
ミロ・クァルテット  ベートーヴェン・サイクル Ⅰ～V
恒例のベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会。
Cool and Smart! そんな言葉が浮かんで来そうな、
アメリカを代表するクァルテットの登場です。力強い
一体感の中で、時には火花を散らすベートーヴェン
を表現します。アメリカで最も旬なクァルテットの演
奏にご期待ください。

Ⅰ　6月7日（日）
第3番、第2番、第1番、第5番、第4番、第6番 

Ⅱ　6月11日（木）
第7番「ラズモフスキー第1番」、第8番「同 第2番」、
第9番「同 第3番」

Ⅲ　6月13日（土）
第10番「ハープ」、第11番「セリオーソ」、第12番

Ⅳ　6月18日（木）
第15番、第13番（大フーガ付）

Ⅴ　6月20日（土）
第14番、第16番、第13番から第6楽章「アレグロ」

弦楽四重奏：ミロ・クァルテット　
ヴァイオリン：ダニエル・チン、ウィリアム・フェドケンホイヤー
ヴィオラ：ジョン・ラジェス 
チェロ：ジョシュア・ジンデル  

ブルーローズ（小ホール） ◎2015年2月先行発売予定　（「レインボウ21」は4月発売予定）

毎年初夏に国内外の素晴らしい演奏家たちが色とりどりの花を咲かせます。
室内楽の美しい響き、喜びに満ちた音楽の庭にどうぞお出かけください。

Vol.1　6月12日（金）ＡＭ

コントラバス：𠮷田秀   他　

Vol.2　6月12日（金）ＰＭ

ソプラノ：天羽明惠、野田ヒロ子　
テノール：櫻田亮、今尾滋　
ピアノ：古藤田みゆき　

Vol.3　6月13日（土）ＰＭ

ピアノ：小山実稚恵
チェロ：堤剛

マルシェ ワンコイン・コンサート
6月13日（土）ＡＭ、20日（土）ＡＭ

アカデミーで研鑽を積んだメンバーによる珠玉の室内楽名曲選を、
ワンコイン（500円）で気軽に楽しめます。
出演：サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー

スペシャル・ナイト
6月19日（金）ＰＭ

アカデミー講師陣によるスピンオフ企画。王道の室内楽からピアソラ
まで、ジャンルレスの音楽で魅了します。

 　 印の公演は「サントリーホール ENJOY! MUSIC プログラム」の一環として開催されます。

ＣＭＧスペシャル

車いす利用者のための
室内楽演奏会

～東京都立特別支援学校の方々を迎えて～

都立特別支援学校の方々 をご招待して2013年
より開催、今回も室内楽演奏をお届けします。

6月予定

　

音楽を学ぶ大学生たちのプロ
デュース公演。公募で選ばれ
た独創的なプログラムが並び
ます。学生たちには演奏会制
作の現場を体験する機会とも
なっています。

6月8日（月）、9日（火）、
10日（水）

サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン2015

ミロ・クァルテット

2014年公演より 2014年公演より

チェンバーミュージック・ガーデン・オープニング

堤剛プロデュース2015 
チェンバーミュージック・ガーデン2015年の幕開けは、様 な々出会
いや再会が織り成す共演です。フランスを拠点に活躍する児玉と、
世界の“Kyoko Takezawa”として国際的に活躍する竹澤がともに
広げる濃厚なチャイコフスキーの世界。また、40年近く東京クヮ
ルテットとして室内楽の世界をリードしてきた池田、磯村の出会い
は、まさに「いま、ここでしか聴けない」音楽となるでしょう。

6月6日（土）

堤剛 ©鍋島徳恭 池田菊衛 磯村和英
©Marco Borggreve

児玉桃
©Marco Borggreve

竹澤恭子
©Tetsuro Takai

チェロ：堤剛
ピアノ：児玉桃
ヴァイオリン：竹澤恭子 、池田菊衛
ヴィオラ：磯村和英

ENJOY! ウィークエンド
週末に気軽に楽しめる60分のコンサート。親しみやすい公演から本格的な
プログラムまで、多彩な顔ぶれの名手たちがとっておきのレパートリーを披露します。
土曜日の午前中には、カラヤン広場のヒルズマルシェと同時開催のワンコイン・コンサートをお楽しみください。

Vol.4　6月19日（金）ＡＭ

パーカッション：安江佐和子　他

Vol.5　6月19日（金）ＰＭ

ヴァイオリン：池田菊衛　
ヴィオラ：磯村和英   他
　
Vol.6　6月20日（土）ＰＭ

ハープ：吉野直子   他　

レインボウ21
サントリーホール デビューコンサート2015

𠮷田秀

安江佐和子

小山実稚恵  ©Wataru Nishida
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8月30日（日）
指揮：杉山洋一　管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団

チェンバーミュージック・ガーデン 
フィナーレ
チェンバーミュージック・ガーデンを彩ってきたアーティスト
が集い、室内楽の花が咲き誇るフィナーレ。ガーデンなら
ではの贅沢な音楽の華をお楽しみください。

6月21日（日）
チェロ：堤剛　ヴァイオリン：池田菊衛　
ヴィオラ：磯村和英　ピアノ：若林顕
弦楽四重奏：ミロ・クァルテット、クァルテット・エクセルシオ
サントリーホール室内楽アカデミー選抜アンサンブル   他

第25回芥川作曲賞
選考演奏会

「芥川作曲賞」は、戦後日本の音楽界の発展に多大な貢献をされた故・芥川也寸志氏
の功績を記念して、1990年に創設されました。日本人新進作曲家による交響管弦楽
曲の中から、もっとも清新かつ将来性に富む作品を公開の演奏選考会形式により選
定し贈賞、受賞者には新しい管弦楽曲の作曲を委嘱し、2年後の演奏会で初演します。

Concert #1
2012年のガーデンにて、エ
ネスコの八重奏で熱狂の
渦を巻き起こした竹澤。今
回は児玉とともに、若手世
代にどのような魔法をかけ
るのか、お楽しみに。

6月12日（金）
ピアノ：児玉桃　ヴァイオリン：竹澤恭子
サントリーホール室内楽アカデミー選抜アンサンブル   他

Concert #2
厚みのあるサウンドと流麗
なメロディーでヨーロッパの
みならず、世界を魅了する
クス・クァルテット。日本の
若手世代を代表するアカデ
ミー生と掛け合う室内楽の
醍醐味を堪能してください。

6月14日（日）
弦楽四重奏：クス・クァルテット　
　ヴァイオリン：ヤーナ・クス、オリヴァー・ヴィレ
　ヴィオラ：ウィリアム・コールマン
　チェロ：ミカエル・ハクナザリアン
サントリーホール室内楽アカデミー選抜アンサンブル   他

クス・クァルテット　
若林顕　©Wataru Nishida

サントリーホール
室内楽アカデミー ゲストコンサート

クァルテット・エクセルシオ ©小倉直子

公 演スケジュール

6/6 土 6/7 日

6/8 月

6/15 月

6/9 火

6/16 火

6/10 水

6/17 水

6/11 木

6/18 木

6/12 金

6/19 金

6/13 土

6/20 土

6/14 日

6/21 日

レインボウ21 サントリーホール デビューコンサート2015

ENJOY! ウィークエンド

ENJOY! ウィークエンド

ミロ・クァルテット 
ベートーヴェン・サイクルⅡ 

ミロ・クァルテット 
ベートーヴェン・サイクルⅣ 

ミロ・クァルテット 
ベートーヴェン・サイクルⅢ 

ミロ・クァルテット 
ベートーヴェン・サイクルⅤ 

ミロ・クァルテット 
ベートーヴェン・サイクルⅠ

公開マスタークラス

室内楽アカデミー 
ゲストコンサート#2

室内楽アカデミー 
ゲストコンサート#1

オープニング
堤剛プロデュース
2015

チェンバー
ミュージック・
ガーデン フィナーレ

8月23日（日） 指揮：大野和士　

ザ・プロデューサー・シリーズ

長木誠司がひ
●

ら
●

く
●

2010年から委嘱作品の初演を大阪で行い、13年に芸術祭賞優秀賞を
受賞したシリーズ。話題の委嘱作品を、今回は東京で一挙に再演します。

トランスミュージック 特別公演

●サマーフェスティバル2014より

ザ・プロデューサー・シリーズ3年目は、音楽学者・長木誠司
による企画を開催。大ホールでは大野和士＆都響を迎え、
平和へのメッセージを込めて、オーケストラ・大合唱・人間の
声が織り成す壮絶な音の饗宴
を日本初演で、ブルーローズ
では無伴奏合唱アンサンブル
による精妙な世界を堪能いた
だきます。＜人間の声＞のもつ
精彩と魅力にご期待ください。 長木誠司

ザ・プロデューサー・シリーズ　
木戸敏郎がひらく　「20世紀の伝言」 

8月26日（水）　ブルーローズ（小ホール）　

ピアノ：碇山典子、中川俊郎　ギター：鈴木大介　
サクソフォン：井上麻子　
ＭＩＤＩアコーディオン：岡野勇仁　
指揮：野平一郎　東京シンフォニエッタ

ザ・プロデューサー・シリーズ　
木戸敏郎がひらく「始原楽器の進行形」 

サントリーホール国際作曲委嘱シリーズNo.38

テーマ作曲家〈ハインツ・ホリガー〉
世界の第一線で活躍する作曲家に管弦楽作品を委嘱・初
演するシリーズ。故・武満徹の提唱により1986年開館時に
スタートし、細川俊夫監修3年目にあたる2015年は、スイ
スのハインツ・ホリガーの登場
です。オーボエ奏者・指揮者
として精力的に活躍するホリ
ガー自身の指揮による管弦楽
演奏会に加え、ブルーローズ
では室内楽作品を紹介します。ハインツ・ホリガー

8月27日（木）

※ブルーローズ（小ホール）公演も予定

指揮：ハインツ・ホリガー　
管弦楽：東京交響楽団

サントリー芸術財団 サマーフェスティバル2015

Suntory Foundation for Arts'
Summer Festival 2015

1987年より毎夏、同時代の音楽や最新の作品を紹介する「サマーフェスティバル」をサントリー
ホールで開催しています。2013年より新たに〈ザ・プロデューサー・シリーズ〉をスタート、年毎の
プロデューサーが現代の名曲の数々や、音楽の枠におさまりきらない多彩でチャレンジングな
ステージをお届けします。13年は池辺晋一郎、14年は木戸敏郎の世界を取り上げました。

◎2015年5月発売予定   問合せ：東京コンサーツ 03-3226-9755

室内楽アカデミーのゲスト指導者が、その技量を最大限に発
揮してお届けするコンサート。綿密な指導の中で構成されてい
くフェローとの上質なアンサンブルを聴かせます。

管弦楽：東京都交響楽団　新国立劇場合唱団   他

　 29日（土）　ブルーローズ（小ホール）　

児玉桃
©Marco Borggreve

竹澤恭子
©Tetsuro Takai

室内楽公開マスタークラス
クラシック音楽の本流であるドイツのクス・クァルテットが、
室内楽のサウンドの作り方を解き明かすマスタークラスを開
催します。

6月15日（月）クス・クァルテット（弦楽四重奏）　
受講：サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー

国際作曲委嘱シリーズNo．37
テーマ作曲家〈パスカル・デュサパン〉管弦楽
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2015年のウィーン･フィルハーモニー ウィーク イン ジャパンは、11年に
ウィーン･フィルとの日本公演で好評を博したクリストフ・エッシェンバッハ
が再登場します。共演を重ねるたびにオーケストラとの相性が一段と良
くなり、14年5月のシェーンブルン宮殿庭園での野外コンサートでは10万
人の観客を沸かせました。今回のツアーでは、待望のピアノの弾き振り
が予定されており、名ピアニスト・エッシェンバッハの魅力も堪能できます。

チョン・ミョンフン
©Jean-François Leclercq

毎年、一人のアーティストの“今”に焦点を当てて開催する「サントリー
ホール スペシャルステージ」。2015年は、世界的指揮者チョン･ミョ
ンフンが登場します。オーケストラ公演のほか、チョン･ミョンフン
のピアノによる室内楽や、指揮のマスタークラスを予定しています。

10月中旬予定

サントリーホール 
スペシャルステージ2015

チョン・ミョンフン

指揮＆ピアノ：チョン・ミョンフン   他
◎2015年5月発売予定

秋の音楽シーズン幕開けを彩る華やかなお祭りコンサート。
オーケストラをはじめ様 な々ジャンルのアーティストが集う舞台とともに、

お客様も華やかに装い、大人の社交場をお楽しみください。

10月3日（土）  ◎2015年6月発売予定

クリストフ･エッシェンバッハ指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

10月2日（金）～8日（木）  
◎2015年4月先行発売予定

［全国公演日程］

©Terry Linke

2011年にスタートした秋のクラシック音楽の祭典。
毎年、世界のトップ・アーティストによる質の高い企画をお届けしています。

ウィーン・フィルのメンバーは伝統を
若い人たちに伝えたいという強い意
志のもと、後進の指導に積極的に
取り組んでいます。一般より受講生
を募集し、マスタークラスを開催し
ます。（日本語通訳付）

ウィーン・フィル首席奏者による
マスタークラス

10月5日（月）  
ブルーローズ（小ホール） 
◎2015年6月発売予定

サントリーホールとウィーン･フィルが、若い世代に向
けた音楽教育活動の一環として開催するコンサート。
中高生を対象とした特別プログラムで、原則として学
校単位の参加となります。（休憩なし、約1時間）

サントリーホール＆ウィーン･フィルの青少年プログラム

10月予定 指揮：クリストフ・エッシェンバッハ

管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウィーン・フィルのリハーサルを無料で公開します。世
界最高のアーティストたちの音楽創りの現場に立ち
会える絶好のチャンスです。

無料公開リハーサル 

10月予定
指揮：クリストフ・エッシェンバッハ
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
◎2015年8月に公募予定

クリストフ･エッシェンバッハ

2014年公演より

2014年公演より

2014年公開リハーサルより

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2015

◎2015年1月より募集開始予定

サントリーホール フェスティバル2015

サントリーホール フェスティバル2015
オープニング・フェスタ
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キユーピー スペシャル
サントリーホール 

ニューイヤー・コンサート2015
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
サントリーホールで過ごすお正月。華やかなウィンナ･ワルツ
やポルカを名歌手の歌声、バレエ・パフォーマンスとともに
お届けします。

1月1日（木・祝）、2日（金）、3日（土）
指揮：ルドルフ・ビーブル　ソプラノ：アンドレア・ロスト　
テノール：メルツァード・モンタゼーリ
管弦楽：ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団　
舞踏：ウィーン・フォルクスオーパー・バレエ団メンバー
◎発売中

オービック・スペシャル・
コンサート2015
コバケンの名曲の花束
 Vol.4
マエストロ・コバケンこと小林研一郎と
日本フィルの演奏、趣向を凝らした演
出で、毎年好評のコンサート。

5月25日（月）
指揮：小林研一郎
ピアノ：及川浩治
ナビゲーター：朝岡聡
管弦楽：日本フィルハーモニー
　　　　交響楽団
◎2015年1月26日発売予定

サントリーホール クリスマスコンサート2015

バッハ・コレギウム・ジャパン『メサイア』
世界トップレベルの人気と実力を誇るバッハ・コレギウム・ジャパン
の『メサイア』全曲演奏会。キリストの降誕から受難、復活に至
る生涯を描いた壮大な作品をお楽しみください。

12月23日（水・祝）
指揮：鈴木雅明　合唱・管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン
◎2015年9月発売予定

サントリーホール

クリスマス オルガンコンサート2015
バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマス物

パジェント

語
美しい合唱の調べとオルガンの荘厳な響き。バッハ・コレギ
ウム・ジャパンが聖夜に贈る、クリスマスならではの楽しいプ
ログラムをお届けします。

12月24日（木） ◎2015年9月発売予定
オルガン：鈴木優人　合唱：バッハ・コレギウム・ジャパン
構成・演出・編曲：鈴木優人　

サントリーホール

ジルヴェスター・コンサート2015
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
一年の終わりをウィーンの心躍る音楽や華やかなバレエで
締めくくり、楽しいカウントダウンの演出で明るい新年を迎え
ていただく、サントリーホール年末恒例の人気企画。

12月31日（木）◎2015年9月発売予定

アークヒルズ音楽週間
サントリーホール フェスティバルにあわせて、秋に開催す
る音楽イベント。サントリーホール前の広場、ホールのホ
ワイエ（ロビー）を中心に、周辺の美術館やホテルなども
含めて地域全体を音楽で彩ります。

小林研一郎 ©Satoru Mitsuta

※写真はこれまでの公演より

サントリーホールの
オルガン・カフェ
2014年に新企画として大好評を博したオルガンコン
サートの第2弾。休日のひととき、カフェに行くように気
軽にオルガン音楽をお楽しみいただけます。

10月12日（月・祝）
◎2015年7月発売予定

10月3日（土）～10日（土）予定

内田光子 
ピアノ・リサイタル 2015

Mitsuko Uchida Piano Recital 2015 

現代最高のピアニストのひとり、内田光子が2年ぶり
に日本の“ホーム”であるサントリーホールでリサイタル
を開催。シューベルトとベートーヴェン、王道のピア
ノ作品を内田ならではの音楽観で掘り下げます。

◎2015年7月発売予定
11月10日（火）、15日（日）　

内田光子 スペシャルトーク
11月4日（水）　ブルーローズ（小ホール）

2013年公演より

2013年のスペシャルトークより
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サントリーホール  ＥＮＪＯＹ！ ＭＵＳＩＣ プログラム
未来を担うこどもたちや、若いプロフェッショナルな音楽家たちに向けたプログラム、
すべての人に身近なホールとなるための様々な取り組み――サントリーホールは、
音楽の持つ深い喜びを分かち合える場となることに努めています

東京交響楽団＆サントリーホール

「こども定期演奏会」

バークレイズ証券株式会社 特別協賛

2015シーズン
〈オーケストラ・タイムマシーン〉

サントリーホール 夏休みオルガン企画

「それいけ！オルガン探検隊」
サントリーアートキッズプログラム

オープンハウス 
～サントリーホールで遊ぼう！

日本フィル＆サントリーホール

平日マチネコンサートシリーズ

サントリーホール 
オルガン プロムナード 
コンサート

日本初、こどものためのオーケストラ定期演奏会。
2014年に引き続き、毎回異なる指揮者による演
奏をお楽しみいただきます。

夏休み恒例、パイプオルガンの「なるほど！」がいっぱいつまっ
た体験型企画。楽器の王様、パイプオルガンをもっと知って
もらうための特別な一日、ファミリーで楽しめます。

サントリーホール＆サントリー美術
館がお届けする、未就学（3歳～6
歳）のこどもたちを対象としたプロ
グラム。音楽と美術で、こどもたち
の創造性や感受性を引き出します。

アークヒルズの「さくらまつり」
に合わせ、サントリーホールを
一日無料開放。演奏やさまざ
まなイベントをお楽しみいただ
きます。

平日の昼間、日本フィルとサントリーホールが新たなクラシックコンサート
の楽しみをお届けするシリーズ。歌舞伎やミュージカルとのコラボレーショ
ンなどを予定しています。

大ホール正面にある「ホールの顔」、楽器の王様
と言われるオルガン。お昼休みの30分間、どう
ぞお気軽にご来場ください。

入場無料

入場無料

※他ページに掲載のEnjoy! Music プログラム対象公演には　 印をつけています

4月11日（土）

 　 7月4日（土）

9月26日（土）

11月14日（土）

「ずっと昔…」（バロックと古典）　
指揮：藤岡幸夫　チェロ：北村陽

「ちょっとロマンティック」（ロマン派前期）
指揮：垣内悠希　ピアノ：金子三勇士

「もっとロマンティック！」（ロマン派後期）
指揮：岩村力　ヴァイオリン：神尾真由子

「私たちの時代」（近代～コンテンポラリー）   
指揮：飯森範親　マリンバ・木琴：三村奈 恵々

オルガン：山田由希子
オルガン：モニカ・メルツォーヴァ
オルガン：中川紫音
オルガン：アレックス・ガイ
オルガン：川越聡子
オルガン：マリア・マグダレナ・カチョル

7月18日（土）◎2015年4月発売予定7月25日（土）、26日（日）
ブルーローズ（小ホール）
◎2015年5月発売予定

4月4日（土）  
指揮・オルガン：鈴木優人
演奏：横浜シンフォニエッタ　他

5月19日（火）、9月8日（火）、2016年2月23日（火）
◎2015年2月発売予定　管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団  

1月15日（木）

2月12日（木）

3月19日（木）

4月16日（木）

5月14日（木）

6月25日（木）
　

港区＆サントリーホール 
Enjoy! Musicプロジェクト
港区の小学校4年生を対象とし
たコンサート。小学校での事前
学習を含む、創作と鑑賞をリン
クさせたプロジェクトです。

（一般発売はございません）

10月29日（木）
指揮：大野和士　
演奏：東京都交響楽団　他

指揮者体験コーナー

バックステージツアー
ユニバーサルデザイン ステージ周辺や楽屋、アーティスト･ラウンジなど通常ご

覧いただけないバックステージをご案内するホール内見
学ツアー。当日開催される「オルガン プロムナード コン
サート」もあわせて楽しめます。（要事前申込）

ホール内設備にユニバーサルデザイン（UD）を採用。車いすのお客様
向けのUD対応席（大ホール・最大18席）、オストメイト対応トイレ、ホワ
イエのスロープ、手すり等が設置されています。

＊就学前の小さな
お子様をお連れの
方は、ブルーロー
ズ（小ホール）の大
型スクリーンでご
鑑賞いただけます。

オルガン プロムナード コンサートと同日開催（予定）車いす用スロープ 車いす対応席

2014年公演より

2014年公演より

◎2014年12月18日発売 司会：坪井直樹各回とも 管弦楽：東京交響楽団

サントリーホール 佐治敬三 ジュニアプログラムシート
若い世代へのクラッシック音楽の継承を願っ
てやまなかった初代館長・佐治敬三の遺志を
継いだプログラム。小･中学生を対象に各回ペ
ア3組を大ホールでの土日祝日の公演にご招
待しています。

音楽に出会うよろこびを 未来を担うこどもたちへ

より開かれたホールをめざして

7月16日（木）、9月10日（木）、10月22日（木）、

11月19日（木）、12月17日（木）

© Herbie Yamaguchi

藤岡幸夫 垣内悠希

岩村力 飯森範親

大野和士

© Megu © Jean Philippe Raibaud

© Naoyasu Uema

©山口敦　

参加無料
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サントリーホール ＥＮＪＯＹ！ ＭＵＳＩＣ プログラム

サントリーホール アカデミー

オペラ・アカデミー 室内楽アカデミー

プロフェッショナルとして歩みはじめた若手音楽家を対象とし
た、オペラと室内楽の二部門からなるアカデミーを開講して
います。 世界の第一線で活躍するアーティストに学ぶのみな
らず、定期的に開かれる勉強会に参加して研鑽を積み、ブ
ルーローズ（小ホール） 公演で成果を発表します。

世界で活躍する声楽家を育
てて2013年に20周年を迎
えたアカデミー。2011年より
ジュゼッペ・サッバティーニを
エグゼクティブ・ファカルティ
に迎えて開催しています。

2010年開講、14年の第3期より元東京クヮル
テットの池田菊衛、磯村和英がアソシエイト・
ディレクターとして参加しています。

サントリーホール 
オペラ・アカデミー コンサート

サントリーホール 
チェンバーミュージック・ガーデン 

エグゼクティブ・ファカルティ
のジュゼッペ・サッバティーニ
は、元テノール歌手で現在
指揮者・声楽指導者として
活躍しています。彼の薫陶
を受けた若き歌手とピアニス
トたちが、珠玉の歌曲やオ
ペラの名曲を披露します。

5月27日（水）
ブルーローズ（小ホール）  ◎2015年3月発売予定

「ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金」は2012年4月に設立、助成事業および公演事業を行っ
ています。この基金は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団からサントリーホールを通して「震災に遭
われた最も大切な日本の友人たちへ、お見舞の気持ちを伝えたい」と1億円の寄付の申し出があり、
長年、同楽団の日本公演のパートナーとして信頼関係を構築してきたサントリーグループもこの主旨
に賛同、同額を拠出してマッチング・ファンドとして設立したものです。

ウィーン・フィル＆サントリー
音楽復興基金

― 音楽を通じた震災復興支援 ―

被災地または日本全体に活力を与え続けたいと
いう願いにもとづき、全国から目的に沿った活動
を募集、「音楽復興祈念賞」を授与し助成金を
交付します。受賞者の希望に応じて、ウィーン・フィ
ル メンバーが演奏・指導等に参加します。

ウィーン・フィル メンバーが継続的に被災地を訪れ、
こどもたちとその家族のためのコンサートを開催し
ます。2012年は宮城県、13年は岩手県、14年は
福島県郡山市と南相馬市にて演奏、また仙台ジュ
ニアオーケストラを継続的に指導しています。

被災地の高等学校吹奏楽部生による 
みちのくウインド・オーケストラ 
vol.3　～吹奏楽で未来を描く
東日本大震災で大きな被害を受けた地域の
吹奏楽部生を応援し、サントリーホールで演奏
会を開催します。2012年の宮城県太平洋沿
岸地区、14年の福島県相双地区に引き続き、
3回目となる15年は岩手県沿岸地域から「み
ちのくウインド・オーケストラ」を結成します。

4月1日（水） ゲスト：日野皓正（トランペット）   指揮：真島俊夫　他
2014年公演より

サントリーホール 
オペラ・アカデミー公演
オペラ・アカデミーのメン
バーが、ブルーローズ（小
ホール）を舞台にオペラ
を上演。会場の密な空
間を活かしたステージが
毎回好評です。

開催時期未定
ブルーローズ（小ホール）  オペラ・アカデミー20周年記念公演

モーツァルト：コジ・ファン・トゥッテ（2013年）

第2回音楽復興祈念賞受賞
特定非営利活動法人 京都フィルハーモニー室内合奏団

「音楽でつながろう！福島～京都～ウィーン」
ヴィオラ指導：マリオ・カルヴァン（2014年5月）

こどもたちのためのコンサート in 郡山
（2014年9月21日 郡山市民文化センター大ホール）

公演事業 ～ウィーン・フィル
「こどもたちのためのコンサート」の開催

（2012年～16年）

助成事業 ～音楽復興祈念賞の贈賞
（2013年～22年）

音楽を創るよろこびを 若きプロフェッショナルたちへ

※詳細はP2～4をご覧ください

● ENJOY! ウィークエンド
● 室内楽アカデミー ゲストコンサート
● フィナーレ 他

6月6日（土）～21日（日）

1 2    SUNTORY HALL  Conc e r t  Ca l enda r  2015 SUNTORY HALL  Conc e r t  Ca l enda r  2015    1 3    


	1）SH2015_02_03_1121
	2）SH2015_04_05_1121
	3）SH2015_06_09_1121
	SH2015_02_13_1121_2

	4）SH2015_10_13_1121

