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平 成 ２６ 年 度 事 業 計 画（サントリーホール） 

 

                                                          自 平成 26年 4月 1日 

至 平成 27年 3月 31日 

 

公益目的事業１（コンサート事業） 

 

１．「サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン2014」の開催 

クラシック音楽の原点でもある室内楽本来の楽しさを伝え、さらなる普及をめざす、本格的な

弦楽四重奏から多彩なアンサンブルまでの幅広いプログラム6企画 19公演に加え、ＥＮＪＯＹ！

ＭＵＳＩＣプログラムの 3 企画 6 公演（後述）を、平成 26 年 6 月 7 日（土）～22（日）にサン

トリーホール（ブルーローズ）で行う。25周年の 2011年にスタートし、本年度で 4回目の開催。 

①サントリーホール 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 

日時：平成26年 6月 7日（土） 18:00開演 

②ＥＮＪＯＹ！ ウィークエンド 

      日時：平成26年 6月 13日（金）、20日（金）  11:00開演、14:30 開演 

平成 26年 6月 14日（土）、21日（土）  14:30開演 

＜Marché ワンコインコンサート＞ 平成 26年 6月 14日（土）、21日（土）10:30開演 

③キュッヒル・クァルテット ベートーヴェン・サイクル I～Ⅵ 

日時：平成26年 6月 13日（金）19:00開演、6月 14日（土）19:00開演 

6月 15日（日）14:00開演、6月 19日（木）19:00 開演 

6月 20日（金）19:00開演、6月 21日（土）19:00 開演 

④サントリーホール室内楽アカデミー ゲストコンサート ＃１＆＃２ 

日時：平成26年 6月 8日（日）14:00開演、6月 17日（火）19:00開演 

⑤サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン フィナーレ 

日時：平成26年 6月 22日（日）13:30開演 

   ⑥ＣＭＧスペシャル「車いすの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） 

日時：平成26年 6月 12日（木）11:00開演予定 

 

２．「サントリーホール フェスティバル2014」の開催 

世界のトップアーティストによる最上級の公演、7企画 15公演（＋アークヒルズ音楽週間）に

加え、ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラムの 2企画2公演（後述）を、平成26年 9月 20日（土）

～11月 18日（火）にかけての約 2ヶ月の期間に行う。 

①サントリーホール フェスティバル2014 オープニング・コンサート 

日時：平成26年 9月 20日（土）18時開演予定 会場：大ホール 

②サントリーホール オルガンコンサートシリーズ2014 
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日時：平成26年 11月 3日（月祝）開演時間未定 会場：大ホール 

③サントリーホール スペシャルステージ 五嶋みどり 

    ａ）公開マスタークラス 

       日時：平成26年 10月 6日（月）19:00開演 会場：ブルーローズ 

    ｂ）スペシャルコンサート（仮称） 

       日時：平成26年 10月 9日（木）開演時間未定 会場：ブルーローズ 

    ｃ）リサイタルⅠ（現代曲）＆Ⅱ（古典） 

       日時：平成26年 10月 7日（火）、8日（水）19:00開演 会場：大ホール 

    ｄ）協奏曲の夕べ 

       日時：平成26年 10月 10日（金）19:00開演 会場：大ホール 

④開場記念日コンサート 堤剛 バッハ無伴奏チェロ組曲全曲演奏会 

      日時：平成26年 10月 12日（日）14：00開演 会場：大ホール 

⑤ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2014 

a) グスターボ・ドゥダメル指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 

日時：平成26年 9月 24日（水）19:00開演 会場：大ホール 

25日（木）19:00開演 会場：大ホール 

27日（土）18:00開演 会場：大ホール 

     ＊無料公開リハーサル：日程未定 10:00 開始 会場：大ホール 

        b) 「レクチャー＆室内楽」 

          日時：平成26年 9月 23日（火祝）14:00 開演 会場：大ホール 

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 

日時：平成26年 10月 23日（木）～10月 25日（土）で２公演（予定） 開演時間未定 

会場：ブルーローズ 

    ⑦太陽の記憶『卑弥呼』 

          日時：平成26年 11月 18日（火）19:00開演 会場：大ホール 

⑧アークヒルズ音楽週間 

       アークヒルズの活性化・地域への密着、最終的にはサントリーホールフェスティバルの

盛り上げを目的に、カラヤン広場や周辺の美術館・博物館等でコンサートを行う。 

森ビルとの共同主催。サントリーホールは、主に演奏企画の立案・出演者の選定を行う

とともに、ロビーコンサートを開催。開催日程は、10月上旬～中旬を予定。 

 

３．一般企画コンサートの開催 

季節折々の音楽の楽しみを供するプログラムを、本年は 5公演行う。 

会場はいずれも、サントリーホール（大ホール）。 

①オービック・スペシャル・コンサート2014 コバケンの名曲の花束Vol.3 

日時：平成26年 5月 22日（木）19:00開演 

②サントリーホール クリスマスコンサート2014 バッハ・コレギウム・ジャパン 聖夜の『メサイア』 
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日時：平成26年 12月 23日（火祝）15:00開演 

③サントリーホール クリスマス オルガンコンサート 2014  

バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマス物語 

日時：平成26年 12月 24日（水）19:00開演 

④サントリーホール ジルヴェスター･コンサート2014ウィーン･フォルクスオーパー交響楽団 

日時：平成26年 12月 31日（水）22:00開演 

⑤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 

日時：平成27年 1月 1日（木祝）、2日（金）、3日（土）14:00開演 

 

４．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラムの実施 

サントリーホールが全ての人に身近で、音楽の持つ深い喜びを分かち合える場となる取り組み

を、「音楽に出会うよろこびを～未来を担うこどもたちへ」「音楽を創るよろこびを～若きプロ

フェッショナルたちへ」「より開かれたホールをめざして」の3つの柱に分けて行う。 

 

①「音楽に出会うよろこびを～未来を担うこどもたちへ」 

ア．東京交響楽団＆サントリーホール「こども定期演奏会」2014年シーズンの開催 

小学校高学年を主な対象とした日本初のオーケストラ定期演奏会で、こどもたちがコンサート

ホールに行く習慣を身につけ、生活の中にクラシック音楽を取り入れることを願いスタート。 

本年より各回で指揮者を変え、バラエティ豊かな陣容とすることで、より大人の定期演奏会に

近づける。楽器体験、仕事体験やこども奏者出演、テーマ曲募集、プレトークといった併催企

画も実施。 

第 49回（指揮：下野竜也） 平成 26年 4月 12日（土）11:00開演 会場：大ホール 

第 50回（指揮：外山雄三） 平成 26年 7月 12日（土）11:00開演 会場：大ホール 

第 51回（指揮：三ツ橋敬子）平成26年 9月 6日（土）11:00開演 会場：大ホール 

第 52回（指揮：飯森範親） 平成 26年 11月 29日（土）11:00開演 会場：大ホール 

 

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」の開催 

パイプオルガンについて楽しく学ぶ体験型企画で、小学生向け公演に加えて、中学生以上を対

象とした企画も用意し、平成 26年 7月 19日（土）にサントリーホール（大ホール）にて行う。 

（小学生向け）「もぐらん隊長とオルガンの秘密」11:00開演、13:00開演 

（中学生以上）「おとなのオルガン探検」16:00開演 

 

 

ウ．サントリーホール＆ウィーン･フィルの青少年プログラム 

ウィーン・フィルの全面協力を仰ぎ、青少年にこそ最高の演奏を提供すべき、との両者の想い

のもと、ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2014の中で開催。中高生を対

象とした60分の演奏と指揮者のトークを行う。 
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併せてガイドブック「コンサートへようこそ」を配布し啓蒙活動も行う。 

日時：平成26年 9月 25日（木）12:00開演 会場：大ホール 

 

エ．港区＆サントリーホール Enjoy!Mushicプロジェクト 

「点では無く、線の教育プログラム」という、企画委員の大野和士氏（指揮者）の提案を下に、

年間４段階に渡り、港区の公立小学生４年生を対象に開催する教育プログラム。本年のテーマ

を「音楽とダンス」とし、各学校へのアウトリーチや、大野氏指揮のリヨン歌劇場管弦楽団の

サントリーホールでの公演、そして最終的にはダンスの創作を目指す。サントリーホールの所

在地である港区と共催し、地域密着も図る。 

日時：平成26年 7月 2日（水）14:00開演 会場：大ホール 

 

オ．サントリーホール 佐治敬三 ジュニアプログラムシート（佐治シート） 

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･中学生を対象に各月1～3公演、親子ペア3組を大ホールでの土日祝日の公

演に招待する。 

カ．「みちのくウインドオーケストラ」Ｖｏｌ．２ 

平成 24 年度に、東京財団の主催により実施され、サントリーホールが制作協力を行った同プ

ロジェクトを、今回はサントリーホールディングスの震災復興支援プロジェクトの協賛を得て、

サントリーホールが主催となって行う。公演に向けた被災地吹奏楽部の学生へのクリニック、

ワークショップおよび合奏練習も行う。 

日時：平成26年 8月 19日（火）開演時間未定 会場：大ホール 

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」 

ア．サントリーホール オペラ・アカデミーの開講 

学業期を終えてプロフェッショナルを目指す若手音楽家、また、既にプロフェッショナルとし

て歩んでいる音楽家を対象に、その成長と成熟のための“育成の場”と“演奏の場”を提供す

べく実施。世界的な指揮者やコレペティトゥア、歌手によるレッスンを受けるのみならず、メ

ンバー同士が互いの「耳」となり、歌を聴いて意見を述べることで啓発しあうスタイルをとる。 

（１）講師 

アカデミー・ディレクター  ：堤 剛（サントリーホール館長） 

エグゼクティブ・ファカルティ：ジュゼッペ・サッバティーニ（指揮者） 

コーチング・ファカルティ  ：古藤田みゆき（ピアノ）、天羽明惠（ソプラノ）、野田ヒ

ロ子（ソプラノ）、櫻田 亮（テノール）、今尾 滋（テノ

ール） 

（２）内容 

・「プリマヴェーラ（27歳以下）」と「アドヴァンスト（プリマヴェーラ修了生の中より選
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抜）」2コースを設置。 

・研修期間は2年間を基本とする。 

・コーチング・ファカルティによる定例研修会（月 2回程度）と、内外で活躍する音楽家

による研修会（年3回程度）を開催。楽譜の丁寧な読み方に基づいた解釈、発声・発音

について学び、個々人本来の声に合ったレパートリー及び精緻なアンサンブルの構築を

目指す。 

・海外のオペラ研修所やコンクール受験を支援する。 

（３）募集 

平成 25年 9月より 2期生が受講中。（平成27年 6月まで） 

（４）演奏の場 

日頃の研鑽の発表の場として、以下の公演をサントリーホール（ブルーローズ）にて行う。 

Ⅰ．サントリーホール オペラ・アカデミー コンサート 

日時：平成26年 5月 29日（木）19:00開演 

Ⅱ．サントリーホール オペラ・アカデミー公演 

ドニゼッティ：オペラ『愛の妙薬』 

日時：平成26年 11月 13日（木）19:00開演 

 

イ．サントリーホール 室内楽アカデミーの開講 

学業期を終えてプロフェッショナルを目指す若手演奏家を対象に、その成長と成熟のための

“育成の場”と“演奏の場”の提供と、修了生のキャリアアップを支援すべく実施する。 

（１）講師 

アカデミー・ディレクター  ：堤 剛（サントリーホール館長） 

コーチング・ファカルティ  ：若林顕（ピアノ）、 

クァルテット・エクセルシオ（西野ゆか、山田百子（ヴ

ァイオリン）、吉田有紀子（ヴィオラ）、大友肇（チェロ）） 

花田和加子（ヴァイオリン） 

ゲスト・ファカルティ     ：未定 

＊平成26年 9月の第 3期より、元東京クァルテットの池田菊衛（ヴァイオリン）、磯村和 

英（チェロ）をアソシエイト・ディレクターとして迎える予定。 

（２）内容 

・研修期間は2年間を基本とする。 

・1 ヶ月に 1 度、2 日間の集中ワークショップを行う。コーチング・ファカルティを中心

とする定例ワークショップ、あるいはアカデミー・ディレクターおよびアソシエイト･

ディレクターを中心に、内外第一線で活躍する音楽家を招くゲスト・ファカルティによ

る特別ワークショップ（年 3～5回）を予定。 

・カリキュラムは、古典から今日の作品まで、研修そのものがアカデミー生のレパートリ

ー作りにつながり、見識を広める機会となるものとする。 
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・修了生の次の飛躍のステップを見据えたキャリアサポート、あるいは海外セミナー、コ

ンクール参加者への支援を行う。 

・チェンバーミュージック・ガーデン内で、ゲスト・ファカルティによる公開マスターク

ラスを行う。 

日時：平成26年 6月 8日（日）18:30開始、15日（日）18:00開始 

会場：ブルーローズ 

（３）募集 

平成 26年 9月より第3期生を迎えるため、5～6月にかけてオーディションを公募にて 

行う予定。受講生は15名～20名の予定。 

（４）演奏の場 

日頃の研鑽の発表の場として、チェンバーミュージック・ガーデン 2014 に出演する。ま

た、コミュニティ・エンゲージメントプログラムとして、学校でのアウトリーチ活動等に

派遣する。 

 

 

 

ウ．レインボウ21 サントリーホール デビューコンサート2014の開催 

大学単位の公募で選ばれた企画を学生が自らプロデュースし、かつ演奏する演奏会。同時に、

学生がアートマネジメントを実地体験する場ともなっている。 

本年度は、 

6月 9日（月）  上野学園大学プロデュース、 

6月 10日（火） 東京音楽大学プロデュース、 

6月 11日（水） 国立音楽大学プロデュース、 

以上 3公演を、サントリーホール（ブルーローズ）にて行う（各日とも19:00 開演）。 

（チェンバーミュージック・ガーデン内） 

 

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 

チューリッヒ芸術大学の開催 

レインボウ 21 企画の一環として、世界の名門音楽院の学生を招き、サントリーホールでのデ

ビューに加え、音楽大学での交流プログラムも実施する。 

本年度は、6月 18日（水）にサントリーホール（ブルーローズ）にて、チューリッヒ芸術大学

の学生が、ゆかりの作曲家たちの作品を紹介する。19:00開演。 

（チェンバーミュージック・ガーデン内） 

日本の音楽大学との交流プログラムも実施予定。 

 

オ．国際作曲家シリーズにおける作曲委嘱 

    ホール開館時より続いている新進作曲家への委嘱シリーズ。本年は、本シリーズ監修者である
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細川俊夫氏により選ばれたパスカル・デュサパン氏に管弦楽および室内楽各 1曲を委嘱。 

なお、公演は音楽事業部主催にて、8月 21日（木）・25日（月）に実施する。 

 

 

カ．ウィーン･フィル首席奏者によるマスター･クラス 

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2014 の中で開催され、ウィーン･フィ

ルの首席奏者がブルーローズにて公開マスタークラスを行う。生徒は一般公募により選ばれる。 

日時：平成26年 9月 23日（火･祝）18:00開演 会場：ブルーローズ 

 

③「より開かれたホールをめざして」 

ア．オルガン プロムナード コンサートの開催 

広く一般の方にコンサートホールで気軽に音楽に親しんでいただけるよう、毎月 1回木曜日（8

月を除く）のお昼時に開催する 30 分間のオルガン無料コンサート。気軽に足を運んでいただ

けるように大ホールを開放し、演奏中の出入りも自由としている。 

また未就学児童用に、ブルーローズでのライブ･ビューイングを開催。親子で気兼ねなくオル

ガンの演奏を楽しんでもらう。 

 

イ．バックステージツアーの開催 

オルガン プロムナード コンサートの開催に合わせて、通常は見ることができない舞台周辺お

よび楽屋などのバックステージを見学いただくガイド・ツアーを行う。故カラヤン氏からのメ

ッセージプレート、施設概要、デザインの特徴などを分かり易く説明する。 

 

ウ．オープンハウス～サントリーホールで遊ぼう！の開催 

サントリーホールを開放する、入場無料・出入自由のイベント。サントリーホールをより身近に感

じられるよう、オーケストラやオルガンの演奏に加え、音楽にまつわる様々な楽しいプログラムを

用意し、アークヒルズの「桜まつり」にあわせて年に 1回開催する。 

今年度は4月 5日（土）に行う。 

 

収益事業（サントリーホール運営受託事業） 

心地よく音楽を楽しんでいただけるための行き届いたサービスと、サントリーホールの持つ 

素晴らしい雰囲気を維持・継承しつつ、広報活動も積極的に展開し、館の稼働率アップと更な

る集客拡大を図る。 

以   上 


