
理事会　１号議案　事業報告（コンサート事業付属明細）

１．公益目的事業1（コンサート事業）公演明細　《音楽事業》

1．サマーフェスティバル

公演名 日時 会場 出演 曲目

① 第23回芥川作曲賞選考演奏会 9/1(日) 15:00 大ホール
指揮：大井剛史
新日本フィルハーモニー交響楽団
選考委員(50音順)：伊藤弘之、川島素晴、糀場富美子

山内雅弘：宙の記憶　オーケストラのための（第21回芥川作曲賞受賞記念サントリー芸術財団
委嘱・世界初演）
候補曲〔大胡恵：親和性によるグラデイション第4番、酒井健治：ヴァイオリンとオーケストラのた
めの協奏曲、稲森安太己：リヴァーシ～管弦楽のための戦略〕

②
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　池辺晋一郎がひらく＞
ジャズ、エレキ、そして古稀

9/2(月) 19:00 大ホール
指揮：杉山洋一、管弦楽：東京都交響楽団
エレキギター：鈴木大介、ジャズバンド：角田健一ビッグバ
ンド

ロルフ・リーバーマン：ジャズ・バンドと管弦楽のための協奏曲
野平一郎：エレクトリックギターと管弦楽のための協奏曲「炎の弦」
池辺晋一郎、小出稚子、権代敦彦、猿谷紀郎、新実徳英、西村　朗、野平一郎による共作：古
稀を祝う7作品による管弦楽（サントリー芸術財団委嘱・世界初演）

③
「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」No.36
テーマ作曲家＜細川俊夫＞　室内楽

9/3(火) 19:00 ブルーローズ 演奏：ディオティマ弦楽四重奏団
細川俊夫：弦楽四重奏曲「原像」、書（カリグラフィー）－弦楽四重奏のための6つの小品－より
Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅵ、開花、沈黙の花、遠い声（日本初演）

④
「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」No.36
テーマ作曲家＜細川俊夫＞　管弦楽

9/5(木) 19:00 大ホール
指揮：準・メルクル、ソプラノ：バーバラ・ハンニガン
トランペット：ジェローエン・ベルヴェルツ、チェロ：多井智紀
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

フランチェスコ・フィリデイ：全ての愛の身振り（改訂版初演）
細川俊夫：松風のアリア　オペラ『松風 』より（改訂版初演）
細川俊夫：トランペット協奏曲「霧の中で」（サントリーホール委嘱・世界初演）
リゲティ：ミステリーズ・オブ・ザ・マカーブル

⑤
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　池辺晋一郎がひらく＞
インプロヴィゼーション×ダンス

9/6(金) 19:00 ブルーローズ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：上田亨、ｼﾀｰﾙ：新井剛、ｳｰﾄﾞ：常味裕司、
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：太田惠資、三味線：本條秀五郎、笛：紫竹芳之、
ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ：C･ﾊｰﾃﾞｨ、ﾋﾟｱﾉ：F・ｳﾞｨｴﾉ、ﾍﾞｰｽ：J･ｶﾘｰ、ｻｯｸ
ｽ：A･ﾍﾞｳﾞｧﾝ、ﾀﾞﾝｽ：白井さち子、鈴木美奈子、鈴木陽平、
田村裕子、松本大樹

第1部「アイデンティティを越えて」（ダンスパフォーマンスなし）
　さまざまな民族楽器が互いに領海侵犯をするインプロヴィゼーション
第2部「大自然－畏れ・美・共生」
　3.11から想起されるひとつのテーマにInstr.とダンスが集結

⑥
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　池辺晋一郎がひらく＞
リゲティを消化しよう！ －3人のピアニスト

9/8(日) 15:30 ブルーローズ ピアノ：菊地裕介、金子三勇士、泊真美子
ジェルジ・リゲティ：ピアノのための練習曲 第1巻～第3巻、カプリッチョ第1番、第2番、インヴェ
ンション

⑦
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　池辺晋一郎がひらく＞
演劇とオーケストラが出会うとき

9/10(火） 19:00 大ホール
指揮：飯森範親、演出・台本翻訳：村田元史
管弦楽：東京交響楽団
劇団昴

トム・ストッパード作、アンドレ・プレヴィン音楽
『良い子にご褒美』－俳優とオーケストラのための作品（日本初演）

２．個展コンサート

公演名 日時 会場 出演 曲目

① 作曲家の個展2013-権代敦彦 10/11(金) 19:00 大ホール

指揮：山下一史、メゾ・ソプラノ：波多野睦美、
ピアノ：向井山朋子、オルガン：近藤岳、笙：宮田まゆみ、
児童合唱：NHK東京児童合唱団、合唱指揮：金田典子
管弦楽：東京都交響楽団

権代敦彦：母khola/matrix～オルガンと笙のための(2007) 作品107（2007委嘱作品）
：子守歌～メゾ・ソプラノ、ピアノ、児童合唱とオーケストラのための 作品90
：デカセクシス～オーケストラのための 作品125
：デッド・エンド～オルガンとオーケストラのための　作品139（サントリー芸術財団委嘱・世界初
演）

３．ＴＲＡＮＳＭＵＳＩＣ

公演名 日時 会場 出演 曲目

①
TRANSMUSIC　音楽のエッセンツィア　“現代音楽の楽しみ
方”
作曲家　野平一郎を迎えて

11/2(土) 16:00 いずみホール
指揮：野平一郎、サクソフォン：クロード・ドゥラングル、
ピアノ：碇山典子、音響：有馬純寿、
管弦楽：いずみシンフォニエッタ

ドビュッシー：子どもの領分より　第1曲、第6曲
野平一郎：挑戦への14の逸脱、アラベスク第3番、（一人ぼっち）-＜網目模様＞内包曲－（ｻﾝﾄ
ﾘｰ芸術財団委嘱・世界初演）、網目模様（ｻﾝﾄﾘｰ芸術財団委嘱・世界初演）
三輪眞弘（次年度テーマ作曲家）：Four Bits Counters（日本初演）
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１．サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2013

公演名 日時 会場 出演 曲目

①
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2013

6/1(土) 18:00
ブルー
ローズ

チェロ：堤剛　　　ヴァイオリン：依田真宣
ピアノ：クレール・デゼール

プーランク：チェロ・ソナタ　、　ドビュッシー：チェロ・ソナタ
フォーレ：チェロ・ソナタ第1番 ニ短調 op. 109
ラヴェル：ピアノ三重奏曲 イ短調

② ENJOY! ウィークエンド　Vol．1 6/7(金) 11:00
弦楽四重奏：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フェロー

ハイドン：弦楽四重奏曲第60番 ト長調 Hob.Ⅲ-75から第1楽章
ドヴォルザーク：弦楽五重奏曲第3番 変ホ長調 B180
エルガー：序奏とアレグロ op. 47

ENJOY! ウィークエンド　Vol．2 6/7(金) 14:30
ソプラノ：野田ヒロ子　　テノール：櫻田亮、今尾滋
ピアノ：古藤田みゆき
サントリーホール室内楽アカデミー選抜フェロー

ヴィヴァルディ、トスティ、プッチーニ等のイタリア歌曲

ENJOY! ウィークエンド　　Marchéワンコイン・コンサート 6/8(土) 10:30 サントリーホール 室内楽アカデミーフェロー
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第2番 ト長調 作品18-2 第1楽章
ラヴェル：ピアノ三重奏曲 イ短調　第2楽章
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 作品11 「街の歌」　第2楽章 ほか

ENJOY! ウィークエンド　Vol．3 6/8(土) 14:30

ピアノ：若林 顕
ヴァイオリン：鈴木理恵子、山田百子
ヴィオラ：花田和加子
チェロ：上村 昇

シューマン：ピアノ三重奏曲第1番ニ短調op.63　第1楽章
フォーレ：夢のあとに
サン＝サーンス：白鳥
フランク：ピアノ五重奏曲 へ短調

ENJOY! ウィークエンド　Vol．4 6/14（金) 11:00
ハープ：吉野直子　　フルート：佐久間由美子
サントリーホール室内楽アカデミー選抜フェロー

モーツァルト：アダージョとロンド ハ短調 K.617
モーツァルト：フルート四重奏曲第１番 ニ長調 K.285 第1楽章
フランセ：5つの小二重奏曲　、イベール：2つの間奏曲  、ルーセル：セレナード op. 30

ENJOY! ウィークエンド　Vol．5 6/14（金) 14:30
ピアノ：小山実稚恵
チェロ：堤 剛

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第1番 ヘ長調 op. 5-1
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第4番 ハ長調 op. 102-1

ENJOY! ウィークエンド　Vol．6 6/15(土) 14:30
ハープ：吉野直子
チェロ：クレメンス・ハーゲン

トゥルニエ：ノクターン op. 21、フォーレ：シシリエンヌ
ユン・イサン（尹 伊桑）：チェロとハープのための二重奏曲から
F. ベッリーニ：ノクターン op. 12、シューベルト：アルペッジョーネ・ソナタ イ短調 D821

③ ボロメーオ･ストリング・クァルテット ベートーヴェン・サイクル I 6/2(日) 14:00
第1番 ヘ長調 op. 18-1、第2番 ト長調 op. 18-2、第3番 ニ長調 op. 18-3
第4番 ハ短調 op. 18-4、第5番 イ長調 op. 18-5、第6番 変ロ長調 op. 18-6

ボロメーオ･ストリング・クァルテット ベートーヴェン・サイクル Ⅱ 6/6(木) 19:00
第10番 変ホ長調 op. 74「ハープ」、第11番 ヘ短調 op. 95「セリオーソ」
第12番 変ホ長調 op. 127

ボロメーオ･ストリング・クァルテット ベートーヴェン・サイクル Ⅲ 6/9(日) 14:00
第7番ヘ長調 op. 59-1「ラズモフスキー第1番」、第8番ホ短調 op. 59-2「ラズモフスキー第2番」
第9番ハ長調 op. 59-3「ラズモフスキー第3番」

ボロメーオ･ストリング・クァルテット ベートーヴェン・サイクル Ⅳ 6/13（木) 19:00 大フーガ 変ロ長調op. 133、第16番 ヘ長調 op. 135、第13番 変ロ長調 op. 130

ボロメーオ･ストリング・クァルテット ベートーヴェン・サイクル Ⅴ 6/15(土) 19:00 第15番 イ短調 op. 132、第14番 嬰ハ短調 op. 131、第13番 変ロ長調 op. 130 （大フーガ付）

④ 室内楽アカデミー ゲストコンサート　Concert #1 6/12(水) 19:00
ブルー
ローズ

弦楽四重奏：カルミナ・クァルテット
ピアノ：若林 顕
サントリーホール 室内楽アカデミー選抜フェロー

ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲第2番 イ長調op. 81, B. 155
ブラームス：弦楽六重奏曲第1番変ロ長調op.18

室内楽アカデミー ゲストコンサート　Concert #2 6/14(金) 19:00
ブルー
ローズ

ヴァイオリン：渡辺玲子
ヴィオラ：川本嘉子
サントリーホール 室内楽アカデミー選抜フェロー

ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番ト短調 op.25
モーツァルト：協奏交響曲変ホ長調 K.364

⑤ チェンバーミュージック・ガーデン フィナーレ 6/16(日) 13:30
ブルー
ローズ

チェロ：堤 剛
チェロ：クレメンス・ハーゲン
ピアノ：小山実稚恵
弦楽四重奏：ボロメーオ・ストリング・クァルテット、
クァルテット・エクセルシオ
室内楽アカデミー選抜アンサンブル
オペラ・アカデミー選抜メンバー

ショスタコーヴィチ：弦楽八重奏のための2つの小品 op. 11
ボッケリーニ：2つのチェロのためのソナタハ長調　G74
ポッパー：2つのチェロのための組曲 op.16
ブラームス：ピアノ五重奏曲 ヘ短調 op. 34　他

⑥

チェンバーミュージック・ガーデン　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～

6/13（木） 11:30
ブルー
ローズ

ヴァイオリン：渡辺玲子、チェロ：堤 剛、ピアノ：林 絵里
ファリャ：７つのスペイン民謡 より 第4番「ホタ」、第5番「子守唄」、第6番「歌」、第7番「ポーロ」
バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ短調 より 「サラバンド」
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第4番 変ロ長調「街の歌」op.11 より 第2楽章、第3楽章 他

ブルー
ローズ

ブルー
ローズ

弦楽四重奏：ボロメーオ・ストリング・クァルテット
ヴァイオリン：ニコラス・キッチン
ヴァイオリン：クリストファー・タン
ヴィオラ：元渕 舞
チェロ：イーサン・キム

1 ページ
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２．サントリーホール フェスティバル 2013

公演名 日時 会場 出演 曲目

①
サントリーホール　フェスティバル2013
オープニング・フェスタ

10/5(土) 18:00 大ホール

ソプラノ：中嶋彰子、テノール：パヴェル・コルガティン
津軽三味線：上妻宏光、ザ・フィルハーモニクス
舞踏：バレエ シャンブル ウエスト、合唱：二期会合唱団
指揮者：大友直人、管弦楽：東京交響楽団
司会：高島政宏

J.シュトラウスⅡ：オペレッタ『ウィーン気質』より「ほろ酔いの歌」
プッチーニ：オペラ『蝶々夫人』から「ある晴れた日に」
ピアソラ：リベルタンゴ、ラフマニノフ：ここは素晴らしい場所 op.21-7
E.カールマン：オペレッタ『チャールダーシュの女王』から「踊りたい」 他

② オルガンレクチャーコンサートシリーズ2013 10/26(土) 11:00 大ホール おはなし：廣野嗣雄、オルガン：徳岡めぐみ
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ：前奏曲とフーガ　ト長調 BWV 541
オリヴィエ・メシアン：『キリストの昇天』からII．天国を請い願う者の清澄なるアレルヤ
J. S. バッハ：トリオ「いと高きところには神にのみ栄光あれ」BWV 664　　他

③
サントリーホール スペシャルステージ
内田光子　スペシャルトーク

10/27（日） 19:00
ブルー
ローズ

トーク：内田光子 約2時間にわたるトーク

内田光子推薦コンサート
イタマール･ゾルマン  ヴァイオリンリサイタル

10/28（月） 19:00
ブルー
ローズ

ヴァイオリン：イタマール・ゾルマン、ピアノ：クワン・イ
プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第1番 ヘ短調 op. 80
ヒンデミット：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ op. 31-1
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 op. 108 他

11/3（日） 19:00
モーツァルト：ピアノ･ソナタ ヘ長調 K332、モーツァルト：アダージョ ロ短調 K540
シューマン：ピアノ･ソナタ第2番 ト短調 op. 22、シューベルト：ピアノ･ソナタ ト長調 D894

11/7（木） 19:00
バッハ：『平均律クラヴィーア曲集 第2巻』第1番ハ長調BWV870、第14番 嬰へ短調BWV883
シェーンベルク：『6つの小さなピアノ曲』op. 19、シューマン：『森の情景』op. 82
シューマン：ピアノ･ソナタ第2番 ト短調 op. 22、シューマン：『暁の歌』 op. 133

④
東日本大震災追悼公演
ヴェルディ『レクイエム』

11/6(水) 19:00 大ホール

指揮：ニコライ・ルイゾッティ
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
合唱：藤原歌劇場合唱団
合唱指揮：ジュゼッペ・サッバティーニ　　　　　　他

ヴェルディ：レクイエム

⑤ 11/8（金） 19:00
指揮：クリスティアン・ティーレマン
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ベートーヴェン：交響曲第１番、第２番、第３番

11/10（日） 16:00
指揮：クリスティアン・ティーレマン
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ベートーヴェン：交響曲第４番、第５番

11/12（火） 19:00
指揮＆ピアノ：ルドルフ・ブッフビンダー
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第２番、第４番、第３番

11/13（水） 19:00
指揮＆ピアノ：ルドルフ・ブッフビンダー
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第１番、第５番

11/15（金） 19:00
指揮：クリスティアン・ティーレマン
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ベートーヴェン：交響曲第６番、第７番

11/17（日） 16:00
指揮：クリスティアン・ティーレマン
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ベートーヴェン：交響曲第８番、第９番

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2013
公開リハーサル

11/10（日） 10:00
指揮：クリスティアン・ティーレマン
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン：交響曲第４番

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2013
レクチャー＆室内楽
　　―ヘルスベルク楽団長とウィーン・フィルの仲間たち―

11/9（土） 14:00
おはなし：クレメンス・ヘルスベルク
演奏：ウィーン･フィル　メンバー

ベートーヴェンのヴァイオリン奏者、イグナッツ・シューパンツィック
～その生涯と初演した室内楽曲～

⑥ サントリーホール　ブルーローズ「やってみなはれ」プロジェクト
ブルー
ローズ

和泉ちぬ、佐藤正宏（俳優）
熊谷弥香（モデル）、吉村美樹（俳優）
小原孝（ピアノ） 他

サントリーホール×演劇ユニット黒鯛プロデュース
第10回アニバーサリー公演「ピアノレッスン、なう。」

⑦ アークヒルズ音楽週間 10/5(土)～10/13（日）

館外および
サントリー

ホール
ロビー

ザ･フィルハーモニクス
室内楽アカデミー選抜フェロー
オペラアカデミー選抜フェロー 他

ピアソラ：リベルタンゴ
モーツァルト：オペラ『コジ･ファン･トゥッテ』ハイライト
クライスラー：美しきロスマリン 他

サントリーホール スペシャルステージ
内田光子　ピアノ・リサイタル

大ホール ピアノ：内田光子

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2013
ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団

          10/30（水） 20:00
          10/31（木） 15:00、19:30
          11/1（金） 15:00、20:00

大ホール
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２．公益目的事業1（コンサート事業）公演明細　《サントリーホール》

３．一般企画コンサート

公演名 日時 会場 出演 曲目

①
オービック・スペシャル・コンサート2013
コバケンの名曲の花束Vol.2

5/28(火) 19:00 大ホール

指揮：小林研一郎
ピアノ：金子三勇士
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

グリンカ：オペラ『ルスランとリュドミラ』序曲
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
ラヴェル：ボレロ　他

②
サントリーホール クリスマスコンサート2013
バッハ・コレギウム・ジャパン　聖夜の『メサイア』

12/23(月･祝) 15:00 大ホール
指揮：鈴木雅明
合唱・管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン

ヘンデル：メサイア　HWV56

③ サントリーホール クリスマス オルガンコンサート2013 12/24(火) 19:00 大ホール
オルガン：鈴木優人、トランペット：ラディスラフ・コズデルカ
指揮：鈴木雅明、合唱：バッハ・コレギウム・ジャパン

バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマス物語(ﾊﾟｼﾞｪﾝﾄ)

④
サントリーホール ジルヴェスター・コンサート2013
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

12/31(火) 22:00 大ホール
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
指揮＆ヴァイオリン：オーラ・ルードナー
舞踏：ウィーン・フォルクスオーパーバレエ団メンバー 他

レハール：オペレッタ『微笑みの国』から「私たちの心にだれが恋を沈めたのか」
カールマン：オペレッタ『マリッツァ伯爵令嬢』から「ウィーンによろしく」
ヨハン・シュトラウスⅡ：皇帝円舞曲  他

⑤
サントリーホールニューイヤー・コンサート2014
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

1/1（水･祝)
1/2(木)
1/3(金)

14:00 大ホール
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
指揮＆ヴァイオリン：オーラ・ルードナー
舞踏：ウィーン・フォルクスオーパーバレエ団メンバー 他

ヨハン・シュトラウスⅡ：ワルツ『酒、女、歌』
レハール：オペレッタ『メリー・ウィドウ』から 愛のワルツ「ときめく心に唇は黙し」
ヨハン・シュトラウスⅡ：ワルツ『美しく青きドナウ』   他
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４．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラム

①音楽に出会うよろこびを　～未来を担うこどもたちへ

公演／企画名 日時 会場 出演 曲目

ア 東京交響楽団＆サントリーホール　　「こども定期演奏会」2013年シーズン 指揮・おはなし：大友直人　　演奏：東京交響楽団

第45回　弦楽器の調べ 4/6(土) 11:00 大ホール ヴァイオリン：有働里音
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリエット」　、他

第46回　打楽器の競演と鍵盤楽器 7/6(土) 11:00 大ホール ピアノ：辻井伸行
ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」第2組曲
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番から第3楽章　、他

第47回　木管楽器の妙技 9/7(土) 11:00 大ホール
モーツァルト：セレナード第10番「グランパルティータ」から
ブラームス：交響曲第4番から第4楽章　、他

第48回　金管楽器のきらめき 12/7(土) 11:00 大ホール
ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
ベルリオーズ：幻想交響曲から第4・5楽章　、他

イ
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」

7/21(日)
①11：00/13：00
②16：15

大ホール
オルガン：勝山雅世
おはなし：八木田淳　、他

①もぐらん隊長とオルガンの秘密
②おとなのオルガン探検

ウ カーネギーキッズ at サントリーホール 7/28(日)、29(月)　 11：00/14：00
ブルー
ローズ

おはなし：吉岡愛理、ネイサン・ボッツ（トランペット）
ポール・ウォンジン・チョー（クラリネット）  他

コープランド：猫とネズミ（滑稽なスケルツォ）
ピアソラ：鮫  他

エ
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2013
サントリーホール＆ウィーン･フィルの青少年プログラム

11/13（水） 12:00 大ホール
指揮＆ピアノ：ルドルフ・ブッフビンダー
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第五番「皇帝」

②音楽を創るよろこびを　～若きプロフェッショナルたちへ

公演／企画名 日時 会場 出演 曲目

ア サントリーホール オペラ・アカデミー コンサート 5/24(金) 19:00
ブルー
ローズ

サントリーホール オペラ・アカデミー メンバー
マスカーニ：セレナータ　、プッチーニ：愛の小さな物語
レオンカヴァッロ：朝の歌　 他

サントリーホール オペラ・アカデミー公演
モーツァルト：オペラ『コジ・ファン・トゥッテ』

9/29(日) 15:00
ブルー
ローズ

サントリーホール オペラ・アカデミー メンバー モーツァルト：オペラ『コジ・ファン・トゥッテ』

イ
カルミナ・クァルテット
室内楽公開マスタークラス

6/12(水) 14:00
ブルー
ローズ

講師：カルミナ・クァルテット
受講：サントリーホール室内楽アカデミーフェロー

ブラームス：弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調
ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲第2番 イ長調  他

ウ
レインボウ21
サントリーホールデビューコンサート2013

6/3（月）
6/4（火）
6/5（水）

19:00
ブルー
ローズ

6/3：武蔵野音楽大学　 　在校生・卒業生
6/4：洗足学園音楽大学　在校生・卒業生
6/5：国立音楽大学　　　　在校生・卒業生

6/3 「知られざるヴェルディ＆ワーグナー」
6/4 「Jazz in CLASSIC」
6/5 「ブルックナー、ブラームスの美しき合唱曲」

エ
レインボウ21　インターナショナル
サントリーホールデビューコンサート2013
ウィーン国立音楽大学

6/11（火） 19:00
ブルー
ローズ

ウィーン国立音楽大学
ベートーヴェン：弦楽五重奏曲 変ホ長調 （レヒトマン編曲による木管五重奏版）
コルンゴルド：弦楽四重奏曲第2番 変ホ長調
ブラームス：ピアノ・トリオ第3番 ハ短調  他

カ
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2013
ウィーン･フィル首席奏者によるマスタークラス

11/9（土） 18:00
ブルー
ローズ

講師：ライナー･キュッヒル（ヴァイオリン）
ベートーヴェン：大フーガ　変ロ長調
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調

③より開かれたホールをめざして

公演／企画名 日時 会場 出演 曲目

ア サントリーホール オルガン プロムナード コンサート

4/11、5/16、6/20、7/11
9/19、10/10、11/14
12/12、1/23、2/20、
3/13
（全て木曜日）

12:15 大ホール

イ バックステージツアー

4/11、5/16、6/20、7/11
9/19、10/10、11/14
12/12、1/23、2/20、
3/13
（全て木曜日）

11:00
館内

すべて

オルガン
（4/11）武井真理子、（5/16）川越聡子、（6/20）水野均、（7/11）マリア・マグダレナ・カチョル、（9/19）永瀬真紀、（10/10）パヴェル・コホウト
（11/14）坂戸真美、（12/12）新山恵理、（1/23）浅井美紀、（2/20）山口綾規、（3/13）青木早希
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