沿いの水運ともかかわりのあっ

た近隣地区では篤く信仰され現

在に至っています。

平潟神社

無料

11/24
（土）

開場13：00　開演13：45

「みんなで音楽をしよう」という思いのもと、2016 年4 月、20 以上の学校等

から学年や専門を超えて集まった、大学生を中心とするオーケストラ団体

です。レーベンスルスト（Lebenslust) はドイツ語で「生きる喜び」という

言葉です。月に2、3 度ほど集まって練習を重ねてい

ます。

　第１回演奏会（2017 年４月）では、ベートーベンの

交響曲5 番「運命」とシューベルトの交響曲「未完成」

他を、第２回演奏会（2018年3月）ではメンデルスゾー

ンの交響曲第５番「宗教改革」とブラームスの交響

曲第2 番他を演奏しました。第3 回演奏会（2018 年

9 月）にはソリストに坂上諒氏を迎え、シューマンの

チェロ協奏曲とドヴォルザーク交響曲第７番他を演

奏しました。

演奏曲：シベリウス/交響詩「フィンランディア」　アンダーソン/クリスマス・フェスティバル

ベートーヴェン/交響曲第５番「運命」

　　　　　　　　　　　　　　茨城県守谷市に生まれる。

５歳よりピアノを、その後市川学園オーケストラ部にて 13

歳よりファゴットを学ぶ。また、14 歳より合唱及びオー

ケストラの指揮を始め、指揮者の道を志す。トリフォニー

ホール・ジュニア・オーケストラに所属し、松尾葉子氏の

指導のもとオーケストラと指揮について学ぶ。松尾葉

子氏の紹介で、15 歳の頃から松浦修氏に師事し、

本格的に指揮の勉強を始める。また、鈴木織衛氏のレッス

ンを受講する。高校を卒業後、2015 年、東京藝術大学

音楽学部指揮科に入学し、高関健氏、山下一史氏に師事

する。大学にて、尾高忠明氏、ジョルト・ナジ氏、ラース

ロー・ティハニ氏のマスタークラスを受講する。2013 年

より、「Mother Earth Project」にて指揮を振り始

め、現在まで正指揮者を務める。

指揮  神成 大輝

無料

12/19（（水）

3/9（（土）

無料
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Map Map 

主　　催：松戸駅周辺商業協同組合

後　　援：（公財）松戸市文化振興財団

（一社）松戸市観光協会

松戸駅周辺活性化推進協議会

特別協賛：　　　　 松戸商工会議所

松戸クリスマス音楽祭実行委員会：
トラベラーズ・カフェ（プロデュース）、松戸クラッシック音楽を楽しむ会（企画協力）、

㈲宝星、八嶋商店、葛西屋呉服店、㈲鈴和商会、(株)有田商店、㈱山一ハウス

参加団体（順不同）

松戸駅前商工振興会、本町大通り商店会、本町中通り共栄会、高砂通り商店会、不動会、二丁

目中通り商店会、伊勢丹通り商店会、アトレ松戸、プラーレ松戸、JR東日本松戸駅、新京成電

鉄、ＪＴＢ首都圏松戸西口店、野村證券松戸支店、SMBC日興証券松戸支店、千葉銀行松戸支

店、みずほ銀行松戸支店、聖徳大学、松戸商工会議所、松戸市
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