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公益財団法人サントリー芸術財団（SUNTORY FOUNDATION for the ARTS） 

                                             2022 年 4 月（ sh.0376） 

無料ライブ配信番組「こども音楽フェスティバルオンライン！」 

番組内で配信される全 16 公演が決定 

5 月 4 日（水・祝）～5 月 7 日（⼟）「こども音楽フェスティバル」 
 

公益財団法人ソニー音楽財団（所在地：東京都千代田区、理事長：水野道訓）と公益財団法人サントリー芸術

財団（所在地：東京都港区、代表理事：堤 剛、鳥井信吾）は、2022 年 5 月 4 日（水・祝）～5 月 7 日（⼟）

の４日間、こどもを対象とした世界最大級のクラシック音楽の祭典「こども音楽フェスティバル」*をサント

リーホールおよびアーク・カラヤン広場等 周辺施設にて主催いたします。期間中会場への来場が難しい方へ

向けて、ライブ配信番組「こども音楽フェスティバルオンライン！」にて、フェスティバル内で開催される公

演等を無料ライブ配信いたします。このたび、ホール内で開催される全 18 公演のうち 16 公演を、番組内で

無料ライブ配信することが決定いたしました。どなたでも、こども音楽フェスティバルの様子をオンラインで

お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

それぞれの公演の合間には、パーソナリティによるトークやアーク・カラヤン広場のミニステージの模様など、

盛りだくさんな内容でお届けします。詳細は、随時こども音楽フェスティバル公式 WEB サイト

（https://www.kofes.jp/）にて公開いたします。 

 

【「こども音楽フェスティバルオンライン！」概要】 

●配信プラットフォーム 

ソニー音楽財団公式 YouTube チャンネル「こどものためのクラシック」 

https://www.youtube.com/channel/UCjtxBdsKe5RBSgcqTj_SL0A 

※事前にチャンネル登録いただくと、当日もスムーズにご覧いただけます。 

 

 デジタルサントリーホール 

https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/dsh/ 

こども音楽フェスティバル 

https://www.youtube.com/channel/UCjtxBdsKe5RBSgcqTj_SL0A
https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/dsh/


 

●配信日時・URL 

5 月 4 日（水・祝）12:30～20:15 https://youtu.be/hMINbLhdv8c 

5 月 5 日（木・祝）10:00～19:15 https://youtu.be/qtLt8-wyfKc 

5 月 6 日（金）9:45～18:30 https://youtu.be/b2XcnEGUHLs 

5 月 7 日（⼟）10:00～21:15 https://youtu.be/RF9JzvT1344 

 

●番組内でのライブ配信対象公演 

 ＜5 月 4 日（水・祝）＞ 

 13:00～ Concert for KIDS ～0 才からのクラシックⓇ～ ＜スペシャル版＞ 

14:30～ オープニング・ガラ・コンサート 

16:30～ リクエスト・コンサート 弦楽器のひみつ ～マロと仲間たちによる～ 

19:00～ リクエスト・コンサート サックスのひみつ ～トルヴェール・クヮルテットによる～ 

 

＜5 月 5 日（木・祝）＞ 

 10:30～ Concert for KIDS ～0 才からのオーケストラ～ 

12:00～ 神崎ゆう子＆おかわり団の えほんだいすき！ アンダーソンだいすき！！ 

15:00～ ピアノ練習曲のコンサート ～プロが弾くとこんなにすごい！？～ 

18:00～ リクエスト・コンサート 金管楽器のひみつ ～N 響メンバーによる～ 

 

＜5 月 6 日（金）＞ 

10:00～ こどものための オルガン プロムナード 

11:00～／14:00～ Concert for KIDS ～0 才からの鼓童～ 

17:00～ はじめてのオペラ『ヘンゼルとグレーテル』～おかしな森とお菓子な魔女～ 

 

＜5 月 7 日（⼟）＞ 

10:30～ ピアノの祭典 ～ソロ、連弾、2 台、6 台！～ 

12:00～ ０才まえのコンサートⓇ ～プレママに贈るリラックス・チェロ・アンサンブル～ 

14:30～ 中高生のための ベスト・オブ・吹奏楽 

19:00～ クロージング・コンサート ～ディスカバー・オーケストラ！～ 

 

無料ライブ配信公演詳細：（別資料） 

 

●「こども音楽フェスティバルオンライン！」出演者 

清塚信也（こども音楽フェスティバル 公式アンバサダー／配信総合パーソナリティ） 

高見侑里（パートナーパーソナリティ） 

かまいたち ※5 月 4 日のみゲスト出演 

ほか 
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https://www.suntory.co.jp/news/article/mt_items/sh0376-1.pdf


 

＊こども音楽フェスティバル 

0 才の乳児から未就学児、⼩・中・高校生や 10 代の⻘少年まで、こどもたちのそれぞれの年齢に合わせてプログラ

ミングされたコンサートなどを同時に多数開催し、クラシック音楽を⼀日中余すところなく楽しめる世界でも類を

見ない規模のイベントです。 

最新の情報は随時こども音楽フェスティバル公式 WEB サイト（https://www.kofes.jp/）にて公開してまいります。 

 

【「こども音楽フェスティバル（英文名称：Music Festival for Children and Young People）」開催概要】 

日時：2022 年 5 月 4 日（水・祝）～5 月 7 日（⼟）の 4 日間 

会場：サントリーホール＜東京都港区赤坂＞およびアーク・カラヤン広場等 周辺施設 

公式 WEB サイト：https://www.kofes.jp/ 

チケット価格（税込）：こども 500 円～1,500 円、保護者 1,000 円～3,000 円 

※⼀部予定枚数終了の公演あり 

主催：公益財団法人ソニー音楽財団（Sony Music Foundation） 

   公益財団法人サントリー芸術財団（SUNTORY FOUNDATION for the ARTS） 

特別協賛：株式会社 INPEX、ソニーグループ株式会社 （五十音順） 

協賛：KDDI 株式会社、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、ラルフ ローレン合同会社 （五十音順） 

協力：森ビル株式会社、The Okura Tokyo、ANA インターコンチネンタルホテル東京 

メディアパートナー：テレビ朝日 

運営：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社ライブエグザム 

後援：東京都教育委員会 

 

■お問い合わせ 

公益財団法人ソニー音楽財団 03-3515-5261（平日 10:00～18:00） 

サントリーホールチケットセンター 0570-55-0017（10:00～18:00 5 月２日を除く） 

 

 

【財団概要】 

名称：公益財団法人ソニー音楽財団（Sony Music Foundation） 

理事長：水野道訓 

設立年：1984年 

所在地：〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル 

URL：https://www.smf.or.jp/ 

 

名称：公益財団法人サントリー芸術財団（SUNTORY FOUNDATION for the ARTS） 

代表理事：堤 剛、鳥井信吾 

設立年：1969年（旧鳥井音楽財団） 

所在地：〒107-6019 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル19階 私書箱509号 

URL：https://www.suntory.co.jp/sfa/ 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation) 

〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル 

Tel ： 03-3515-5260 

Email： smf@sonymusic.co.jp 

 

https://www.kofes.jp/
https://www.kofes.jp/
https://www.smf.or.jp/
https://www.suntory.co.jp/sfa/
mailto:smf@sonymusic.co.jp


公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール 広報部 

〒107-8403 東京都港区赤坂1-13-1 

Tel ： 03-3505-1002 

Fax ： 03-3505-1007 

Email： suntoryhall-pr@suntory.co.jp 

URL： http://suntory.jp/HALL/ 

 

mailto:suntoryhall-pr@suntory.co.jp
https://suntory.jp/HALL/

