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平成２６年度事業報告（ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金事業） 

 

                                                           自 平成 26年 4月 1日 

至 平成 27年 3月 31日 

 

平成 23年ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団からサントリーに対し、東日本大震災からの音楽

による復興に役立ててほしいと百万ユーロの寄付申し入れがあり、サントリーホールディングス株

式会社からも同額の寄付申し入れがあった。両者と協議の結果、両者の委託を受け、音楽を通じて

被災地はもとより日本全体に活力を与える支援活動を継続的に行うことを目的とし、平成 24 年 4

月に当財団内にウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金を設立し、被災地におけるコンサー

ト事業「こどものためのコンサート」（平成 24 年～28 年の 5 年間）、および助成事業「ウィーン・

フィル＆サントリー音楽復興祈念賞」（助成対象年度平成 24 年～33 年の 10 年間）を財団主催事業

として開始した。 

 

公益目的事業１（コンサート事業） 

１．「こどものためのコンサート２０１４」の開催 

  ウィーン･フィル楽団員が被災地を訪れ、子供たちとその家族を対象にコンサートを開く。 

 世界最高峰の音楽の力で心のケアや、次世代育成のための音楽教育に貢献していく。 

 また仙台ジュニア・オーケストラの指導を5年間継続して行う。 

 ア.こどもたちのためのコンサート（郡山） 

 （１）日時 平成 26年 9月 21日（日）14：45～15：15 

  （２）会場 郡山市民文化センター大ホール 

  （３）曲目 モーツァルト：協奏交響曲 変ホ長調 K364 

（４）出演 指揮：グスターボ・ドゥダメル 

演奏：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 

独奏：ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）、ハインリヒ・コル（ヴィオラ） 

 イ.仙台ジュニアオーケストラのためのワークショップ 

（１）日時 平成 26年 9月 28日（日）14：00～18：00 

  （２）会場 常盤木学園高等学校 体育館および教室（仙台市青葉区） 

  （３）曲目【指導曲目】 

チャイコフスキー：『白鳥の湖』より「ワルツ」「スペインの踊り」「マズルカ」 

       【演奏曲目】 

         モーツァルト：フルート四重奏曲第 1番から第2・3楽章 

ハイドン：トランペット協奏曲変ホ長調 

（アンコール）ルロイ・アンダーソン：トランペット吹きの休日 

  （４）出演 ヴァイオリン：ダニエル・フロシャウアー、マリアン・レシュコ 

ヴィオラ：マリオ・カルヴァン チェロ：堤 剛、ラファエル・フリーダー 
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コントラバス：ヘルベルト・マイヤー フルート：ディーター・フルーリー 

オーボエ：アレクサンダー・エールベルガー * 

トランペット：ハンス・ペーター・シュー 

トロンボーン：ディートマル・キューブルベック * 

打楽器：アントン・ミッターマイヤー * 

チェンバロ：村田千佳 

*は、指導のみ 

 ウ.こどもたちのためのコンサート（南相馬） 

（１）日時 平成 26年 9月 29日（月）13：30～14：30 

  （２）会場 市立鹿島小学校体育館と同敷地内にある市立小高中学校 

  （３）曲目 ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集『四季』op. 8から 第 4番 ヘ短調 「冬」 

バッハ：管弦楽組曲 第 2番 ロ短調 BWV 1067 から 

 5.ポロネーズ 6.メヌエット 7.バディヌリー 

モーツァルト：フルート四重奏曲 第 1番 ニ長調 K285から  

第 2楽章アダージョ 第 3楽章ロンド 

（アンコール）ルロイ・アンダーソン：トランペット吹きの休日 

  （４）出演 ヴァイオリン：ダニエル・フロシャウアー、マリアン・レシュコ 

ヴィオラ：マリオ・カルヴァン チェロ：堤 剛、ラファエル・フリーダー 

コントラバス：ヘルベルト・マイヤー フルート：ディーター・フルーリー 

トランペット：ハンス・ペーター・シュー チェンバロ：村田千佳 

 エ.南相馬コンサート 

  （１）日時 平成 26年 9月 29日（月）19：00開演 

  （２）会場 南相馬市民文化会館 

  （３）曲目 こどもたちのためのコンサート（南相馬）と同じ 

  （４）出演          〃 

 

公益目的事業４（助成事業） 

１．「ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興祈念賞」の実施 

  全国から日本の音楽文化を活性化する活動、被災地および日本全体に活力を与える音楽活動を募集し、

選考のうえ、助成する（第 1 回 14 件、第 2 回 14 件選定）。リクエストがあれば、ウィーン･フィルメン

バーが一部企画に参画する。本年度は第 3 回（平成 26 年 11 月～平成 27 年 10 月に実施される活動）の

募集・選考および、平成26年 4月から平成27年 3月末までに実施された活動（第２回受賞活動を含む）

の視察・評価・助成金支払いを行った。 

 ア.第 3回募集内容 

（１）募集要項発表  平成 26年 4月 28日（月） 

（２）募集期間    平成 26年 7月 10日（木）まで 

（３）対象となる活動 平成 26年 11月～平成27年 10月に国内で実施されるクラシック音楽を 
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主体とする演奏活動、音楽普及活動等。 

イ.第 3回選考経過 

応募総数67件を事務局で応募書類による対象の確認をしたうえで、8月 28日（木）に選考会を 

行い、審議の結果、18の活動への助成を決定した。 

ウ.第 3回助成金 

 18団体 総額￥13,000,000 

 エ.第 3回助成対象活動一覧 

１．バッハホール管弦楽団 

「バッハホール管弦楽団の設立記念初演演奏会」 

  実施日：２０１４年１１月３日（月・祝） 

  実施場所：中新田バッハホール（宮城県加美郡） 

２．盛岡バッハ・カンタータ・フェライン 

メンデルスゾーン作曲 オラトリオ「聖パウロ」演奏会 

  実施日：２０１４年１１月２４日（月・祝） 

  実施場所：キャラホール（岩手県盛岡市） 

３．復興の詩プロジェクト 

復興の詩プロジェクト「いま、ひとつに VOL.４」 

実施日：２０１４年１２月６日（土） 

  実施場所：日立システムズホール仙台 コンサートホール（宮城県仙台市） 

４．いわてフィルハーモニー・オーケストラ 

「いわてフィルハーモニー・オーケストラ 

第４回定期演奏会 大船渡リアスホール特別公演」 

 実施日：２０１４年１２月２０日（土） 

 実施場所：大船渡リアスホール 大ホール（岩手県大船渡市） 

５．福島楽友協会合唱団 

「福島楽友協会合唱団 第５３回定期公演」 

実施日：２０１４年１２月２３日（火・祝） 

実施場所：會津風雅堂 大ホール（福島県会津若松市） 

６．公益財団法人 千葉県文化振興財団 

地域復興支援事業「東総の第九２０１４」演奏会 

 実施日：２０１４年１２月２３日（火・祝） 

 実施場所：千葉県東総文化会館 大ホール（千葉県旭市） 

７．公益社団法人 日本アマチュアオーケストラ連盟 

「高円宮殿下メモリアル第１５回日本マスターズオーケストラキャンプ」 

実施日：２０１５年１月１０日（土）～１２日（月・祝） 

実施場所：京都府立府民ホール アルティ（京都府京都市） 

８．福島県合唱連盟いわき支部 
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福島県合唱連盟いわき支部 合唱祭 特別企画「水のいのち」全曲演奏会 

 実施日：２０１５年２月１日（日） 

実施場所：いわき芸術文化交流館 アリオス 大ホール（福島県いわき市） 

９．音楽による福島まち造り実行委員会 

音楽による福島まち造り２０１５年「日中韓音楽祭・東アジアの響き」 

   実施日：２０１５年３月６日（金） 

実施場所：福島市音楽堂 大ホール（福島県福島市） 

１０．アンサンブル・ノマド  

「アンサンブル・ノマド 定期演奏会#５２ 

再生へVol.３：祈り～エストニアから震災復興を祈るコンサート」 

   実施日：２０１５年３月１５日（日） 

実施場所：東京オペラシティ リサイタルホール（東京都新宿区） 

１１．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」 

地元中学生の選抜オーケストラ・合唱団と共演  

ベートーヴェン：交響曲第９番 ニ短調 合唱付き 

実施日：２０１５年３月２２日（日） 

実施場所：郡山市民文化センター 中ホール （福島県郡山市） 

１２．つぶてソングの集いプロジェクト 

「つぶてソングの集い in ふくしまⅢ 音楽の架け橋 

～杉並から郡山・南相馬・名取 そして ふくしまへ～」 

実施日：２０１５年３月２９日（日） 

実施場所：福島市音楽堂 大ホール 

１３．プレジールオーケストラ白河 

「プレジールオーケストラ白河 第５回定期演奏会」 

実施日：２０１５年４月２６日（日）  

実施場所：白河市民会館（福島県白河市） 

１４．アマデウス室内管弦楽団 

「アマデウス室内管弦楽団 第２８回定期演奏会」 

実施日：２０１５年５月３１日（日） 

実施場所：郡山市民文化センター 中ホール 

１５．名取交響吹奏楽団 

   「名取交響吹奏楽団 第３１回定期演奏会」 

実施日：２０１５年６月２８日（日） 

実施場所：名取市文化会館 大ホール（宮城県名取市） 

１６．一般財団法人 松本市芸術文化振興財団 

「MJCアンサンブル＆波田少年少女合唱団 合同コンサート」 
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実施日：２０１５年８月４日（火） 

実施場所：松本市波田文化センター（長野県松本市） 

１７．Keys of Change 

「Fukushima Youth Sinfonietta 福島・東京コンサート」 

＜福島＞ 

実施日：２０１５年８月１８日（火） 

実施場所：福島市音楽堂 大ホール 

＜東京＞ 

実施日：２０１５年８月２０日（木） 

実施場所：東京オペラシティ コンサートホール 

１８．えずこ芸術のまち創造実行委員会 

「えずこ♪ミュージック・アカデミー」 

オープンワークショップ及びアウトリーチ 

実施日：通年 

実施場所：えずこホール（宮城県柴田郡）、仙南地域の福祉施設など 

 

   

以  上 


