
理事会８号議案　事業計画（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．サントリー音楽賞記念コンサート

公演名 日時 会場 出演 曲目

① サントリー音楽賞受賞記念コンサート＜渡邊順生＞ 7/17(月) 19:00 大ホール
指揮・チェンバロ：渡邊順生　　管弦楽：ザ・バロックバンド
合唱：モンテヴェルディ・アンサンブル

モンテヴェルディ：聖母マリアの夕べの祈り

２．サマーフェスティバル

公演名 日時 会場 出演 曲目

① フランコ･ドナトーニ～生誕85年記念～＜管弦楽＞ 8/22(水) 19:00 大ホール
指揮：杉山洋一
東京フィルハーモニー交響楽団

フランコ・ドナトーニ：
Prom、ESA、In cauda II、Duo pour Bruno、In cauda III

② 第22回芥川作曲賞選考演奏会 8/26(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)：北爪道夫、高橋裕、原田敬子

山根明季子：第20回芥川作曲賞受賞記念サントリー芸術財団委嘱作品（世界初演）
候補曲　3曲（予定）

③ ジョン・ケージ「ミュージサーカス」 8/26(日) 未定 ブルーローズ他
監修：千 宗屋、白石美雪、岡部真一郎、Pf：井上 郷子、Gt：村
治 奏一、大友 良英、笙：宮田 まゆみ、美術：杉本 博司、佐野
珠寶ﾒﾃﾞｨｱ･ｻｳﾝﾄﾞｱｰﾄ：三輪 眞弘、料理：野村 友里

未定

④
「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」再演特集
〈細川俊夫セレクション〉

8/27(月) 19:00 大ホール
指揮：秋山和慶
東京交響楽団

ヤニス・クセナキス：ホロス
ヘルムート・ラッヘンマン：書
サルヴァトーレ・シャリーノ：シャドウ・オブ・サウンド

⑤
サマーフェスティバル25周年記念特別公演〈オペラ〉
クセナキス：オペラ『オレステイア三部作』

8/31(金) 19:00 大ホール

指揮：山田和樹、バリトン：松平敬、合唱：東京混声合唱団
児童合唱：東京少年少女合唱隊、打楽器：池上英樹
演奏：東京シンフォニエッタ、演出：La Fura dels Baus（演出、演
出助手、美術、衣裳、映像、映像助手）

クセナキス：オペラ『オレステイア3部作』

３．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2012-藤倉大 10/11(木) 19:00 大ホール
指揮：下野竜也　ピアノ：小川典子　ファゴット：パスカル・ガロワ
東京都交響楽団

藤倉大：
Ampere、ファゴット協奏曲（委嘱新作初演）、Atom、Mirrors、Tocar y Luchar

４．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　伊左治直を迎えて

10/20(土) 19:00 大ホール
指揮：野平一郎
いずみシンフォニエッタ

伊左治直：委嘱新作初演
野平一郎（次年度テーマ作曲家）：委嘱新作初演



理事会２号議案　4-4事業計画（コンサート事業付属明細）

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》

１．サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2012

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2012

6/2(土) 18:00 ブルーローズ
チェロ：堤剛　　　ヴァイオリン：豊嶋泰嗣
ホルン：ラデク・バボラーク
ピアノ：須関裕子　　クラリネット：橋本杏奈

ブラームス：クラリネット三重奏曲 イ短調 op. 114
ブラームス：ホルン三重奏曲 変ホ長調 op. 40
ブラームス：ピアノ三重奏曲 第2番 ハ長調 op. 87

② ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．1 6/8(金) 11:00 ブルーローズ
ギター：大萩康司
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アンサンブル

ハイドン：弦楽四重奏曲第62番 ハ長調 Hob. III- 77（op. 76-3）「皇帝」から 第1楽章
ボッケリーニ：ギター五重奏曲第4番から「ファンダンゴ」
グラナドス：『12のスペイン舞曲』から　4. ビリャネスカ　5. アンダルーサ　6. ホタ、他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．2 6/8(金) 14:30 ブルーローズ 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 イ長調 op. 69
ベートーヴェン：ヘンデルの「マカベウスのユダ」の主題による12の変奏曲 ト長調 WoO45

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック
　　Marchéワンコイン・コンサート #1

6/9(土) 10:30 ブルーローズ サントリーホール室内楽アカデミーフェロー 未定（４月の最終オーディションを経て決定）

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．3 6/9(土) 14:30 ブルーローズ
ピアノ：小山実稚恵　　コントラバス：赤池光治
ソプラノ：天羽明惠　　ピアノ：古藤田みゆき
弦楽四重奏：クァルテット・エクセルシオ

シューマン：献呈（歌曲集『ミルテの花』op. 25 第1曲）
シューマン／リスト編曲：献呈
シューベルト：歌曲『死と乙女』、　弦楽四重奏曲ニ短調D810「死と乙女」から第2楽章（ト短調）
　　　　　　　　 歌曲『ます』、　　　　ピアノ五重奏曲 イ長調「ます」から第4楽章（ニ長調）、
　　　　　　　　 弦楽四重奏曲 イ短調 「ロザムンデ」から第2楽章（ハ長調）、
　　　　　　　　 即興曲 変ロ長調 D935/3

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．4 6/15（金) 11:00 ブルーローズ ハープ：吉野直子　　チェロ：マリオ・ブルネロ
サン=サーンス：白鳥　　ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
エルガー：愛の挨拶　　ドビュッシー：チェロ・ソナタ、他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．5 6/15（金) 14:30 ブルーローズ
ピアノ：若林顕　　ヴァイオリン：鈴木理恵子
チェロ：堤剛
サントリーホール室内楽アカデミー選抜アンサンブル

フォーレ：ピアノ五重奏曲第2番 ハ短調から 第1楽章
アルベニス：ナバーラ　　ファリャ：火祭りの踊り
ピアソラ：ブエノスアイレスの夏
トゥリーナ：ピアノ三重奏曲第2番 ロ短調 op. 76、他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック
　　Marchéワンコイン・コンサート #2

6/16(土) 10:30 ブルーローズ
ホルン：ラデク・バボラーク（ゲスト）
サントリーホール室内楽アカデミーフェロー

未定（４月の最終オーディションを経て決定）

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．6 6/16(土) 14:30 ブルーローズ
ハープ：吉野直子　　フルート：佐久間由美子
ヴィオラ：川本嘉子

オネゲル：小組曲　　パラディス：シチリアーノ
シュニトケ：『古い様式による組曲』 から　1. 牧歌　4. フーガ
ゲンツマー：『フルート、ヴィオラとハープのための三重奏曲』から
フォーレ：幻想曲 op. 79　　ドビュッシー：小舟にて（『小組曲』から）
ドビュッシー：フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ

③ ヘンシェル・クァルテット ベートーヴェン・サイクル　I 6/8(金) 19:00
第1番 ヘ長調 op. 18-1、第11番 ヘ短調 op. 95「セリオーソ」、大フーガ 変ロ長調op. 133、第13番
変ロ長調 op. 130

ヘンシェル・クァルテット ベートーヴェン・サイクル　Ⅱ 6/9(土) 19:00
第2番 ト長調 op. 18-2、第16番 ヘ長調 op. 135、第4番 ハ短調 op. 18-4、第9番 ハ長調 op. 59-3
「ラズモフスキー第3番」

ヘンシェル・クァルテット ベートーヴェン・サイクル　Ⅲ 6/10(日) 14:00 第5番 イ長調 op. 18-5、第8番 ホ短調 op. 59-2「ラズモフスキー第2番」、第12番 変ホ長調 op. 127

ヘンシェル・クァルテット ベートーヴェン・サイクル　Ⅳ 6/15（金) 19:00 第6番 変ロ長調 op. 18-6、第10番 変ホ長調 op. 74「ハープ」、第15番 イ短調 op. 132

ヘンシェル・クァルテット ベートーヴェン・サイクル　Ⅴ 6/16(土) 19:00 第3番 ニ長調 op. 18-3、第7番 ヘ長調 op. 59-1「ラズモフスキー第1番」、第14番 嬰ハ短調 op. 131

④ 室内楽アカデミー ゲストコンサート 6/14(木) 19:00 ブルーローズ
ヴァイオリン：竹澤恭子　　ピアノ：江口玲
チェロ：マリオ・ブルネロ
サントリーホール室内楽アカデミー選抜フェロー

メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 op. 49
エネスク：弦楽八重奏曲 ハ長調 op. 7

⑤ チェンバーミュージック・ガーデン フィナーレ 6/17(日) 13:30 ブルーローズ

チェロ：堤剛　　ピアノ：若林顕
弦楽四重奏：ヘンシェル・クァルテット
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アンサンブル
サントリーホール室内楽アカデミーフェロー

モーツァルト：ピアノ協奏曲第14番 変ホ長調 K449
ブラームス：弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調 op. 18
メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲 変ホ長調 op. 20、他

ブルーローズ

弦楽四重奏：ヘンシェル・クァルテット
　ヴァイオリン：クリストフ・ヘンシェル、ダニエル・ベル
　ヴィオラ：モニカ・ヘンシェル
　チェロ：マティアス・バイヤー=カルツホイ
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理事会２号議案　4-4事業計画（コンサート事業付属明細）

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》

２．サントリーホール フェスティバル 2012

公演名 日時 会場 出演 曲目

① オープニング・ガラ・コンサート「響」2012 10/6(土) 18:00 大ホール 指揮：大友直人、東京交響楽団、他 未定

② サントリーホール　オペラ・ガラ 10/9(火) 19:00 大ホール
ソプラノ：マリア・アグレスタ　　テノール：ジョルジョ・ベッルージ
指揮：ジョゼッペオ・サッバティーニ
東京フィルハーモニー管弦楽団

ベッリーニ：オペラ｢ノルマ｣から｢清らかな女神よ｣　ドニゼッティ・オペラ｢愛の妙薬｣から｢人知れぬ
涙｣
ヴェルディ：オペラ｢ラ・トラヴィアータ｣から｢ああ、そこは彼の人～花から花へ｣
プッチーニ：オペラ｢トゥーランドット｣から｢誰も寝てはならぬ｣　｢トスカ｣から｢星は光ぬ｣　　他

③
オルガンレクチャーコンサートシリーズ2012
ウィーン音楽散歩 II

10/14(日)
時間
未定

大ホール
おはなし：オットー・ビーバ
オルガン：ペーター・プラニアフンシキー

ウィーンゆかりの作曲家によるオルガン作品

④
マウリツィオ・ポリーニ　ポリーニ・パースペクティヴ2012
　　　Ⅰ　ベートーヴェン―マンゾーニ

10/23日(火) 19:00 大ホール ピアノ：マウリツィオ・ポリーニ、他 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番、第22番、第23番　マンゾーニ：ヴィオラとピアノのためのデュオ

　　　Ⅱ　ベートーヴェン―シュトックハウゼン 11/2(金) 19:00 大ホール ピアノ：マウリツィオ・ポリーニ、他 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第24番、第25番、第26番、第27番　シュトックハウゼン：ピアノ作品

　　　Ⅲ　ベートーヴェン―ラッへルマン 11/7(水) 19:00 大ホール ピアノ：マウリツィオ・ポリーニ、他 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第28番、第29番　ラッヘンマン：声楽、トロンボーン、ピアノのための作品

　　　Ⅳ　ベートーヴェン―シャリーノ 11/13(火) 19:00 大ホール ピアノ：マウリツィオ・ポリーニ、他 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第30番、第31番、第32番　シャリーノ：11のマドリガル

⑤
クリスティアン・ティーレマン指揮
ドレスデン・シュターツカペレ

10/26(金) 19:00 大ホール
指揮：クリスティアン・ティーレマン
ドレスデン・シュターツカペレ

ベートーヴェン：交響曲第4番、交響曲第3番「英雄」

⑥
サントリーホール スペシャルステージ
ギドン・クレーメルの世界

10/31(水)、
11/3(土)、4(日)、5(月)

時間
未定

大ホール
ヴァイオリン：ギドン・クレーメル　　ピアノ：未定
クレメラータ・バルティカ室内管弦楽団（10/31、11/3）

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集「四季」、J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番、他

⑦ ヘルベルト・ブロムシュテット指揮 バンベルク交響楽団 11/1(木)、6(火) 19:00 大ホール
指揮：ヘルベルト・ブロムシュテット
バンベルク交響楽団

ベートーヴェン：交響曲第7番、交響曲第3番「英雄」

⑧
マリス・ヤンソンス指揮 バイエルン放送交響楽団
ベートーヴェン・ツィクルス

11/26(月)、27(火)
、30日（金）、12/1(土)

時間
未定

大ホール
指揮：マリス・ヤンソンス
独唱：未定　　合唱：バイエルン放送合唱団
バイエルン放送交響楽団

ベートーヴェン：交響曲全9曲（第1番から第9番「合唱尽き」）

展
覧
会

ウィーン楽友協会アルヒーフ所蔵資料 企画展
「日欧音楽交流の450年」

10/6(土)-12(金)
時間
未定

ブルーローズ オットー・ビーバ（ウィーン楽友協会アルヒーフ室長）、他

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2012
コバケンの名曲の花束Vol.1～オペラの楽しみ～

4/24(火) 19:00 大ホール

指揮：小林研一郎
ソプラノ：森麻季　　テノール：錦織健
ヴァイオリン：瀬﨑明日香　　ナビゲーター：池田理代子
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

ロッシーニ：オペラ『セビリャの理髪師』序曲
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 op. 26
ヴェルディ：オペラ『ラ・トラヴィアータ』から、他

② サントリーホール クリスマス オルガンコンサート2012 12/23(日)
時間
未定

大ホール 未定 未定

③
サントリーホール クリスマスコンサート2012
バッハ・コレギウム・ジャパン　聖夜の『メサイア』

12/24(月)
時間
未定

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

④
サントリーホール ジルヴェスター・コンサート2012
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

12/31(月)
時間
未定

大ホール
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
舞踏：ウィーン国立バレエ団メンバー、
ハンドベル：グリーン・メドゥ・ハンドベル・リンガーズ、他

未定

⑤ サントリーホールニューイヤーコンサート2013 1/1（火)、2(水)、3(木) 14:00 大ホール ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団　他 未定
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理事会２号議案　4-4事業計画（コンサート事業付属明細）

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》

４．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラム2012

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」2012年シーズン 指揮・おはなし：大友直人　　演奏：東京交響楽団

第41回　花咲く季節～メロディーの美しさ 4/7(土) 11:00 大ホール ヴァイオリン：渡辺玲子

マスカーニ：オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ』から間奏曲
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調から第2・3楽章（ヴァイオリン：渡辺玲子）
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番　　　　　　　　　J. シュトラウスII：アンネン・ポルカ
オッフェンバック：オペレッタ『天国と地獄』序曲　　ラフマニノフ：交響曲第2番から第4楽章

第42回　七夕の夜空へ～ハーモニーの彩り 7/7(土) 11:00 大ホール
ソプラノ：森麻季
合唱：東響コーラス

モーツァルト：『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』から第1楽章
ベートーヴェン：バレエ音楽『プロメテウスの創造物』序曲
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
ワーグナー：オペラ『ローエングリン』から第3幕への前奏曲
プッチーニ：オペラ『マノン・レスコー』から間奏曲
プッチーニ：オペラ『ラ・ボエーム』から「私が街を歩くとき」（ソプラノ：森麻季）
プッチーニ：オペラ『ジャンニ・スキッキ』から「私のお父さん」（ソプラノ：森麻季）
ボロディン：だったん人の踊り（合唱：東響コーラス）

第43回　秋風にのって～リズムの躍動 9/22(土) 11:00 大ホール ピアノ：藤田真央（こどもソリスト）

ジョン・ウィリアムズ：レイダース・マーチ　　　J. シュトラウスII：ワルツ「美しく青きドナウ」
ハチャトリヤン：バレエ音楽『ガイーヌ』から「レズギンカ」
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番から第3楽章（こどもソリスト ピアノ：藤田真央）
バルトーク：管弦楽のための協奏曲から　　マーラー：交響曲第1番「巨人」第4楽章から

第44回　冬の深まり～スタイル（形式）の面白さ 12/8(土) 11:00 大ホール オーボエ：荒絵理子（東響首席オーボエ奏者）

ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」から 第1楽章
ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲
シベリウス：交響詩『フィンランディア』（こども奏者と演奏）
モーツァルト：オーボエ協奏曲から第3楽章（オーボエ：荒絵理子）
ムソルグスキー／ラヴェル：『展覧会の絵』から「バーバ・ヤガ」「キエフの大門」

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」

7/22(日)
時間
未定

大ホール

ウ カーネギーキッズ at サントリーホール 9/23日(日)、24(月)　
11：00
14：00

ブルーローズ
おはなし：吉岡愛理、ピアノ：グレッグ・デターク、クラリネット：アリーシャ・
リー、他

ラヴェル：組曲『マ・メール・ロワ』から
ムソルグスキー：組曲『展覧会の絵』から、他

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

Ⅰ
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン2012
　　サントリーホール オペラ・アカデミー コンサート

6/3(日) 14:00 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 （5月のオーディションで決定）

Ⅱ
サントリーホール オペラ・アカデミー公演
J.シュトラウスII：オペレッタ『こうもり』

11/23(金祝)
時間
未定

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 J.シュトラウスII：オペレッタ『こうもり』

ウ レインボウ21　サントリーホール デビューコンサート2012 6/4(月) 19:00 ブルーローズ 武蔵野音楽大学 在校生・卒業生

6/6(水) 19:00 桐朋学園大学 在校生・卒業生

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

7/21(土) 15:00 ブルーローズ ベルリン芸術大学 協議中（ベルリン芸大に縁のある作曲家による、ドイツ近現代作品を中心に）

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

月1回木曜（8月除く）
　4/19、5/17、6/21、
　7/19、9/13、10/18、
　11/15、12/13
　（1月以降は未定）

12:15 大ホール
オルガン：朴素賢(4/19)、マーガレット陳(5/17)、
　　　　　　青田絹江(6/21)
　7月以降は未定

未定（公演日1週間前に発表）

イ オープンハウス～サントリーホールで遊ぼう！ 2012年4/1(日) 11:00
大ホール
ブルーローズ

指揮：角田鋼亮、オルガン：永瀬真紀、横浜シンフォニエッタ、サントリー
ホール オペラ・アカデミー、室内楽アカデミー

モーツァルト：『フィガロの結婚』序曲　　　サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
プロコフィエフ：古典交響曲 ニ長調、他

2013年3/31（日） 11:00
大ホール
ブルーローズ

未定 未定

ウ バックステージツアー
4/19、5/17、7/19、9/13、
11/15（1月以降未定）

11:10 館内すべて
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